令和元年度

特別研修「介護支援専門員の倫理」 報告書
日

時

場

所

内

容

講

師

令和元年2月12日（水）午後6時30分から午後9時まで
八王子市役所 本庁舎 8階 801・802会議室
あなたで良かったと言われるケアマネジャーを目指して
国際医療福祉大学大学院医療福祉経営先行先進的ケア・ネットワーク開発研究分野
石山 麗子 教授
高齢者あんしん相談センター職員 4名（3事業所） 居宅介護支援事業所職員 97名（58事業所）
特別養護老人ホーム職員 7名（7事業所） グループホーム職員 2名（2事業所）
有料老人ホーム職員 2名（2事業所） 小規模多機能型居宅介護職員 1名（1事業所）
看護小規模多機能型居宅介護職員 1名（1事業所）
合計 114名

参加者

研修会終了時
1.

アンケート

結果（回収数：107）

研修全体の内容はいかがでしたか

回答
① 満足
② やや満足
③ やや不満
④ 不満
未選択
計
2.

回答数
69
31
3
2
2
107

率
64%
29%
3%
2%
2%
100%

回答数
62
26
14
2
3
107

率
58%
24%
13%
2%
3%
100%

資料はわかりやすかったですか

回答
① わかりやすかった
② ややわかりやすかった
③ ややわかりにくかった
④ わかりにくかった
未選択
計
それぞれ選んだ理由を記入してください

① わかりやすかった を選択
Laborについて考えられた。できていると思っているときが危ない
考えながら記入する部分が理解を深められてよかった。AIについての動画がとてもおもしろ
かった
ケアマネの未来の話が面白く興味深かった。講師のお話がとてもよかった
原点に戻り、再度自分のやるべきことがわかった
根拠あり、且つ具体的な内容。石山先生の話し方、説明、声のトーン
時間の足りないところが残念でした。倫理について再認識しました
資料が簡潔でポイントがわかりやすかったです。自分で書くと覚えます
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資料やスライドを使って説明され、よく理解できた
シンプルでわかりやすかったと思います
図、表、イラストにより、見やすくなっている
説明がわかりやすかったです
先生の説明がわかりやすかった
専門性の裏付けがあったから
たまには倫理的なことを考えてみようと思いました。日々の実務に追われているので
とても参考になりました。AIの話も良かったですが、倫理の話はとても興味深かったです
内容が素敵なので本当はもっと時間をかけてゆっくり講義を聞きたかったと思います
内容は良かったですが、詰め過ぎでは？倫理もAIも時間をもっと取って聞きたかったです
話し方が聴きやすかった。ケアマネだけでなく介護の最前線である介護職員、また福祉全体
のプロとしての姿勢の必要性、重要性が確認できた
パワーポイントなのでわかりやすい
普段考えないことを考えられ、自分の仕事につながった
見やすさ
文字が大きい。余白があるので記入しやすい（メモとれる）
ラストまで講義を受けたいと思いました。参加してよかったです
倫理に関してもっと学びたいと思った
レジュメ、画像、わかりやすかった
レジュメに書き込むスペースがしっかりあったのでメモ書きがしやすかった

② ややわかりやすかった を選択
今までと少し違った視点
ケアマネジャー実践倫理資料1の説明が中途半端で終わった
講義中に資料が完成していくのがよかったです。
前半は理解できたが、Society 5.0の説明に入ってから頭がついていけませんでした
大変興味深い内容であったので、時間をしっかり取ってもらい、しっかり学びたかったです
テーマが深すぎた
動画資料もあり、未来図をイメージしすかったです
ボリュームがあり、時間が足りなかった。もう少し時間をかけて聞きたかった
難しかった、石山先生だったから聞けたとも言える
利用者さんを中心に考えるという大事な点を教えられた
倫理、AIを別でじっくり聞きたかった。もう少しゆっくり聞きたい
倫理、法律を深く理解できる必要性を感じました
倫理について考えることができた
倫理についてはいつも頭において仕事をしていきたいと感じた
倫理は短時間の中での理解が難しい
倫理はよく理解したが、AIは？でした

③ ややわかりにくかった を選択
石山先生の話し方は大変聞きやすく、おもしろかったです。資料2の方はほぼスクリーン資料
だったので、後方の席では見えづらかった
最新の情報すぎて、実務にどう生かして変えていかないといけないのかわかりにくかった

2

職業倫理について学びなおしたくて参加したのだが…倫理だけ3時間がよかった。関連はわ
かるけど、AIは別でよかった（否定ではないです）。結局今日のテーマの「あなたでよかったと
言われる」ための学びは…すみません、できませんでした。中途半端になっちゃいました。今
日はAIを学ぶ前に自分を磨きたかった…
資料をもっと書き込みたかった
内容が不消化ぎみでした（特に労働と仕事のあたり）
もう少し時間をかけて倫理とAI別の日にやってもよかったのでは？
倫理、AI、自分なりの理解が乏しかった
倫理の理解

④ わかりにくかった を選択
話の内容がわかりづらい
こうしなさいと具体的に言われる方が楽。医師、看護師にも倫理研修してほしいと思いたくな
る

未選択
とても考えることが多く、私の課題になった
倫理について考えることがとても多かったです。勉強になりました

3.

講義内容について理解できましたか

回答
① 理解できた
② だいたい理解できた
③ あまり理解できなかった
④ 理解できなかった
未選択
計

回答数
43
46
14
1
3
107

率
40%
43%
13%
1%
3%
100%

それぞれ選んだ理由を記入してください

① 理解できた を選択
石山先生の説明がわかりやすかった
奥深すぎて会社に戻って皆に内容説明できる自信がありませんが、私が大切にしているお
話を聞けてよかったです
教え方が良かった
具体例がわかりやすい
講師の話すペースが程よいペースだった
これからITとどのように付き合っていくか考えることが必要だと感じた
時間が立つのを忘れるほどでした。もう少し時間が欲しかったです
進化にどこまでついていけるか？ターミネーターを観た時みたいな驚き！
大事な話をゆっくり説明されていたのでわかりやすかった
話が楽しかった
普段考えないことや新しい知識を得れて理解できた
本当にAIの技術が人間をお世話できる時代がきていることよくわかりました
難しかったが理解できたおもしろかった
もう少し時間をかけていただきたいです
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倫理が礎
倫理とAIと関連付けて研修をしたのは非常に良かった。モヤモヤしたものが少しクリアにでき
たかな
倫理について改めて自分自身考えていこうと思えた
倫理について学ぶことができてよかった。わかりやすい講義でした。ありがとうございました
倫理の考え方を学びました。もう少し深く学びたいです。AIとケアマネジメント、取り残されな
いようにしたいです
倫理のプロセスを考え続けることが大事。結果は利用者の選択である
重い内容でしたが、石山先生のお話がわかりやすく、今後意識を高めていかないといけない
と思いました。

② だいたい理解できた を選択
2つのテーマを1日で行うのは厳しいと思う。1つのテーマをきちんと時間をとってほしい。興味
深いテーマなので、もっとじっくり勉強したかった
AI、大変興味深かった。CMの平均年齢が高いことに驚いた。20年後考えると必要
AIについて、おもしろいけど理解できない部分もある
AIについては、ついていけない。興味はあるが難しい
AIの世界がいまいち信じられない
AIは人間の心のひだの部分、発言されない、発言できない利用者の心理が理解できるので
しょうか。変化と改革の必要性は理解できますが、危険性を感じました。全高齢者の何人テク
ノロジーの利益を受けられるのでしょうか
明日からきちんと理解して取り組めないと、理解したとは言えないと思うので…
今まで考えることがなかった倫理について学べました。未来のマネジメントも学べました
変わることが希望になると良いなと思います（誰にとっても）
ケアマネジャーの倫理、初めて見る題目にて興味を持ち受講した。日常業務に置いて書類
の作成の比重が大きいが、最もケアマネとして大切なことは、まず利用者の立場に立って考
え続けること、深く理解した
言葉が難しいものが多い
時間が足りないように感じた。2つは多かった
時間が短すぎます
時間の配分 ボリュームが多い。二回に分けての研修にしたほうが良かったと思われる
事前学習をしておかないと理解できない単語が多かった
少し早足すぎてついていくのが大変
説明がわかりやすかった
前半（倫理）は難しかった。デジタルケアマネジメントについては技術が進んでいることを改
めて感じることができた。これからもっとその人に合ったプランができればよいと思いました
だいたいできたと思うが、先進的であり、勉強していきます
デジタルケアマネジメントは知らなかったが、AIについて知ることができた
どんな時代が来ても倫理が大切ということ。活用は私達にある
初めて知り得たこともあり、とても勉強になりました
復習が必要だと思いました
勉強し続けることの大切さは理解できた
難しかった
理解できたところと、難しくてわからないところがあった
倫理とAIでリンクす部分もありましたが、より深く知りたかったため
倫理について、自分の専門的知識が足りないと思った
倫理について考えさせる内容で、自分の思い、考えを言語化するのが難しかった

4

倫理はわかりにくかった。デジタルはよくわかった。倫理、利用者中心が必要だということが
変わらないのに理解できた

③ あまり理解できなかった を選択
AIが大切なことも今求められていることも他の講義で知っていますが、倫理の講義が聞けると
思い参加したのに、途中で終わってしまった感じがして、すごく残念でした
AIについて更に深く学ばないと理解できない。難しい
Society 5.0??具体性に欠けるのか具体的すぎてるのかよくわからない。ケアマネ要らない社
会になってほしい
時間をかけてお話を聞きたかった
自分の言葉で説明できない
テーマが深すぎたAIと興味深いが馴染めない
内容がとても難しかった。新人ケアマネには不向き？
難しかったです
倫理についてわかりにくかった

④ 理解できなかった を選択
すでに知っていることの話が長い

未選択
倫理とは常に自分自身に問いかけていかなければいけないものだと思う。とても考えさせら
れる問いかけでした
倫理の大切さ、自分の価値観が出てくるが、互いに切磋琢磨していくことが大事である等、ま
たこれからの方向性も興味深く考えさせられました。人間でないと理解できないことのあるこ
と、AIでは不十分であること等々、倫理を大切にしていくことを事業所内ケアマネと共有して
いきたい

4.

今後受講したい研修のテーマ等がありましたらご記載ください

4月以降に話がまとまるのであれば教えてほしい
8050問題 家族支援
虐待対応についての検討方法について学びたい（事例を通じて等）
コミュニケーションスキル
今回の倫理の講義を数回シリーズでやってほしい
今後増えると思われる老老介護、認認介護
再度倫理の話を深く聞いてみたい
新人ケアマネのための研修
スーパービジョン（主マネ）
生産性の高い事務処理方法
定期的にAIケアマネジメントについてやってｊほしい
テーマは何でもいいので、石山先生の研修を受けたい
デジタルマネジメントについて
デジタルマネジメントについてもっと詳しく知りたい
なんでも
防災についての研修。石山講師の実践倫理論part2を是非
倫理の学習を深め、AI化を真剣に考えていきたい
倫理の続きを企画してほしい
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