
2019 年度 『介護職のための急変時対応研修』アンケート集計   回答 119 名 

 

 

《所属》                                                     《職種》  

介護老人福祉施設    20 名                    介護職       107 名 

介護老人保健施設    10 名           ホームヘルパー    3 名 

訪問介護事業所      4 名           介護支援専門員    3 名 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ﾃﾞｲｹｱ     17 名           看護師        2 名 

グループホーム      15 名           生活相談員      1 名 

小規模多機能       6 名           支援員        2 名 

介護療養型医療施設    1 名           看護助手       1 名 

障害者支援施設      10 名 

病院          18 名              

有料老人ホーム      7 名            

サービス付高齢者住宅   1 名                                 

看護小規模多機能     2 名                   

軽費老人ホーム      1 名            

生活介護事業所      1 名            

重症心身障害児施設    1 名            

介護タクシー       1 名            

記入なし         4 名  

        

                   

《 本日の研修会はいかがでしたか？》     

 

 大変参考になった   94 名   

 参考になった     15 名  

 無回答         10 名  

                  

    

    

《研修会の感想》 

 

・日頃行っている行動が大変な事もあるとあらためて感じることができてよかったです。何を一番 

にするべきかを考え安全に気を付けていきたいです。今日はありがとうございました。 

・知らないこと、また考えてもいなかったこと、例えば血圧を測って「いいですね」「高いです 

ね」という事が診断になり違法行為となる等、思ってみなかった事をたくさん知ることができ 

ました。また、私の施設では「てんかん」をもたれている方が多く、その対処法はとても勉強 

になりました。 

・現場で活かす、いい勉強になりました。先生の話も楽しさを交えながらやっていたのでよかっ 

たです。また、職場の方に資料を持ち帰って、スタッフにも参考になればと思います。 

・急変時対応、とてもわかりやすく、ユーモアもあり、あっという間に時間が過ぎました。ま 

ずは今日、学んだことをこれからの介護にしっかり活かしたいと思います。 

・誤嚥や入浴の際の対応が特に勉強になりました。 

・今日学んだ事を実践に活かしたい。昨日も施設にて誤嚥があった状況です。看護師がいなく 

ても速やかに行動ができるようにしたいです。 

・間違ってやっている事があった。手←ハイムリックなど・・多々ありました。 

・急変時、緊急時の対応やその見きわめ方もとてもわかりやすい説明で、とても面白い授業でし 

た。個別の質問にもしっかり対応してくださったので、また研修があれば参加したいです。 

・日々の業務で常に起こりうる内容ばかりだったので、この研修内容を職場に活かせるように周  

 知していきます。事故が起こった時の対応を周りと協力しながら対応していくようにします。 

・高齢者になると症状が出にくくなってくるので日頃と違う所がないか、わかるように対応していき

たいと思いました。 

・事例のお話もありとてもわかりやすかったです。 

・大変よい講習をありがとうございました。日々正しいと思い行っていた事も、そうでない事もあり、

明日から現場で活かしていきたいと思います。 



・いろいろな事例をまじえて講義してくださったため、とてもわかりやすかったし、想像しやすかっ

た。低血糖の方の対応がきけて良かった。 

・話が聞きやすく良かった。もう少し間の休憩があったらよかった。 

・事例も多く、補足内容もわかりやすく、時に笑いもあり、とても良い研修でした。今後、利用者さ

んの観察と対応に役立たせていただきたいと思います。 

・とてもわかりやすく勉強になった。これから現場で何かあったときは今日学んだ急変時の対応のテ

キストや習ったことを実践していきたいと思います。ありがとうございました。 

・ユーモアをまじえた講義で濃い内容でありながら、とても楽しく聴くことができました。時間があ

っという間に過ぎました。実際のレントゲン写真など示して説明していただき、とてもわかりやす

かったです。 

・先生の話し方はとてもわかりやすく、聴きやすいです。ポイントを押さえて説明されるので、よく

理解ができました。 

・今まで職場でシミュレーションをして、急変時の対応を事例を通して勉強をしてきたが、対応策と

してしか学んでこなかったので、急変の原因を知ることで、さらに対応の仕方が変わってくると思

い、職場に戻ったら実践、指導していきたいと思いました。 

・考えたこともないような物で誤嚥や誤飲をしたり、身近にかなり危険があるのだということを学び

ました。 

・一日の研修が短く感じるほど、充実した研修でした。機会があれば脳卒中の講義も受けたいと思い

ます。 

・わかりやすく、おもしろい研修でした。いい勉強になりました。 

・現場での実際の事例等でわかりやすかった。すぐに役立てる内容だった。 

・わかりやすく楽しいお話で集中して聴けて、５時間があっという間でした。入浴中での血圧の変化

の上下が大きく、入浴前、入浴後の意識しかなかったと改めて入浴中の観察が大切だと感じました。

誤飲、誤嚥については先生のおっしゃったように誰もが見れる表が必要だなと思いました。 

・誤嚥した際の対応が勉強になりました。 

・日頃から介護にかかわって仕事をしているので、大変役に立って良かったと思います。これからの

仕事に現場で急変の対応に気を付けて仕事をしていきたいと思います。 

・異食、つい先日も利用者が物を口にしていたと話があったので勉強になりました。 

・急変時の対応で不安のところが多かったので今後の仕事に役立てたいと思います。 

・理由も特にわからず、周りの慣例に従って誤った対応をしていたことが多かったように思います。

これからは正しい対応を共有、周知し、しっかりした急変対応を心がけます。 

・雑学も含め、しっかり学ばせていただいたと思います。少なからず成長できた様に感じています。

今日はどうもありがとうございました。また受講させていただきたいと思っています。 

・とても勉強になりました。特に私は夜勤をしていますので、今日の学んだ事を使うと思います。あ

りがとうございました。 

・とてもわかりやすく、明日からの業務に役立つことばかりでした！！本当にありがとうございまし

た！！ 

・今まで何気なく思っていたことも大変な事故になるかもしれない、誤った対応をしないよう、今日

の講義を忘れず、これから活かしていきたいです。とてもわかりやすく聞きやすいお話でした。あ

りがとうございました。大変勉強になりました。 

・急変時の対応について、より詳しく知ることができました。また復習して日常での介護の中で活か

したいと思います。先生のお話もおもしろかったです。 

・とてもわかりやすく楽しく受講できました。介護現場で事故防止や事故が実際は起きた時の対応も

学ぶことができて大変良かったです。 

・わかりやすい説明でした。 

・話がわかりやすかったです。研修で学んだことを日々参考にして暮らします。 

・今後役立つ話をきけてよかったです。今回の研修を施設に持ち帰って役立てたいと思いました。い

ろいろな話や症例、事例をきけて良かったです。 

・説明も大変わかりやすく話もおもしろかった。 

・新たな知識を得ることができ、仕事場に本日勉強したことを確認しながら仕事ができそうです。 

・誤嚥のところは特に勉強になりました。現場ですぐに役立つ事例もあり、施設にて研修会で紹介し

ていきます。 

・笑いの交えた研修でとても楽しい一日でした。講師の先生もとてもわかりやすく事例も何件か出さ

れ、実際に自分の働いている施設でもあるような事例で対応の仕方など、とても役立ちました。正

しいと思って今までやってきたことも、実はやってはいけなかったり、対処方法が違ったりとあっ

たので見直しました。これからの業務に役立てたいと思います。 



・認知症とてんかんの違いがよくわかった。糖尿病も詳しく理解ができた。入浴事故のリスクを知っ

た。 

・医学の専門知識がないのでこの講義はとても勉強になり、わかりやすい説明で頭に入りやすかった

です。本日の事を忘れないように急変時に学べたことを思い出し、冷静な対応ができるように心が

けたい。 

・話がわかりやすく、ためになりました。 

・おもしろく、わかりやすく説明してもらって聞きやすかったです。現場で活かせることばかりでと

ても勉強になりました。 

・入浴事故が特に勉強になった。業務の中で入浴が一番関わる機会が多いため、今後に活かせるよう

なことを学ぶことができた。 

・緊急時の対応について、具体例を出しての説明だったのでわかりやすかったです。今回学んだこと

をすべて活かすことは難しいですが、先生が「ここ！」って言っていたポイントを思い出しながら

仕事をしていこうと思います。施設職員全員ができるように広げていきたいです。 

・初めて研修に参加してとてもよかったです。いっぱい勉強になりました。これからもいっぱい研修

に参加したいです。ありがとうございました。 

・わかりやすく説明してくださり理解できました。ありがとうございました。ただ、資料の文字がも

う少し大きければ見やすいです。また次回、本日聞けなかった話をぜひお聞きしたいです。 

・長い講義だったんですが、美濃先生のお話がとてもわかりやすい内容でした。スクリーンがあった

ので見やすかった。 

・日々の現場で急変は起こりうるもので、その時、その時で対応を問われます。迷う時間はなく、早

時の判断が必要となります。私たち介護職にできることを本日の研修で振り返ることができました。

知識を取り入れ、今後の急変時の対応に活かしていきたいと思います。ありがとうございました。 

・講師の方のお話（重要なところ、冗談などの強弱）もおもしろく、飽きずに聴くことができた。今

日学んだ事が活かせるようにしていきたい。 

・細かく根拠を説明していただけ、わかりやすかった。 

・とてもわかりやすい講義でした。 

・急変時の対応について学ぶ機会は少ないので、大変勉強になりました。 

・知らないことが多く勉強になった。 

・急変時対応が増えてくる中、何が大切なのかと迷う日々です。入居者の命を守ることをどう職員に

伝えると職員が理解しやすいのか、行動できることを伝えていきたいと思います。ハイムリック法、

よく理解できました。 

・具体的でわかりやすく、業務時に必要な事を知ることができました。 

・とてもわかりやすくためになった。おもしろかったので時間があっという間だった。 

・急変時の対応について、何故かという理由を、説明をつけてくださっているため、とてもわかりや

すかったです。職場に帰り今まで説明できなかったことを、職員と共有したいと思います。 

・身近に起こりそうな事例で対応もとてもわかりやすく説明していただけて良かったです。 

・身近な事例でとてもわかりやすかったです。日頃の観察も重要だなと改めて思いました。一日あり

がとうございました。 

・とてもわかりやすくおもしろかったです。ありがとうございました。 

・腹部突きあげ法（ハイムリック法）背部叩打法 胸骨圧迫法等が大変勉強になった。 

・ご利用者様の急変時の具体的な症状や対応のしかたを教えていただきとても勉強になりました。今

まで間違えていたこともあり、正しい知識を身につけることができてよかったです。ご利用者様の

命にかかわることでもあるので、しっかりと意識していきたいと思います。 

・現在、勤務中の職場でたびたび椅子席にて意識がなくなるという方がいます。先生のお話はとても

わかりやすく勉強になりました。今後の仕事に活かしていきたいと思います。 

・事例にそった勉強でわかりやすく、話がおもしろく、いい研修に参加できてよかったです。 

・先生のお話がとてもおもしろくて聞きやすかった。そしてわかりやすかったです。 

・急変時対応、日々の業務で直面する重要なので、今回の研修は受講できてよかったです。 

・細かい解説で非常によく理解できました。ありがとうございました。 

・大変参考になりました。今後の仕事に役立てていきたいと思います。 

・説明がわかりやすかった。事例も多く、仕事をする上、身近に感じ対応の仕方がよくわかった。急

変時対応で座位の失神や低血糖など、今まで何度も体験があり復習になりました。異食も勉強でき

よかったです。 

・介護をしていく中で日常的に起こりうることばかりだったので、すごく勉強になりました。病院な

ので直接的な救命は行いませんが、患者さんの変化にすぐに気付けるように、今日の教わった事を

頭に入れておきたいと思います。 



・美濃先生のお話されるポイントがテンポよく、聞きながらメモを取ることができたし、誤った認識

を正す事ができたのがよかった。職場では病院なので看護師のもとで仕事をしていますが、今日の

勉強を活かせるように覚えておきたいと思います。 

・今までやっていたことの間違いに気づく事ができました。病院勤務で急変時、介護にできることは

限られていると思っていたが、今日教えていただいた事を少しでも活かせていけたらと思います。

とてもわかりやすく楽しい講義でした。 

・このたびの研修を通して日頃の業務では知りえない知識を学ぶことができ、とても有意義な時間と

なりました。夜勤をするにあたり急変時対応は非常に重要で今後の研修ではそのヒントを学ぶこと

ができました。また、「てんかん」に対する新たな知識を学ぶことができました。入浴事故につき

まして、常日頃から危険温度での入浴を実施しており。改めて危険性を伝えていきたいと思いまし

た。ハイムリック法では間違った知識を学んでいたので苑に広めたいです。 

・お話もおもしろく、聞き取りやすく、また知らないことも多く、大変勉強になりました。ありがと

うございました。また講義を受けてみたいです。 

・一つ一つわかりやすく教えていただきとても良かった。実際、現場に戻って活かせることばかりで

とても良い研修だった。思い切って参加してよかった。介護だからできないと思うのではなく看護

師さんにすぐ役立てられるように動かないといけないと痛感した。 

・講師の先生の話はユーモアもありわかりやすかった。私のところは病院で高齢者の方が多く、急変

時の対応、勉強になりました。今日の勉強を思い出し活かしていきたいです。ありがとうございま

した。 

・先生の話が上手で、また楽しく説明されたのでよかった。ありがとうございました。 

・理解しやすかったです。 

・固いテーマの中、随所にユーモアを挟んで講義をしていただき、時間が過ぎるのが早く感じました。

今まで誤った方法だったのかという発見などもあり、大変勉強させてもらった気がします。これか

ら職場に役立てていきたいと思います。 

・大変参考になりました。知識をしっかり身に付けたいと思います。 

・特に介護の現場で起こりうる疾病についてわかりやすく説明してくださったのでよかったと思いま

す。 

・誤った認識を正すことができ、今後急変が起きた時に役立てることができます。 

・わかりやすく、楽しくきけた。参考になりました。 

・ゆっくりわかりやすく、ユーモアもあり楽しく受講させていただきました。今後の仕事に役立てた

らよいと思います。 

・自職場で身近におこる事例の対応を学び、大変勉強になりました。今できている事、今後検討しな

いといけない事を確認することができました。美濃先生の講義はわかりやすく何度も聞きたいです。

（レジュメがあって本当に良かったです。) 脳卒中の話も聞きたかった！！続編期待しています。 

・様々な事例をもとに対処法や予防法を学ぶことができた。日頃あまり耳にすることのない医療用語

をわかりやすく説明してくださり、大変勉強になった。 

・身近なケースを例に自分にも起こりえる内容であった。わかりやすく、参考になった。中途半端な

知識では対応できない例もわかりやすく、対処法を教えてもらい今後の仕事で役立つ内容であった。 

・事例をあげての説明で現場を思い浮かべながら理解できたのでよかった。わかりやすかった。パワ

ーポイント（レジュメ）もう少し大きいサイズで印刷してもらうと見やすく書き込みやすくなり良

いと思う。データがもう少し新しいものだと良かった。 

・知りたいポイントがわかりやすく解説されており大変よく理解できた。今後の業務に活かせます。

ありがとうございました。 

・具体的な症例の説明もありわかりやすかった。 

・私は現在グループホームで働いています。年齢も 70 歳です。昔に教わったことと随分違うことが

ある。今日はとてもよい勉強になりました。急変時に対する事、皆でしっかり勉強し役立てていき

たいと思います。本当にありがとうございました。 

・テキスト、講義ともにわかりやすかったです。講義を受けて良かったと思う内容でした。ありがと

うございました。 

 

≪今後受けたい研修内容・講師など≫ 

 

・腰痛予防  

・高血圧の治し方 食生活・肝機能改善するにはどうしたらいいか 

・中間職における後輩への指導の仕方 

・実技中心の介助方法（着脱、入浴介助方法のポイント） 



・ボディメカニクス 

・口腔ケア関係 

・クレーム対応 

・感染対策 

・認知症の対応 

・脳血管疾患について 

・暴力行為のある方の対応 

・移乗、臥床、それに伴う介助用具を実際に使った研修 

・拘縮の方のﾘﾊﾋﾞﾘ、無理のない援助方法など 

・病気などについてもっと詳しく知りたいと思った 

・看取りケア ご家族の対応方法など 

・筋力低下予防の体操や四肢の動きを円滑に行える運動 

・コーチング研修  

・シーティング 

・介護技術研修 

・認知症、精神疾患のかかわり方 

・ユマニチュード 

・バリデーション 

・食事介助の方法  

・声かけの方法（コミュニケーションのとり方） 

・手指衛生 感染症（ノロウイルス、インフルエンザなど）の対策 

・合併症の症状や副作用など知りたい(以前居宅で訪問した利用者のアンモニア値が高く昏睡状態で

した。癌の薬により肝臓が悪くなり薬の副作用からも原因の一つであったため) 

・災害時の避難、誘導の仕方、入所の方の対応 

・以前受講しましたが、加藤伸司先生の講義がまた受講したいです。 

・三好春樹先生の研修が受けたい 2 名 

・美濃先生にコレステロール、褥瘡、ロングタームケアを学びたい 

 

≪その他≫ 

・研修のお知らせをもう少し早く送っていただけると休みの調整ができ助かる。 

・研修中に個人の携帯で写真などはやめてほしい。 

 

 

・ 

・ 

 

 


