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日本介護支援専門員協会 平成 30 年度四国ブロック大会 アンケート結果集計   

平成 30 年 12 月 2 日 （土）  

10：30～15：00 （昼休憩を 1 時間含む） ふくし交流プラザ 

基調講演 「 看取り ～いろいろな形の看取り～ 」  

講師：高知県立あき総合病院 総合診療内科部長地域連携室長 的場 俊 氏 

特別講演 「 日本介護支援専門員協会活動報告と今後の取り組み 」 

 講師：日本介護支援専門員協会 会長 柴口里則 氏 

パネルディスカッション  

 徳島県 医療法人芳越会 若宮の里 小規模多機能ホーム 伊庭 利光 氏 

 香川県 一般社団法人在宅療養ネットワーク 

扇ケアプランセンター 長田 志保 氏 

 愛媛県 社会福祉法人 恩賜財団済生会 

          今治指定居宅介護支援事業所さいせい 中村 一人 氏 

 高知県 社会福祉法人 土佐香美福祉会 

        特別養護老人ホーム ウェルプラザ洋寿荘 黒岩 賀永 氏 

 

参加者：217 人      アンケート集計数：132 人 

（高知：162 人  香川：32 人  徳島：14 人  愛媛：9 人 ） 

 

 

 

１. 日本介護支援専門員協会または高知県介護支援専門員連絡協議会の会員ですか。 

（該当事項に〇） 

 

 

 

 

 

 

高知 香川 徳島 愛媛 合計

協会 36 30 11 5 82

県会員 103 2 4 109

非会員 22 2 1 25

学生 1 1

記入なし 0

合計 162 32 14 9 217

協会 県会員 非会員 学生 記入なし 合計

57 53 17 0 5 132
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２. あなたの現在勤務している事業所の種別を教えてください。（1 つに〇） 

３. 所属のブロックまたは勤務先の地域を教えてください。（1 つに〇） 

 

  ※その他：行政、社協、病院、調剤薬局、医薬品卸売業、 

 

 

そのた、上記以外（内訳） 

 

 

4. 基調講演 「 看取り ～いろいろな形の看取り～ 」 

●理解度（1 つに〇） 

 

 

●感想（1 つに〇） 

 

 

・それはなぜですか。感想の〇をつけた理由につけた理由についてお答えください。（自由

記載） 

【わかりやすかった、理解しやすかった、よかった】 

・とってもわかりやすかったです。 

・わかりやすい講演でした。 

・わかりやすく聞きやすかった。もう少し聞きたいと思った。 

高知 中央東 中央西 幡多 高幡 東部 県外 記入なし 合計

居宅 27 4 10 5 9 6 21 1 83

小規模 0

老人福祉施設 5 1 3 9

老人保健施設 2 1 1 3 7

介護療養型 1 1 2

グループホーム 2 2 1 1 6

包括 2 2 2 4 3 13

特定施設入居 1 1

その他 1 1 2 5 1 10

記入なし 1 1

合計 34 6 15 10 13 14 37 3 132

高知 中央東 中央西 幡多 高幡 東部 県外 記入なし 合計

34 6 15 10 13 14 37 3 132

香川 愛媛 徳島 記入なし 合計

21 4 7 5 37

よく理解できた だいたい理解できた どちらとも言えない 記入なし 合計

89 41 1 1 132

とてもよかった よかった あまりよくなかった 記入なし 合計

93 38 0 1 132
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・わかりやすく楽しく聞けました。 

・先生がお話上手で聞きやすかったです。 

・具体的にわかりやすい内容でした。 

・とてもわかりやすいお話でした。事例もわかりやすかったです。 

・事例を聞くことができた点。 

・事例について細かく説明していただけた。 

・身近な事例を取り上げての内容で聞き取りやすかったが、資料に説明の内容がもう少し 

記載があればよかった。書きとっていたが、全部が書きとれなかったので。 

・事例をまじえて、わかりやすく説明してくれたこと。 

・理解できやすかった。 

・先生のひきつける話し方、内容がとてもよかった。心に残りました。今後の取り組みの 

参考にし、心にとめていきたいと思います。ありがとうございました。 

・レジメの内容がわかりやすく先生の伝えたいことのポイントがスムーズに理解ができた。 

講演の組み立てや話がうまい。 

・クイズ形式で参加型でよかったと思います。皆で考え住民参加も必要ということを改め 

て感じました。 

・講義の中で伝えたいことがすっと頭の中に入ってきた。事例と今の問題の中からの内容 

の伝え方がうまかった。あっという間のＡＭの時間でした。 

・わかりやすく、だいたい理解できた。時間があれば安芸市の寸劇を見に行きたい。 

・看取りに関することが理解しやすかった。自分なりに見取りの勉強も新たに必要だと感 

じることができました。 

・看取りを取り巻く現状と経験に基づく先生の所感をわかりやすいお言葉でお聞かせいた 

だけたので。 

・わかりやすかった。死や看取りを身近に考えていく必要がある。自分自身、親の看取り 

について考えていきたい。 

・わかりやすかった。人生の最後どうしたいのか決めるのは本人家族、ケアマネはその気 

持ちにそってケアマネジメントする。思い通りできないのが今の現実だと思う。 

・法律的な面で在宅看取りがまだまだ厳しい状態にあるということがわかったこと。いろ 

いろな具体な根拠や事例を提示しながら説明していただくことで実際にたずさわってい 

なくても理解しやすかったこと。 

・看取りについてざっくばらんなお話が聞けてよかった。家族間で意見が違い、遠方で疎 

遠だった家族が突然現れて違うことを言うのはどこでも同じだなと思った。法的な面で 

怖さも感じました。 

・現場で直面している大きな問題をよくわかりやすく説明いただき自分が今後どのように 

支援を行うかを考える機会を持てたことです。 

・看取りの根本的な意味をわかりやすく講演してくださった。その前提の元、ケアマネと 
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し役割立ち位置を確認することができた。 

・話も聞きやすく症例も紹介していただき、病院と在宅との看取りの違いがよくわかりや 

すかったです。 

・話がわかりやすかった。看取りはケアマネ一人ではできないことを再認識、ACP をすす 

めていく必要性方法がわかった。 

・現場レベルの取り組みが具体的でわかりやすかった。終末期の過ごし方にご本人、家族 

がどう思っているのか、どう向きあいたいのか、ケアマネとして日頃の関わりの中でリ 

ビングウィルを話題にできる関係作りを目指したいと思った。 

・リビングウィル、どこで誰とどのような治療を、について家族と話をしてもらうことが 

大切であると思いました。 

 

【地域包括ケアシステム、取り組みについて】 

・すばらしい。的場先生のようなＤｒが地域にほしいです。地域包括ケアシステムがきち 

んとできている。利用者主体の考え方が基本となっていると思いました。公的、住民、 

支援者をまき込んでいる。この町に住んでみたいです。 

・地域医療とか連携ということに熱心な先生であるので、取り組んでいる内容もよくわか 

りました。 

・知らないシステムを知ること。内容、今後の看取りの形としていの将来的な進歩と現代 

に必要なことだと思った。 

・地域支援の取り組みの重要性、リビングウィルの必要性。看取り場面での介護支援専門 

員の役割を再認識することができた。 

・実際の看取りの現場について直接Ｄｒの話を聞くことにより、様々な課題を知ることが 

できました。安芸市での具体的な介護と医療連携推進事業への取り組みは大変参考 

になりました。 

・住民アンケートの紹介から地域包括支援センターの活動までとても参考になりました。 

ありがとうございます。 

・看取りの課題から現在の死の見え方や地域医療等、行政との話し合いからさまざまな方 

策を一緒になりパンフレット等作りあげている点が学びとなった。 

・地域の取り組みについて聞けたので参考にしていきたい。 

 

【本人家族の思い】 

・在宅で増加する看取りも多種多様化されている。できるだけ本人家族の気持ちに合わせ 

て行えるとよいと思う。 

・利用者様家族様の思いを受け止める大切さ、チームとしてのかかわりの重要性を学べま 

した。死への不安、在宅での看取りに対する不安を、まずは解決して支援がいることを 

学ぶ。 
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・在宅看取りが一番いいと思っていたが、一概には言えないことがわかった。本人家族次 

第なので一緒に考え悩めたらいいなと思った。 

・実際の看取りについて、もし家族だったら自分だったらとあらためて考えさせられる時 

間を持つことができた。今後選択できるものをよりよく選択できるように支援していき 

たいと考えた。 

・本人家族にどのように説明すればよいか、よく理解できた。 

・いろいろな形の看取りがあるのはもっともで本人家族の対話があって意向がきけること 

が何よりと思います。死に近づく毎に思いはかわり揺れ動くのももっともで、その都度 

合意形成することが大切です。介護保険ができてしまって 60 年前は家で看取るのが一般 

的だったものが変わってまた在宅に流れを変えようとしています。今までのノウハウを 

蓄積した上で昔の普通を思い返す時期になっているのかもしれません。 

 

【チームケア、連携、医療】 

・医師を身近に感じた。 

・現場の医師の話がきけてよかった。 

・的場先生のような方が私の地域にもいたらいいなと感じた。医師との関わりはやはり難 

しい。 

・こんなＤｒが身近にいるケアマネがうらやましい。 

・看取り介護と看護をするにあたって利用者様とその家族との連携が大切で穏やかに過ご 

してもらいたい。家族の思いをしっかり受けとめ、適切なケアが提供できれたと勉強に 

なりました。 

・看取りは特別なことではない。協働で行う。バックアップ受け入れあれば安心で在宅の 

看取りも可能。グリーフケア、振り返りがスタッフのレベルアップをするにもつながる 

こと。 

・一人一人の方のために病院へ足を運び、連携がとれている。Ｄｒがトップでひっぱって 

くれるとすすめやすいと思う。これがケアマネからＤｒへのアプローチはとても難しく 

思う。チームで行うことの必要性、がんばれる力が大事だと思った。 

・看取る、本人家族の意向を聞き取りチームで支える大切さを理解できたように思います。 

・様々な取り組み事例がうかがえたことがまずよかった。関係機関との連携方法を知るこ 

とがとても参考になった。 

・よく連携がとれていると思った。Ｄｒの姿勢によると思う。ケアマネや介護看護を上か 

ら見下ろすようなＤｒだと協力するというよりは命令に従うようになり相互の信頼がな 

いと各々の職務をこなすのみになってしまう。それでは家族への取り組みには程遠い。 

・在宅看取りの困難さ現状を知ることができました。医療職（Ｄｒ､NS）の動きを理解しな 

がら介護職が不安少なく動けるように支援する必要性を感じました。 

・父親を自宅で看取りたいと母親と決めており何かと参考になりました。頼れる人をたく 
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さんつくります。業務でケアマネをしていないので学ぶことが多かった。 

・看取りについては主治医との連携が重要だが、顔が見える関係づくりが難しい。行政が 

主導していくことが大切ではないでしょうか。 

・医療機関側からの視点でのお話また自分にとって大変有意義なものが多かったので、明 

日からの業務にも活かせると思います。 

・在宅と病院の看取りの違い、医療行為や家族との関わりなど。今後増えるであろう看取 

りケアについて、チーム協働を再確認やもっと深く考えなくてはならないことなど学び 

が多くあった。安芸市の劇をみてみたいです。 

・スタッフの不安等の改善があれば聞きたかった。 

 

【看取りについて】 

・いろいろな看取りのやりかたを聞けたから。 

・看取りについて理解できた。 

・命の重み、仕事の充実感つたわった。 

・終末期、老衰時の水分栄養の選択方法を知ることができよかった。 

・延命治療の考え方がわかった。ますます自宅で最後を迎えたいと思った。 

・延命処置について考え直す機会になりました。本人の思い家族の思い意向のゆらぎ等段 

階的な変化に寄り添う（対応する）。適格な対応ができるようになりたいとあらためて思 

いました。 

・看取りの方に対して点滴などの処置が適切でない（むくみや痰を誘発する）と学び、施 

 設での看取りに対応を考える一つになりました。 

・高齢だからといって簡単に楽に死ねるといったことは難しいため、本人家族間で死につ 

いて話をきちんとしておくことで安心した最後を迎えることにもなる。また口から食べ 

ることができなくなった場合の選択肢についても細かく説明してくださったことや在宅 

での看取りについての連携や取り組みについての説明を聞くことができ、今後の支援へ 

役立てていきたいと思います。ありがとうございました。 

・在宅で看取りができることを望んでいますが、実際のところ家族が仕事だったり理解が 

なかったりで難しいと思います。それでも自宅で最後が望ましいと思います。 

・本人自身が最後について真剣に考える機会を持つことの大切さが理解できました。 

・看取りの利用者も多くなる中で、いい気づきのお話を聞けました。 

・看取りについてケアマネの役割以前に自分や家族の看取りについて考えることができま 

した。またケアマネはチームの一員であることを。看取りの場面でどうしてもケアマネ 

として踏み込めない所があったのですが、そうではないこともよく理解できました。今 

看取り（ターミナルケア）に関わっていますのでがんばりたいです。 

・外国での人生最期の考え方、日本の現状を知ることができ、本人やご家族と人生の終わ 

り方についてもっと話していこうと思いました。 
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・看取りに関わることが少なく経験が少ないのでいろいろなケースの発表を聞き勉強にな 

った。これからも増えていくと思うので関わることも多くなると思う。 

・深く考える必要性を感じた。 

・まだまだターミナルケアのケースの数が少なくケアマネとしてできることに対してよく 

理解ができてよかった。 

・現在看取りケアを行っており大変参考になった。 

・在宅での看取りのよさがわかった。 

・在宅だけではなく、施設の話もきけたこと。 

・病院、在宅の違いや関わり方がわかった。 

・現在特養で看取りを実施しているが、大変参考になった。 

・特養で看取りをやってみようという前向きな姿勢を聞かせていただき、少しストレス発 

散できました。 

・病院と自宅（施設）での看取りの違いが理解できた。自分または家族の看取りについて 

あらためて考える機会がもてました。ありがとうございました。 

・地元に看取りについて講義してくださるＤｒがいないため勉強になりました。幡多の方 

にもぜひきていただき話も聞きたい。 

・看取りの問題点や最後の時はご本人ご家族の判断次第になること、リビングウィルの必 

要性等がわかった。 

・私の職場のある地域では看取りができる体制が充分に整っていない。病院も少なくいつ 

でも対応できることはなく訪問看護や介護も時間制限等もあり柔軟に対応できるスタッ 

フがいる（もちろん家族も）ことで在宅看取りができることがわかった。 

・リビングウェルについて聞き、看取りの考えを実感できた。 

・安芸市のリビングウィルを広めているのは勉強になりました。日々、延命やどう生きる 

死の選択を決定できる世の中になっていることをチームで確認しておくことができるケ 

アマネの役割があることを考えさせられました。 

・人生の最後を家族に見守ってもらいながら旅立てたら最高だと思うが、理想と現実が必 

ずしも同じではないと思うと複雑な気持ち。リビングウィル参考にしたいと思います。 

・在宅での看取りと病院での看取りのそれぞれ特徴を理解することができました。リビン 

グウィルの必要性も理解できました。 

・東洋町の意見質問に添って答えてくださった。 

 

5. 特別講演 「 日本介護支援専門員協会活動報告と今後の取り組み 」 

●理解度（1 つに〇） 

 

 

よく理解できた だいたい理解できた どちらとも言えない あまり理解できなかった 記入なし 合計

34 76 15 3 4 132
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●感想（1 つに〇） 

 

【 参 考 】 

※ H30 年 5 月 19 日、総会にて  「 日本介護支援専門協会の活動報告 」  

●理解度（1 つに〇） 

 

●感想（1 つに〇） 

 

 

・それはなぜですか。感想の〇をつけた理由につけた理由についてお答えください。（自由

記載） 

・会長の情熱。 

・先生の熱い思い情熱が伝わってきました。 

・テンポがよかった。 

・とてもわかりやすく伝わるものがあった。 

・ポイントをおさえた話の流れでわかりやすかった。 

・納得です。 

・日本介護支援専門員協会のことがわかった。 

・日本介護支援専門員協会の立ち位置、今後の動向が理解できた。 

・活動が理解できました。私自身も資質向上してレベルアップしていきたい。 

・専門的な用語を理解できるよう努めます。日本介護支援専門員協会の目指す姿を知り理 

 解解するよい機会でした。 

・介護支援専門員として、また日本介護支援専門員協会の一員として今後どのような点に 

注意して活動取り組みを行っていかなければいけないものか、とのお話をお聞きするこ 

とができてよかったです。 

・今年から会員になっているので会の活動等学んでいきたいです。 

・日本介護支援専門員協会の活動内容がわかり、よい機会になりました。入会を検討した 

いと思います。 

・あまり見えなかった日本介護支援専門員協会の活動を知ることができ、理解が深まりま 

した。お世話になりました。 

・日本介護支援専門員協会の一員であることの自覚を持つ。 

・日本介護支援専門員協会の役割、必要性が理解できた。 

・日本介護支援専門員協会の活動、組織（職能団体の一員）として、今後どのような視点 

とてもよかった よかった あまりよくなかった よくなかった 記入なし 合計

32 80 14 1 5 132

よく理解できた だいたい理解できた どちらとも言えない 記入なし 合計

21 47 11 5 84

とてもよかった よかった あまりよくなかった 記入なし 合計

12 57 10 5 84
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認識が大切か理解できました。 

・組織力を強めることは大事だと思いました。 

・自分たちの地位をどうしていくのか、考えていかないといけないと思った。 

・不満を口にするだけではいけない。できることについては協力が必要。 

・人まかせにせず、自分が今の仕事を続けられるように声をださないといけないと思いま 

す。 

・一人一人がよく考え声をあげることの大切さを学ぶ。 

・研修だけでなく、ケアマネとしてのよりよい環境を整える活動を行っていることが理解 

できた。 

・日本介護支援専門員協会は介護支援専門員として自信を持って仕事を行うためのバック 

アップ組織であると思われる。 

・チームとしての役割について大変理解度が高まりました。 

・ケアマネの仕事はやはり理解しにくいもの。自主性、ほこれる仕事であるように自分自 

身でできることをがんばらなくてはと思った。 

・介護支援専門員として現状今後の課題について考えさせられます。人ごとでなく自分自 

身がんばっていかなければと再度思っています。 

・ケアマネ自身のスキルアップが重要ですね。胸をはって介護支援専門員であると言える 

仕事をして認めてほしいと思います。 

・介護支援専門としての専門性をアップしていかないといけないと感じる。 

・これから介護支援専門員として、資質の向上を行うことが大切と再認識しました。 

・ケアマネの自主性。対象者の自主性を引き出すのもケアマネ次第だと思います。 

・介護支援専門員としての今後のことを聞くことができた。 

・これからの取り組みをがんばらなければと思った。 

・介護支援専門員として今後の取り組み内容方向性がみえてきました。 

・私たちケアマネが今後取り組むべき課題やモチベーションの大切さを共感できた。 

・自分の今の介護支援専門員のあり方を考えていた状況でこれから先または自分は何をす 

れば仕事としてやった感を感じれるか迷っていました。 

・いろいろな事例を教えていただき、次につながるようにと自分に感じた。 

・医療にたづさわった経験からよく理解できたと思います。 

・今後の介護保険の赤字をどのようにうめていくのか、介護度が低いことなど必要なケア 

ができるのか不安である。 

・訪問リハビリの受診の件を声をだしてくれていることを訊き、ケアマネの声を本当に代 

弁してくれていると感じました。 

・訪問リハビリの指示書についてなど具体的な内容を聞けてよかった。 

・時間が短かった。 

・時間が短い。 
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・時間が短いので走り走りの説明だったのでもう少し時間がほしかった。 

・もう少し時間をとってききたかった。時間短い。 

・話の内容が多いのか、たくさんのことを短い時間で聞きこむのは難しい。でも知識とし 

て必要なことばかり。 

・時間の中でもう少しまとめて話してほしかった。ケアマネの事務量、本当に増えてない 

ですか？、もっと減らしてほしいです。 

・話のまとまりなく、走り走りで、何を主としていいたかったのか。 

・話があちこちとび、早口で聞き取りにくかった。まとまりがなかったように思う。 

・会長の活舌が悪いのか、早口で話の内容が聞き取れなかった。 

・話の語尾などはっきり聞き取れず、話の内容を考えて予想しながら聞いた。 

・内容が聞き取りにくく、理解しにくかった。 

・マイクのためか、聞き取りにくい。 

・言いたいことはわかるが、今一つ心にひびかない。 

・話としてはわかるが、といった感じがした。活動内容は発信できているとは思います。 

・資料の内容が多かった。 

・居宅はよくわからないから。（老人福祉施設） 

・実際の仕事内容を具体的に把握できていないので。（調剤薬局） 

・協会には入会しているが、きちんとメールなどを見ていない。 

・ｄｏで本当によいですか？ 

 

6. パネルディスカッション「 いろいろなかたちの看取り 」～介護支援専門員の役割～ 

●理解度（1 つに〇） 

 

 

●感想（1 つに〇） 

 

・それはなぜですか。感想の〇をつけた理由につけた理由についてお答えください。（自由

記載） 

・わかりやすかった。 

・講演内容が具体的でわかりやすかった。 

・事例がわかりやすい。職員の達成感、やった感、大事ですね。 

・事例発表がとてもわかりやすかったです。 

・各々の環境や背景もよく描かれており、わかりやすかったです。 

・4 種 4 様でよかった。 

よく理解できた だいたい理解できた どちらとも言えない 記入なし 合計

63 64 0 5 132

とてもよかった よかった あまりよくなかった 記入なし 合計

69 56 0 7 132
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・たくさんの事例をきけてよかった。 

・事例を通じての話をきけたこと。 

・それぞれの視点、苦労を感じた。 

・パネリスト（現場）の想いが伝わったから。 

・実践に基づいた具体的なお話が聞けました。 

・実際に現場であった体験を聞くことができたこと。 

・それぞれのケアマネがいろいろの方向から在宅での看取りを考え、実践した内容がよく 

理解できました。 

・日々の仕事の中で考えていたことの参考になりよかった。 

・看取りの実際が聞けて参考になった。 

・それぞれのみとり 

・在宅での看取り事例を聞けてよかった。 

・いろいろな看取り、実状を知ることができた。 

・いろんな看取りの形や関わり方を知ることができました。 

・まさにいろいろな形の看取りについて事例をきくことができたので今後の参考になると 

思った。 

・看取りについての大切なこと、本人家族の意向に添うための学習ができた。的場先生は 

・個別ケースのプロセスがよくわかり自分が同じようなケースに対応するときの参考に対 

 応するときの参考になると思った。 

・前向きな取り組み。 

・各県の取り組みを知ることができた。 

・在宅施設の看取り、支援の方法、支援者の思いがよくわかりました。 

・実際ターミナルの方を担当されてどう動いたのか、またどう思ったか等が聞けてよかっ 

た。 

・具体的な事例でさまざまな関わり方、看取り関わる多くの方（チームケア）。他県での取 

り組みが学びとなった。 

・さまざまな看取りのケースを知ることができ、自分のためによい勉強になりました。 

・看取りについては今後も増えてくると思えるのでよかった。 

・在宅の末期ガンやターミナルの対応、くわしく聞けてよかった。 

・在宅看取り、施設看取り等、いろいろなかたちが見えてよかった。どこにしても在宅医 

の存在が大事だと思うのでまだ課題はあるのが現実です。 

・現代自施設での取り組みに参考になった。 

・看取りの特色を在宅や施設のあり方を学べたと思います。 

・それぞれの内容がわかりやすかった。特養の看取り、職員研修について参考になった。 

・在宅による看取りケアについてのこと、医療との連携についてのことが聞けてよかった。 

・具体的な症例事例を通じてどのような仕事をされているか、体面するにあたっての考え 
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方がわかったこと。 

・それぞれの事例を通しての発表であったため看取りの実践の場でケアマネが果たした役 

割がイメージしやすかった。また看取りの対象は本人のみならず家族も含むということ 

が理解できた。 

・看取りケアをするために、どういうふうにしてきたか、やがてどうだったかよくわかっ 

たと思います。 

・看取りケアは特別なものではなかったという発表が参考になった。 

・各地域、各施設等での取り組みや事例についてお話いただき、病院勤務ではみえてこな 

い看取りの現場について学ぶことができた。 

・看取りをしないと決めていた施設に看取りをお願いすることになった経過があり、これ 

からどう一緒に行っていくか、学びの場になったと思う。 

・在宅施設双方の看取りの実践を聞けるのはなかなかないのでその苦労と苦労の先も見え 

たので、そこはこれからの業務に活かしたいと思う。 

・小規模多機能の柔軟な支援がターミナル期まで関われた事例。特養で看取りケアができ 

た職員さんの努力と意識レベルの高さ、まさに「終の棲家」と言える。日常支援の延長 

線上と言える概念がすばらしい。 

・各エリアの皆さまのかなり積極的な取り組みを知りました。初めてうかがう話題ばかり 

でしたので大変感動しました。 

・自宅、病院、施設、それぞれの看取りでも家族本人の同意形成向け支援をどうするのか、 

ケアマネの役割の必要性等、考えさせられました。元気な時から本人の最後をどうおさ 

まりつけたいか確認していく。 

・在宅看取り、施設での看取りの支援について、やはり本人の意向を一番に思う気持ち、 

また皆が同じ方向へ向かって支援することで最後お見送りが上手にできるようになるこ 

とをすごく感じられました。 

・本人家族が寄り添い最後まで支援されていると思いました。本人の希望がかなえられた 

事例はよかったです。胸が熱くなり涙がでました。 

・自分のケースと重ねながら聞かせてもらいました。それぞれが利用者家族の思いに寄り 

添ったケースであった思いました。 

・在宅で亡くなることが少ない現在、地域に見取りをしていくれるＤｒがいるということ。 

愛媛県のように緩和コーディネーターがいるなどすばらしい地域包括ケアシステムが動 

いているということの事例を聞いて、とてもいい勉強ができました。 

・ケアコーディネートの方がいると心強いですね。介護申請して結果が他県ではどのくら 

いででるのか、知りたいです。 

・それぞれの立場での看取りに対して大変ご苦労しながら支援できていることに感心しま 

した。看取りについてのコーディネートのいることを知ることができました。 

・緩和ケアコーディネーターの存在を知った。 
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・それぞれの発表がとてもわかりやすく緩和コーディネーターの存在も教えていただいた。 

・愛媛県の認定資格の在宅緩和コーディネーターについて、もっとくわしい説明がほしか 

った。どんな職種が資格取得できるのか、どこに設置しているのかなど。 

・愛媛県の緩和ケアコーディネーターについて、どのような職種でどこに位置しており（場 

所）どんな体制かなどくわしく聞いてみたかった。新たなものは情報として聞きたい。 

・いろいろなケースがあるが、関わるチームで不安感を少しでも改善できる対応を学べた 

と思う。 

・こだわりぬいた自宅で終わるの説明はとてもケアマネの私としては身近で共感できまし 

た。チームで対応することの心強さ（ケアマネも）もある。 

・それぞれの立場で症例発表をきけてよかった。本人の意向や家族の感情をきけた。香川、 

愛媛のケースは温度があってよかったです。高知の施設のチームのチームプレーもすば 

らしいと思います。 

・チームワークの重要性を改めて知ることができたと思います。 

・みなさんすごい、とても感動しました。長田ケアマネさんはご本人の意思を一つ一つ確 

認しながらすばやい対応をされ、チームケアの力強さを感じました。長田ケアマネさん 

のような細やかな気遣いができるケアマネを目指します。申請時、ターミナルと診断さ 

れた時点で要介護 2 はだしてもらえるとベッドがすぐにレンタルそして余裕ももってサ 

ービス導入ができると思う。当市にも強い味方の緩和ケアコーディネーターがおられま 

す。ご本人や家族に寄り添いながら医療と介護＋インフォーマルサービス等連携しなが 

らすばらしい対応をしていきたいと思います。どの発表もすばらしかったです。頭が下 

がります。ありがとうございました。 

・4 事業所 4 事例を聞き、多職種での連携が必須でご本人家族の思いを聞き信頼関係を築く 

ことが大切でその要がケアマネ、しかしケアマネ一人ではなにもできない、その人に関 

わる多職種との連携が本当に大切ということがわかった。 

・多職種の連携によって利用者さんの終末をどう支援していくかが参考になりました。的 

場先生の人の亡くなり方のストーリーについてとても参考になりました。 

・家族様との連携ができている。必要なサービスが受けれている。 

・支援後のグリーフケアの必要性も学ばせてもらいました。看取りへの覚悟の必要性も学 

ばせてもらいました。 

・看取りについて改めて考えるよい機会になりました。支援はもちろん考えなければいけ 

ないと思いますが、まずは自らのことを考えてみようと思います。 

・いろいろなケースを聞くことでケアマネが何をすべきか考える機会をえました。 

・看取りについて職員全体の研修会の必要性を感じました。 

・今看取りについてはケアマネの力量によって差がでてしまいます。制度としてしっかり 

支えていかなくてはいけないのではないでしょうか。 

・本人家族が自分の望んだ生活ができた例が勉強になった。24 時間対応の訪問看護の必要 
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 性。地域に若い人が少ない。夜間の仕事はきつい仕事でなり手がいない。 

・医療との連携ができていない。話し合いをしていきたいが、医師も理解ができていない。 

・高知県の発表で特養での看取りのケースの事例をしていくことで施設での看取りケース 

の受け入れが多くなるのでは。スライド重なり資料集は残念。 

・パワーポイントの資料、重なったものは残念。 

 

7. 今日の研修を受けて、どのようなことを業務に活かして行きたいですか。（自由記載） 

・的場先生の講演を聞いていままで当たり前のように感じていた経管栄養についての考え 

方が変わった。自分なら抹消点滴方法 2）を選びたい。それを前もって家族に伝えたい。 

・自宅で看取るという大切さを少し理解でき、これからもがんばろうという力になった。 

・看取りに関する考え方、事例を通じて改めて自身での勉強することやいろんな経験も必 

要だと感じました。 

・ご家族との関わりについて、今まで看取り自体に慣れておらず自分がとまどってしまう 

ことがあったのですが、そうではなくしっかり支えられるようになりたい。 

・看取りに対して今後ニーズがあれば看取りを実施できればと思います。 

・在宅での看取りを支えていけるように考えていきたい。 

・ターミナルケアを受けることに苦手意識があったが、少しずつ勉強していきながら考え 

えていこうと思います。 

・看取りの体験なく、これからかな。 

・利用者さんが充実し納得して最後を迎えることができるように努力したいと思います。 

・ケアマネとして在宅での看取りに積極的に関わっていきたい。 

・終末期の支援について知識を深めていきたい。 

・今までもこれからも最後をどのように迎えるのか、本人ご家族の思いを尊重したケアが 

できるように努めていきたい。 

・本人家族の思いに寄り添い日々の支援、看取り支援を行っていきたい。 

・普段から人生の終い方をもっと聞いていきたいと思いました。 

・患者様の希望を引き出していくということが大事と思ったので気がねなく話をしていた 

だけるよう努めていきたいです。 

・本人の意向を尊重しつつ、介護者が在宅での看取りが決してこわいことではないと理解 

してもらえるように支援していきたいと思いました。 

・病院での看取り⇒家での看取りの取り組み方向へと。 

・まずは看取りを施設に取り入れることからだと思う。 

・看取りをしていない自施設でできることはないか、自分の考える「自然のかたち」をも 

う一度考え直したい。 

・施設での看取りに対してもケアマネが支えられることをみつけていきたいです。ターミ 

ナルチェック項目を活かして、自施設でも再考していきたいです。 
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・自施設の看取りについてスタッフと意見交換する機会を設けようと思います。 

たい。 

・いつも思っていることですが、看取りは特別なものでない感じが。最後までチームが関 

わり本人家族が納得できるかが大事だと再認した。 

・日々のチームケア。 

・チームケアの大切さを改めて実感します。うまくいかないと思う面もありますが、互い 

に提言提案などができる関係性を作っていきたいと思います。 

・看取りを希望される方がいたらいろいろな職種をまきこんでやっていきたい。 

・医療とも連携しながらチームで看取り支援についても積極的に取り組んでいきたいと思 

います。 

・多職種連携、チームで情報共有しながら対応していく。 

・一番本人家族の気持ちをくみ取ること、情報をチームで共有し進めていきたい。 

・看取りのケースは今後増えてくると思います。チームで取り組んで対応しなければ成り 

立ちません。居宅全体でも話し合いをしたいと思います。 

・チームケアについて話が聞けてよかった。 

・多職種の方との連携を深め、協力していかなければいけないと思った。 

・看取りのため在宅にて行うための連携方法など参考にしたい。 

・チームケアであることを踏まえ、多職種との連携を図っていきたい。 

・一人ケアマネでは限界、チームプレイを行う。 

・一人ではなくチームで看取りができるようにがんばりたい。本人家族の思いをくみとり 

・看取りは医療のサポート連携が必要であること。 

・日々の業務の中「他の職種の方のがんばりが見えにくくなる」と言われており、ふと先 

週のことを思い出しました。ご主人が入院ため、奥様が一人の生活ができずサ高住体験 

入居という形をとり、その際ベッドレンタルをしないといけない。14 時ごろ依頼しその 

日の 18 時に持ってきてくれた業者にあらためて感謝は必要。助けてもらえていると思い 

出しました。この気持ちを持って業務にあたっていきたいと思いました。 

・看取りについて在宅で看取ることのすばらしさを改めて学んだ気がする。安心して自宅 

で看取りができるようなチームの構築の必要性を感じた。 

・看取りについてスタッフでの勉強会、自分だったらを考えながら取り組みたい。本人家 

族意思をＤｒにどう伝えるか等。 

・わが町にはない支援を作ることは難しいと思いますが、看取りというテーマで話し合い 

をしたいと思っています。地域の人達にこのような話ができることを実施していきたい 

です。 

・ターミナル期の在宅生活を支えていくことも増えてきて、ケアマネとして本人や家族と 

どう関わっていけばよいかや看取りとは、を学ぶことができたので本人家族の思いに寄 

り添っていけるようにしたい。 
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・一つ一つ進めながらやっていきたい。 

・一人一人の気づきから広がっていく。 

・細かなところを見ていくが、やっていることは普段とかわらなくてよいこと。 

・職員も慌ただしさや不安があるので勉強会を段階（初心者、中堅者）に応じてする。 

・死は誰にでもくることで居宅の依頼を受けて本人家族と面談する時にどう生きたいか、 

どこで死にたいか聞いて今の時点で支援することを考えるべきと思います。今後もその 

スタンスで行こうと思います。 

・リビングウェルを業務というよりか、わが家族（親）に活かしていきたいと思いました。 

・家族本人の共感傾聴。リビングウィルの大切さについての理解。 

・ACP の機会を利用者さんと持っていく必要があると思いました。 

・本人および家族の意向の確認が大切であり、改めて実践に活かしていきたい。 

・看取りについて、利用者さんとその家族に考えてもらえるように言葉をかけていますが 

難しいです。考えている方、考えたくない方、まったく考えていない方などさまざまで 

す。病態、環境等利用者さん家族にあわせて支援していきたいと思います。 

・本人、家族が最後を家で迎えたいと思うようになればよいなと思います。 

・「最期をどこで迎えるのか」本人家族の意向をふまえ、しっかりと調整ができるように少 

しでも関わった人々に笑顔がみられるようになればと思います。 

・最後の時をどのように支えていくか、日ごろからのコミュニケーションを活発にして活 

かしていく必要性を感じました。 

・ケアマネとしての自覚がついた。 

・看取りに対する考えや工夫など取り入れていきたい。 

・今後の業務で行っていく看取りケアについて参考にしていきたいです。 

・ターミナルケアを行う時にはタイミングをのがさず、変化にすばやく対処できるように 

したい。 

・医薬品卸として、地域包括ケアシステムの展開に何か携わっていけることはないか、貢 

献できることはないか、模索してまいりたいと思います。 

 

8.今後、参加してみたいと思う研修内容を教えてください。（自由記載） 

・ターミナルアセスメント 

・ALS の看取りについて、多職種連携について（リハ職員とケアマネとの連携の仕方、あ 

り方など）。 

・さらに看取りの研修を高知東部地区でもお願いしたい。 

・どうできなければ、どうすれば独居でも在宅の看取りができるのか、どう支えればいい 

のか、研修してみたい。人材育成等研修受けてみたい。 

・今日の看取り研修はあまりないのでやはり（入居者の）人生の最後に携わる者として今 

後も多く学んで取り入れるようにしたい。 
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・介護支援専門員の質と医療との連携の仕方。 

・できるだけ多くの研修に参加したい。医療との連携。 

・施設ケアマネの役割について 

・施設での困難事例、家族対応。 

・看取り以外での特養ケアマネの役割、今後どうあるべきかについて。（施設ケアマネの必 

要性） 

・施設の看取り、在宅に帰って看取りしたケース。いろいろな看取り、もっと教えてほし 

いです。そこから今どう生きるのか支援するかに活かしたいです。 

・困難事例についての対処方法。 

・事例を通じてのどう対応していったらいいのかをいろいろな場面での対応等も研修して 

いきたい。 

・難病疾患（利用者様）への対応や家族支援について等。 

・小規模多機能型施設の活用方法。また経営的にみた今後の方向性について。 

・認知症のケア 

・地域包括ケアシステム 

・地域包括ケアシステムでのケアマネの役割など 

・現状のケアマネを考える上での振り返りと今後の展望をもう少し詳しく話してもらう機 

 会。（自分が聞きたいというか、ケアマネさんたちに聞いてもらいたい。※自分たちの立 

ち位置を知るため） 

・地域資源の開発方法。 

・ケアマネが地域のインフォーマルサービスとうまくつながっている事例が今後増えてい 

ってほしいと思います。介護保険だけでなく利用者の社会参加も意識した研修をしてほ 

しいです。 

・ICT、AI 等 

・ケアマネジメントを行う上で必要な理論などを学びたい。 

 

9.研修の進行やスケジュールなど運営に関することで改善点やご意見などをお願いします。

（自由記載） 

・進行やスケジュールはよくできていました。お疲れ様でした。とてもいい研修でした。 

・事前の準備も大変だったと思います。お疲れさまでした。ありがとうございました。 

・とくにありません。 

・内容が見やすくてよかった。 

・よかった。 

・お疲れさまでした。ありがとうございました。 

・本日のように大きな大会が高知で開かれ、役員の方は大変だったと思います。お疲れさ 

までした。 
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・ありがとうございます。道で会員の方も誘導していただいて助かりました。ご苦労様で 

す。 

・会場への道案内はじめスタッフの皆さまありがとうございました。 

・ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

・ブロック大会に初めて参加しました。学べることがたくさんありよかったです。ありが 

とうございました。 

・講演中に会場への出入りが多かったり、マイクの準備ができていなかったりとバタバタ 

した印象があった。最後のあいさつの時、舞台が暗く壇上の方に失礼だと思った。運営 

する方は誰も気がつかなかったのか？。顔も見えなかった。 

・資料集のテーマごとにメモの部分があれば大事な部分の記入もできてよいと思うので改 

善してほしい。理事（スタッフ）が講義中バタバタと、もう少し配慮が必要では。幡多 

ブロックの参加、少なかったのでは。 

・AM か PM にまとめて行ってほしい。昼をはさまずに。 

・時間は守ってほしい。 

・今回香川からの参加です。帰路の時間もあるので時間通りの終了をお願いします。 

・講師が早口で聞こえにくい時がある。 

 


