第 32 回介護予防運動指導員養成講座受講参加アンケート
アンケートご回答者氏名：越智富夫
開催

主催

日時

平成 28 年 6 月～8 月

場所

河原医療府福祉専門学校
高松テルサ

（公社）日本鍼灸師会

（補助金支給のため記入お願いいたします）

地域ケア推進委員会

この度の講座受講大変お疲れ様でした。アンケートのご協力よろしくお願いいたします。
『本講座は分かりやすかったでしょうか、またテキストの内容もよく理解出来ましたか』
・は

い

・いいえ

・今後の希望があれば

はいのご回答の先生はどのような内容が良かったでしょうか。
(例)高齢化社会における高齢者の現状や問題点、今後の方向性など多方面における理解度が高まった
・要介護予防のもう一つの視点としてのロコも対策を学習していたことから、重なる点が多く、わかりやす
く学習することができた。今回の講座では、基本チェックリストを活用することで、クライエントの生活全
般をチェックすることができ、今後のより広い視点からのアプローチが可能になった。
『本講座は臨床に役立ちそうですか』
・は

い

・いいえ

はいのご回答の先生はどのように臨床に役立てて行く予定でしょうか
(例)治療の一環として運動療法として取り入れたい
・要介護へのリスクを低下させるという目的で、治療院での基本チェックリストを活用したきめ細かな生活
全般を通しての指導を行いたい。そしてその評価の指標としても基本チェックリストを質的データとして活
用したい。
『試験はむずかしかったですか。試験のご感想をお聞かせ下さい』
・は

い

・いいえ

(例)試験勉強のおかげでよく復習が出来た

『今後、介護予防事業に参加を検討されますか』
・は

い

・思案中

・いいえ

『2 月 26 日（日）のスキルアップ研修会には参加されますか』
・は

い

・いいえ

『今後の研修会の内容につき、ご希望やご意見がございましたらお教え下さい』
複数のご回答も結構です。

・介護予防認定鍼灸師講座

・認知症の鍼灸治療

・神経内科領域と鍼灸治療

・介護予防スキルアップ研修会
・その他のご希望
本部主催の活動についての意見です。私たちは鍼灸師ですので、鍼灸を用いた鍼灸師にしかできない要介護対策ということを検討して
いただきたい。現在の活動の方向は講習内容だけを見ると鍼灸師会が主催しているとはだれも思わないでしょう。鍼灸の専門団体であ
る日本鍼灸師会主催ですので、鍼灸を用いた鍼灸師にしかできない要介護予防という視点からの研修内容の検討も必要かと思います。

第 32 回介護予防運動指導員養成講座受講参加アンケート
アンケートご回答者氏名：宇都宮
開催

主催

日時

平成 28 年 6 月～8 月

場所

河原医療府福祉専門学校
高松テルサ

（公社）日本鍼灸師会

信博（補助金支給のため記入お願いいたします）

地域ケア推進委員会

この度の講座受講大変お疲れ様でした。アンケートのご協力よろしくお願いいたします。
『本講座は分かりやすかったでしょうか、またテキストの内容もよく理解出来ましたか』
・は

い 〇

・いいえ・今後の希望があれば・・・実際に指導する場合の指南書を

はいのご回答の先生はどのような内容が良かったでしょうか。
(例)高齢化社会における高齢者の現状や問題点、今後の方向性など多方面における理解度が高まった
今回学習したことは、いまの社会の流れの中、必須な課題であり多方面に渡って学習できたことは大変意義
があったと思います。
『本講座は臨床に役立ちそうですか』
・は

い 〇

・いいえ

はいのご回答の先生はどのように臨床に役立てて行く予定でしょうか
(例)治療の一環として運動療法として取り入れたい
フレイル（虚弱）者に筋力アップトレーニングを指導していきたい。
『試験はむずかしかったですか。試験のご感想をお聞かせ下さい』
・は

い ・いいえ

〇

(例)試験勉強のおかげでよく復習が出来た

学習指導のお蔭で、真面目に聞いておれば何とか理解ができた。
『今後、介護予防事業に参加を検討されますか』
・は

い 〇

・思案中

〇

・いいえ

『2 月 26 日（日）のスキルアップ研修会には参加されますか』
・は

い 〇

・いいえ

『今後の研修会の内容につき、ご希望やご意見がございましたらお教え下さい』
複数のご回答も結構です。

・介護予防認定鍼灸師講座

〇認知症の鍼灸治療

〇・神経内科領域と鍼灸治療

〇・介護予防スキルアップ研修会
・その他のご希望・・・実際に現場で学習したいと思います。

ご協力ありがとうございました。大切なご回答情報は研修研究事業の大切な資料とさせていただきます。当アンケートはメール・Ｆ
ＡＸでも後日に送信可能でございます。研修事業担当の日浅までよろしくお願いいたします。harikyu@shikoku.ne.jp
なるべく平成 28 年 12 月 4 日までにご回答くださいますようお願いいたします。

0897-36-1331

第 32 回介護予防運動指導員養成講座受講参加アンケート
アンケートご回答者氏名：
開催

主催

永易

日時

平成 28 年 6 月～8 月

場所

河原医療府福祉専門学校
高松テルサ

（公社）日本鍼灸師会

賢一郎（補助金支給のため記入お願いいたします）

地域ケア推進委員会

この度の講座受講大変お疲れ様でした。アンケートのご協力よろしくお願いいたします。
『本講座は分かりやすかったでしょうか、またテキストの内容もよく理解出来ましたか』
・○は い

・いいえ

・今後の希望があれば

はいのご回答の先生はどのような内容が良かったでしょうか。
高齢化社会における高齢者の現状や問題点、今後の方向性など多方面における理解度が高まった

『本講座は臨床に役立ちそうですか』
・○は い

・いいえ

はいのご回答の先生はどのように臨床に役立てて行く予定でしょうか
転倒予防

尿失禁予防のプログラムを具体的に学習でき、治療の幅が広がり

患者への説明に説得力がついた。
『試験はむずかしかったですか。試験のご感想をお聞かせ下さい』
・○は い

・いいえ

(例)試験勉強のおかげでよく復習が出来た

『今後、介護予防事業に参加を検討されますか』
・は

い

・○思案中

・いいえ

『2 月 26 日（日）のスキルアップ研修会には参加されますか』
・○は い

・いいえ

『今後の研修会の内容につき、ご希望やご意見がございましたらお教え下さい』
複数のご回答も結構です。

・介護予防認定鍼灸師講座

・認知症の鍼灸治療

・神経内科領域と鍼灸治療

・介護予防スキルアップ研修会
・その他のご希望

ご協力ありがとうございました。大切なご回答情報は研修研究事業の大切な資料とさせていただきます。当アンケートはメール・Ｆ
ＡＸでも後日に送信可能でございます。研修事業担当の日浅までよろしくお願いいたします。harikyu@shikoku.ne.jp
なるべく平成 28 年 12 月 4 日までにご回答くださいますようお願いいたします。

0897-36-1331

第 32 回介護予防運動指導員養成講座受講参加アンケート
アンケートご回答者氏名：佐伯 智美
開催

主催

日時

平成 28 年 6 月～8 月

場所

河原医療府福祉専門学校
高松テルサ

（公社）日本鍼灸師会

（補助金支給のため記入お願いいたします）

地域ケア推進委員会

この度の講座受講大変お疲れ様でした。アンケートのご協力よろしくお願いいたします。
『本講座は分かりやすかったでしょうか、またテキストの内容もよく理解出来ましたか』
・○は い

・いいえ

・今後の希望があれば

はいのご回答の先生はどのような内容が良かったでしょうか。
(例)高齢化社会における高齢者の現状や問題点、今後の方向性など多方面における理解度が高まった
☆高齢者に関して自分の知らないいろいろなことを知ることができまた、実際に活動されている先生方のお話を伺うことができたこ
とが良かったです。

『本講座は臨床に役立ちそうですか』
・○は い

・いいえ

はいのご回答の先生はどのように臨床に役立てて行く予定でしょうか
(例)治療の一環として運動療法として取り入れたい
☆自宅でのセルフケアとして患者さんに指導していきたいです。

『試験はむずかしかったですか。試験のご感想をお聞かせ下さい』
・○は い

・いいえ

(例)試験勉強のおかげでよく復習が出来た

☆試験が終わって自分のできなかったところを調べてみたがうまく答えを見つけることができなかったので問題の解答・解説をして
もらえるとよかったです。

『今後、介護予防事業に参加を検討されますか』
・は

い

・○思案中

・いいえ

『2 月 26 日（日）のスキルアップ研修会には参加されますか』
・○は い

・いいえ

『今後の研修会の内容につき、ご希望やご意見がございましたらお教え下さい』
複数のご回答も結構です。
・介護予防認定鍼灸師講座

・認知症の鍼灸治療

・神経内科領域と鍼灸治療

・介護予防スキルアップ研修会
・その他のご希望
☆高齢者を治療するうえで知っておいたほうがいいことをもっと知りたいです。

第 32 回介護予防運動指導員養成講座受講参加アンケート
アンケートご回答者氏名：池田啓二

（補助金支給のため記入お願

いいたします）

開催

主催

日時

平成 28 年 6 月～8 月

場所

河原医療府福祉専門学校
高松テルサ

（公社）日本鍼灸師会

地域ケア推進委員会

この度の講座受講大変お疲れ様でした。アンケートのご協力よろしくお願いいたします。
『本講座は分かりやすかったでしょうか、またテキストの内容もよく理解出来ましたか』
・○は い

・いいえ

・今後の希望があれば

はいのご回答の先生はどのような内容が良かったでしょうか。
(例)高齢化社会における高齢者の現状や問題点、今後の方向性など多方面における理解度が高まった
『本講座は臨床に役立ちそうですか』
・○は い

・いいえ

はいのご回答の先生はどのように臨床に役立てて行く予定でしょうか
(例)治療の一環として運動療法として取り入れたい
要支援 1 と 2 の方に、運動療法として市役所の包括支援センターに話したいです。
『試験はむずかしかったですか。試験のご感想をお聞かせ下さい』
・は

い

・○いいえ

(例)試験勉強のおかげでよく復習が出来た

今治市の国保会員へ進めたいです。
『今後、介護予防事業に参加を検討されますか』
・○は い

・思案中

・いいえ

『2 月 26 日（日）のスキルアップ研修会には参加されますか』
・○は い

・いいえ

『今後の研修会の内容につき、ご希望やご意見がございましたらお教え下さい』
複数のご回答も結構です。

・介護予防認定鍼灸師講座

・○認知症の鍼灸治療

・○神経内科領域と鍼灸治療

・介護予防スキルアップ研修会
・その他のご希望

介護支援専門員の資格をとり、頑張ります。

ご協力ありがとうございました。大切なご回答情報は研修研究事業の大切な資料とさせていただきます。当アンケートはメール・Ｆ
ＡＸでも後日に送信可能でございます。研修事業担当の日浅までよろしくお願いいたします。harikyu@shikoku.ne.jp
なるべく平成 28 年 12 月 4 日までにご回答くださいますようお願いいたします。

0897-36-1331

第 32 回介護予防運動指導員養成講座受講参加アンケート
アンケートご回答者氏名：重松寛人
開催

主催

日時

平成 28 年 6 月～8 月

場所

河原医療府福祉専門学校
高松テルサ

（公社）日本鍼灸師会

（補助金支給のため記入お願いいたします）

地域ケア推進委員会

この度の講座受講大変お疲れ様でした。アンケートのご協力よろしくお願いいたします。
『本講座は分かりやすかったでしょうか、またテキストの内容もよく理解出来ましたか』
・は

い

『本講座は臨床に役立ちそうですか』
・は

い

患者さんに理解しやすい言葉でのトレーニング指導がしやすくなりました。
理解できると、運動のモチベーションもあがるようです。

『試験はむずかしかったですか。試験のご感想をお聞かせ下さい』
・は

い

ですが試験勉強のおかげでよく復習が出来た

『今後、介護予防事業に参加を検討されますか』
思案中
『2 月 26 日（日）のスキルアップ研修会には参加されますか』
参加予定でしたが、残念ながら参加できませんでした。

『今後の研修会の内容につき、ご希望やご意見がございましたらお教え下さい』
複数のご回答も結構です。

・介護予防認定鍼灸師講座

・認知症の鍼灸治療

・神経内科領域と鍼灸治療

・介護予防スキルアップ研修会
・その他のご希望

ご協力ありがとうございました。大切なご回答情報は研修研究事業の大切な資料とさせていただきます。当アンケートはメール・Ｆ
ＡＸでも後日に送信可能でございます。研修事業担当の日浅までよろしくお願いいたします。harikyu@shikoku.ne.jp
なるべく平成 28 年 12 月 4 日までにご回答くださいますようお願いいたします。

0897-36-1331

第 32 回介護予防運動指導員養成講座受講参加アンケート

アンケートご回答者氏名：高橋
開催

主催

正佳

日時

平成 28 年 6 月～8 月

場所

河原医療府福祉専門学校
高松テルサ

（公社）日本鍼灸師会

（補助金支給のため記入お願いいたします）

地域ケア推進委員会

この度の講座受講大変お疲れ様でした。アンケートのご協力よろしくお願いいたします。
『本講座は分かりやすかったでしょうか、またテキストの内容もよく理解出来ましたか』
・は

い

・いいえ

・今後の希望があれば

はいのご回答の先生はどのような内容が良かったでしょうか。
(例)高齢化社会における高齢者の現状や問題点、今後の方向性など多方面における理解度が高まった
高齢者に対する筋力・運動等、対応が変わった。
『本講座は臨床に役立ちそうですか』
・は

い

・いいえ

はいのご回答の先生はどのように臨床に役立てて行く予定でしょうか
(例)治療の一環として運動療法として取り入れたい
高齢者の転倒予防等の指導に役立てたい。
『試験はむずかしかったですか。試験のご感想をお聞かせ下さい』
・は

い

・いいえ

(例)試験勉強のおかげでよく復習が出来た

『今後、介護予防事業に参加を検討されますか』
・は

い

・思案中

・いいえ

『2 月 26 日（日）のスキルアップ研修会には参加されますか』
・は

い

・いいえ

『今後の研修会の内容につき、ご希望やご意見がございましたらお教え下さい』
複数のご回答も結構です。

・介護予防認定鍼灸師講座

・認知症の鍼灸治療

・介護予防スキルアップ研修会
・その他のご希望

・神経内科領域と鍼灸治療

第 32 回介護予防運動指導員養成講座受講参加アンケート
アンケートご回答者氏名：玉井
開催

主催

ちはる

日時

平成 28 年 6 月～8 月

場所

河原医療府福祉専門学校
高松テルサ

（公社）日本鍼灸師会

（補助金支給のため記入お願いいたします）

地域ケア推進委員会

この度の講座受講大変お疲れ様でした。アンケートのご協力よろしくお願いいたします。
『本講座は分かりやすかったでしょうか、またテキストの内容もよく理解出来ましたか』
・は

い

・いいえ

・今後の希望があれば

はいのご回答の先生はどのような内容が良かったでしょうか。
(例)高齢化社会における高齢者の現状や問題点、今後の方向性など多方面における理解度が高まった
松浦先生の講義がわかりやすかったです。
『本講座は臨床に役立ちそうですか』
・は

い

・いいえ

はいのご回答の先生はどのように臨床に役立てて行く予定でしょうか
(例)治療の一環として運動療法として取り入れたい
上記の通り。また、地域に数ある運動教室の一つとして新しく参加予定ですが、他との差別化ができるのか
な？と思っています。
『試験はむずかしかったですか。試験のご感想をお聞かせ下さい』
・は

い

・いいえ

(例)試験勉強のおかげでよく復習が出来た

『今後、介護予防事業に参加を検討されますか』
・は

い

・思案中

・いいえ

『2 月 26 日（日）のスキルアップ研修会には参加されますか』
・は

い

・いいえ

『今後の研修会の内容につき、ご希望やご意見がございましたらお教え下さい』
複数のご回答も結構です。

・介護予防認定鍼灸師講座

・認知症の鍼灸治療

・神経内科領域と鍼灸治療

・介護予防スキルアップ研修会
・その他のご希望
研修には、いつも松山迄行っていますが、遠隔でも講座が受けられるような、ビデオ・オン・デマンド講習
があるといいなあと思います。

第 32 回介護予防運動指導員養成講座受講参加アンケート
アンケートご回答者氏名：日浅早人
開催

主催

日時

平成 28 年 6 月～8 月

場所

河原医療府福祉専門学校
高松テルサ

（公社）日本鍼灸師会

（補助金支給のため記入お願いいたします）

地域ケア推進委員会

『本講座は分かりやすかったでしょうか、またテキストの内容もよく理解出来ましたか』
・○は い
はいのご回答の先生はどのような内容が良かったでしょうか。
高齢化社会における高齢者の現状や問題点を健康長寿医療センターの統計に基づいたデータを知ることが
でき、一般社会での共通認識を得られ大変有意義な研修であった。今後の国民の健康増進に携わる職種とし
てその方向性と他職種連携の重要性等など多方面における理解度が高まった
『本講座は臨床に役立ちそうですか』
・○は い

はいのご回答の先生はどのように臨床に役立てて行く予定でしょうか

治療の一環として運動療法として取り組みたい。また東洋医学の健康増進に対する有効性を啓蒙していく
方法の一つとして役立てたい。
『試験はむずかしかったですか。試験のご感想をお聞かせ下さい』
は

い ただ試験勉強のおかげでよく復習が出来た

『今後、介護予防事業に参加を検討されますか』
・○は い
『2 月 26 日（日）のスキルアップ研修会には参加されますか』
・○は い
『今後の研修会の内容につき、ご希望やご意見がございましたらお教え下さい』
複数のご回答も結構です。

・○介護予防認定鍼灸師講座

・○認知症の鍼灸治療

・○神経内科領域と鍼灸治療

・○介護予防スキルアップ研修会
・その他のご希望

介護支援専門員の資格をとり、頑張ります。

ご協力ありがとうございました。大切なご回答情報は研修研究事業の大切な資料とさせていただきます。当アンケートはメール・Ｆ
ＡＸでも後日に送信可能でございます。研修事業担当の日浅までよろしくお願いいたします。harikyu@shikoku.ne.jp
なるべく平成 28 年 12 月 4 日までにご回答くださいますようお願いいたします。

0897-36-1331

