
１．愛介連版アセスメントシート研修を選ばれた理由（複数可）

愛介連主催研修だから 21
チラシの内容 21
法人からの推薦（指定） 24
費用 1
場所 16
その他 13

１-２．あなたの基礎資格は（複数可）

社会福祉士 10
介護福祉士 66
相談援助系 4
薬剤師 0
看護師 10
医療系 0
その他 0

３．介護支援専門員の実務経験はありますか

ある 38
ない 44

４．介護支援専門員の経験年数

無し 45
１年未満 6
１年～２年未満 4
２年～４年未満 6
４年～６年未満 4
６年～８年未満 3
８年以上 13

180303愛介連版アセスメントシート活用研修 アンケート

平成30年3月3日(土)

22% 

22% 

25% 
1% 

17% 

13% 

愛介連主催研修だか

ら 
チラシの内容 

法人からの推薦（指

定） 
費用 

場所 

46% 

54% 
ある ない 

56% 

7% 5% 

7% 

5% 

4% 
16% 

無し 

１年未満 

１年～２年未満 

２年～４年未満 

４年～６年未満 

６年～８年未満 

８年以上 

11% 

73% 

5% 
0% 

11% 

0% 0% 
社会福祉士 

介護福祉士 

相談援助系 

薬剤師 

看護師 

医療系 

その他 



５．愛介連版アセスメントシート研修の内容について

十分理解できた 3
理解できた 31
どちらともいえない 18
少し難しい 21
難しい 7

理由をお聞かせください

説明が速く、理解できなかった

どの様に記入したらいいのか分らなくなってしまう
難しい内容の上、進行が早く分かりにくかった
うまく表現できず困った
本だけでは分かりにくかった
1回だけでは理解できたとは思えないので
ニーズまでの導き方がわかりやすかった
このアセスメントシートにはじめてふれた
考え方がとても良かった。サービスありきではなく、その人らしさを大切にしたいと思う
課題を導き出す為に手順を踏む事が重要だが適切との認識ができた

初めて見たシートなので、何回かこのシートを使えば慣れていけるかな？
説明が分かりにくかった
説明内容に付いていくことができなかった
どの項目に何を情報として記載していくかが理解できた
一部は理解できたが、一部は中途半端な理解になった様な気がするため
今までシートを使っていたが、独自になっており見直すことができた
課題の整理、生活目標からニーズの所が難しくて、わかりにくかった

課題の整理が少し分かった
進み方が少し早く感じました
事業所で使ってますが時々勉強できたので良い
自分の理解力が低いので、思考が止まっていた
自分の理解力が不足しています

講話について行けなかった。理解しようと考えているうちに、次に話が進んでしまう

他はこまかく細分化されている
ニーズを導き出す流れを理解することはできたが
まだ慣れていない。初めて利用した為
生活目標の設定が難しい
介護支援専門員の勉強ができていないから

何となくは理解できたが答えがひとつでは無いこと
アセスメントに対する手法として核の理解はできたと思う。様々な事例でも使えるようにしたい
文章を書くととが難しい
通所リハビリで相談員をしているのでケアプラン自体は診ていたのでくわしい内容を聞いて繋がる部分が出来た
現在の暮らし、生活に対する意向、予後予測からニーズまでひもづけできるようアセスメントする事は理解できました

現在ケアマネの仕事をしているのですが、迷ってしまうこと、わからなくなってしまうことがあるので、少し
勉強になりました

利用者本位、「アセスメントに始まりアセスメントに終わる」言葉文字としては何度も目にして覚えている
が、改めて気づかされた。実務において、どう活かしていくか・・・

実務について3ヶ月で、アセスメントをどうすればよいかわからなかったのでとても良いタイミングで受講で
きたと思う

グループで事例を考えることで自分だけの考えでなく他者の考え方からも見ることができたため
経験者と一緒のスピードでついていけなかったです
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６．アセスメントシート各項目についてご意見ご感想をご記入ください

・ 予後予測・リスク
よくわかりました
色々な知識が必要であると思った
分かった
促進要因がなかなか考えることができなかった
想定しやすい
良いことも悪いことも書く
これまで書き方がよくわからなかったが、今日の研修で視点が理解できた
良いリスクも必要と感じた
良い予測は難しい。危険リスクは出やすい。本人の望む生活と理想像とがかけ離れてしましそうになる
リスクばかりに目がいってしまう
はじめて研修に参加しましたので、これを今後生かして努力したいです
できる事も予測に入れるのを忘れていました
促進要因という視点が認識できた
これは、基本的に出やすかったと思います
マイナス因子ばかりをかいていたのでプラス因子を探す事が大切と学んだ
病識の理解をしっかりしていく必要だと思った
良くなる事も書いていくと別の視点からの見方ができました
良くなる、悪化
どこまで精度のある予測ができるのか
その人がどのようになっていくか考えるのが難しい
予後予測リスクを考える事で深く利用者の事が考えられる
書きやすい
マイナス面ばかりを考えてしまうが、回復、改善のプラス面を大切にしたい
理解し易かった
様々な面からとらえていきたい
どれも初めての内容でむずかしかった
おかれている状況においてのリスクが予測出来るので良いかと思います
むずかしかった

より多くの知識がなければ、予後予測が出来ないと思うのでしっかり学習していきたいです
他の項目よりは記入しやすかったです。介助ありきの視点で見がちで気をつけたいです
むずかしい

細かく説明いただけた
まだ経験した事がない為
時間が長くかかる為、理解が追いつかなかった

経験を積み、いろいろな方のパターンを知り、考える幅を広げていきたい。しかし、知り得た事にとらわれ
ず、考慮していかないといけないと思った

とても分かりやすく、声も聞きやす良かったです。スライドや教科書を見ながらだと、少しペースが早い部
分がありました。初めてだった事もあり、スライドしているものを資料として頂けると、助かりました。見直し
したかったねぁーと思いました
課題の整理が上手く頭の中で整理できなかった
分析項目・ICFへの理解不足、もっと予習をしてくるべきだった
利用者様の全体像が見えてこない部分あり。講義の内容はわかりやすかった
自分の能力のなさ、事前学習をしていなかった事も影響か

内容は理解出来たが自分が1つ1つのことにしっかりアプローチが出来るかはとても不安です
自分の経験不足
説明やスライドのスピードが早く書きとれなかった。ラインを引く場所が、”真ん中くらい”と抽象的でわかりづらい（見つけにくい）

説明が早く、分かりづらい
初めて受けたため内容は難しく感じた

このアセスメントシートを使用すれば目標が根拠がある物だという事が分かる事がどのように導きだされるかがよく分かりました

先生とグループの皆と話しができた
まだ実際に自分自身でシートの作成がしっかりできるのか不安だから理解できているか確信もてていない
記入が初めてでどんな言葉を使えばいいか解らなかった
自分なりの言葉で、うまくまとまりができなかった

課題の整理の所がむずかしかった
次々と実習につながるお話を伺ったが、自分の中では未消化な感じなので
考え方が慣れていないため
初めて聞く内容ばかりだったので



悪いことだけでなく、良くなる予測もあることを知った
プラスの予見を見い出す能力は新鮮な感覚であった
予後予測する事が大切
病気の経過、身体状況の変化についての知識も必要だと思った

・ 課題の整理
分析項目から課題整理までの流れが理解できなかった
ほんの少しわかりました
一番難しかった
文章にするのが難しかった
難しい、言葉じり、もっていき方
ＩＣＦの考え方に落とし込むのが難しかった
時間が一番かかった
とてもむずかしかった
課題の整理に至るまでの聞き取りが大事だ
何をどの様にして導き出したら良いのかあいまいになりがりで・・・難しい・・・
予測、リスクから課題の整理を導くのが難しかった
一番難しい
ことばにして整理することが難しかった
課題の出し方が、下手ではあるが出しやすくなったのではないかと思います
小さく考えていたので今回何が一番望むことかを明確化できた

難しく感じた。各項目や記入した内容から矢印をひいて導く方法を教えて頂き少しわかるようになった
大き過ぎず小さ過ぎず課題を出す事が大事だが文面が難しかった
課題の整理と生活目標の違いがはっきりと理解できていないと思います
難しい
確認したいこと、聞きたいことという説明がわかりやすかった
専門職との方との連携、意見が重要であり、ニーズに必要であると思った
実際に意見をもらえないケースではどうすすめることができるのか知りたい
多職種の人の意見がわからないので難しい
今後に役立てていきたい
何を確認すべきか整理できてよいと感じました
回復の見込み、現在可能な範囲等、正しい知識と判断をあおげる
必要性を感じた
多職種との連けいをしっかりしていきたい
どれも初めての内容でむずかしかった
専門職（ＰＴ，ＯTetc.）に意見を聞く事の必要性を感じました
むずかしかった

専門職の意見をしっかり聞いていくことは大切だと思う
特に医療的な部分はもっと勉強してアセスメントや担当者会議で提案できるようになりたいです
他の専門職との関わりが大切
予測ができていない分、展開できなかった
多職種の考え方を実際にきいてみたい。情報収集能力も必要
根拠となる重要なものだと理解しました
大切な事かと思った
どんな職種が有って、どんな事を行っているのか不明又はあいまいな事が多いと改めて思った

・ 生活目標
よくわかりました
分かった
生活目標の理解できるとニーズにもつながり分かりやすくて良い
その人らしさをなかなか出せない
サービスを書くのではなく、その人らしさを書く
本人の意向に沿った目標になるようにしたい

実現可能な目標設定、本人らしさがわかる目標
具体的に記載することが少し難しいと感じた
言葉がうかばず苦労した
本人の意向、課題を文章にしてニーズが導き出せるようにする

ニーズをみちびくための根拠を記入する事であり、矢印でニーズにつなげる事が出来るようにする事が
わかった

たづねたいことなど、前もって整理しておくと良いかと思った。それには、このシートが役に立ちそうに思う

望む＋生活と実現可能な目標とのズレ、その中でも、何とか本人の意向を聞き取れる様に・・・。コミュニ
ケーション力が大切である



こうなりたい
具体的な記入法がわからない
表現の仕方が難しかった
どのような課題があるか整理するのが難しい

今後に役立てていきたい
一番重要とのことですが最も難しいと感じました
漠然としては、とらえることができるが難しい
難しい
ぼんやりとはイメージできていたが、どんな言葉で文章を作れば良いのかわからなかった
どれも初めての内容でむずかしかった
誰に何を聞けば良いか、リスクは何か一目で分かるので整理が楽だと思います
むずかしかった
利用者様がどんな生活を望んでいるか読み取り、それに合った課題整理する力をつけたい
全体をしっかり把握しまとめていけたらいいなと思います
まとめ方が難しかった
書き方がわかりにくい

表現方法に戸惑いました
整理するまで時間がかかる
特に難しく感じた。練習して慣れていきたい
むずかしい
かなり難しい。ポイントがつかみづらい
私たちが支援しないといけないねと考えることとわかりました
顕在化が難しい
まとをしぼる事が大切
利用者の事をよく考える事ができる
目標は本人の要望が大きいと思うが、意欲をあおぎ作りあげる大切さを学んだ
難しい
ぼんやりとはイメージできていたが、どんな言葉で文章を作れば良いのかわからなかった
達成できる目標をしっかりたてたい
どれも初めての内容でむずかしかった
全体の流れを見て、できる事を目標にする事が分かりました
むずかしかった

その人らしさを見失しわない様みていきたい
まとめるのがむずかしく、どうしても文章が長くなってしまいました
表現方法に戸惑いました
その方をよく知る必要がある
本人のモチベーション上がるものをみつけていきたいと思った
ある意味本人の考え、想いを引き出し長期目標的？とらえ？
利用者のニーズを把握する事が必要
実際にやってみて本人の思いにたどりついているのか経験のつみ重ねが必要

・ ストレングス
問題行動をストレングスとして理解できるか判らない
御利用者様のよさをみちびき出すことが出来そうです
どうしても問題に目が行く。問題も記入していいのか？
分かった
ストレングスを見つけられるよう勉強していきたい
現場では情報得るのに一番苦労する。導きにくい
個人因子になる
同じような意味でも言葉が違うだけで気分が良かった
本人の強みを生かしたプラン作成ができる
「本人らしさ」から、望む生活像、ニーズまで導き出す根拠につなげていくのが難しいと感じた
なかなか「強み」としてとらえることが難しい
なかなかうまく見つける事ができなかった
実際にその人その人の強みを導き出すのは難しい
短所も裏返せば長所となる。その人らしさが出てくる項目と思う
本人らしさが最も出る所。聞き取りができるよう努力する

課題に対し、どうできることで生きている満足感を得られるか考慮し目標にしたい。意欲をもってとりくみ、
実現できそうなことで目標としたい

課題の整理と生活目標のちがいがわかるようではっきり分かりませんでした。同じことを繰り返しているよ
うに思えます

講師の方がおっしゃっていた様につかみにくかったです。いくつか記入したものをまとめて記入しました



強み
ストレングスからその人の良い面
問題行動ということよりも強みという風に見ていくのは良いですね
ここを考えることが、個別のプランになり、かつ強みになってくるのでとても大切に思う
問題行動より強みと捉える点がよかった
その人を知ることが大事
問題行動をストレングスと言いかえるのはとてもよいと思いました
プラス思考でいいと思う
問題点でなく強みという考え方の大切さがわかりました
利用者さんをプラス思考でとらえることができれば、目標、意欲に結びつきやすい
解釈の仕方がとても良いと思う
「問題行動」という言葉はネガティブなので、ポジティブで良い
問題でなく強みとして考えるのが前向きでいいと思いました
どれも初めての内容でむずかしかった
問題行動を強みに帰ると見えない事も見えてくると思いました
むずかしかった
利用者の個性となるので、ストレングスを引き出し目標達成に生かしたい
個性としてしっかり聞き取り、盛り込んでいけたらと思いました
問題行動ととらえないことは重要大切だと感じた

むずかしい
強みをいかすアセスメントにしたい
充分に生かせるようにご本人との確認が重要と思った
本人をポジティブにとらえるとわかりました
利用者とよく話し合う事が必要

７．今後も愛介連版アセスメントシート研修に参加したいですか

ぜひしたい 14
したい 38
どちらともいえない 26
したくない 0

よろしければ具体的にお聞かせください
わかりやすいため
もう少し出来る様になりたい
他のアセスメント方式も検討したい
時間、お金
アセスメント→ケアプランへの連動をもう少し勉強したい
事業所の他のケアマネに参加してもらいたい
指導していく上で理解を深めたい
普段、相談するスタッフ（ケアマネ）がいないので、随時参加し、活用したいと思ったから
少し難しかったが何度も説明してくれて分かりやすいないようだった
三かはしたいが・・・実務業務との兼ね合いによりなかなか難しい・・・・
現場で愛介連版アセスメントシートを使用していないため
使いこなせるようになりたいです
今回だけでは全く理解ができなかった
ケアマネ研修のアセスメントシートは愛介連版使用しているため理解しやすいため

問題行動をストレングスとしてある事、なるほどと思いました。捉え方によって強みになること。こちらの方
が前向きに支援できそうです。ご本人もがんばれそう

今回の例は、あまりむずかしいこだわりがなかったですが、その方にあったものが自分で見つけれる様に
なりたいです

18% 

49% 

33% 

0% 

ぜひしたい 

したい 

どちらともいえない 

したくない 



ファシリテーターとの距離が近く、丁寧に教えて頂けたので
くり返し学ぶことでスムーズなアセスメントができるようにしたい
課題総括表をもう少しもり込んでしてほしいです
1回では自分の落し込みががたらないと思うので
グループワークで色々な職種の方のお話が聞けてとても勉強になりました
はじめて参加して、1回ではまだまだ理解不足なので
アセスメントシートをしっかり活用できるようにしたい
1回ではわからないので参加したい
まだいつからケアマネをやるという事が決まってないので決まったら又参加したい
他の方の意見が聴ける為
勉強になる
実務されている方と、全く未経験と、分けてほしい
初めてなので理解しきれなかった。もう一度聞いてみたい
周囲の先輩ケアマネも使っておられ（愛介連のシートを）意見も聞きやすそうなので
休みが少ない
実際にケアマネ業務をしてみて確認の為受講したいと思います
少しずつでもわかりかけてきた
シート使用を続け不安等を感じたら研修に参加したい
基本をしっかりと勉強したいです
すぐ実務につくかどうか分からないため
スピードが早すぎて全く初めての私にはわかりづらかった
もう少し深く理解したい
ケアマネにとって必要なことだと思う
きちんと自分の中で理解していきたいと思ったから

休憩が前半少なくて頭が疲れました。もう少しこまめな休憩が欲しかった

８．愛介連版アセスメントシートを実務で活用したいですか（未経験の方は希望をお書きください）

活用したい 49
どちらともいえない 26
活用したくない 0

よろしければ具体的にお聞かせください
現在は使用していないため
今のアセスメントシートでは分かりにくく、計画へのつながりが悪い
1目でわかりやすい
課題整理総括表も含めて、検討していきたい
現在使用しているシートより使いやすいと思ったが職場で変更していくかは未定
振り替り、リアセスメントがしやすい。根拠が明確。チームで共有するにも説明しやすく、イメージしやすい
新人研修等
細かな部分の理解が、まだまだ乏しい・・・
担当している利用者のプランをアセスメントシートで一度作成したいと思います
ニーズまでの導きがしやすそうだから
実際に現在使用しているが利用方法での不明な点が理解できた
全体を一枚で見渡せるシートなので今後も活用したい
事業所で使っており、先輩ケアマネは勧めてくれている
利用者さんの個性をとても大切にしているところが好きです
他のものと比較していないので

今回の研修でアセスメントシートの横軸のとらえ方が理解できすっきりした。一方で課題の整理や目標、
ニーズがまだうまくうかばないのでより研修で学びたい

機会があれば本日一日では自分の能力不足が痛感されただけ。スピード、内容についていけなかった

65% 

35% 

0% 

活用したい 

どちらともいえない 

活用したくない 



手間はかかるが、こんきょを示しやすい
難しかった
深く利用者の事を考えられる気がしたから
施設で活用中です
まだ勉強不足でわからない
勤務先が活用しているので
研修を受けたから実際にやってみたい
現場での状況を全く知らないから
未経験のため、まだよくわからない
プランをたてやすいので使ってみたいです
少しわかりかけてきた

アセスメントシートを活用し、利用者の方のその人らしいアセスメントができたらと思います

まだ理解（どう記入して良いか）できていない
先生もご親切で丁寧なためこれからもかかわりたい

また未経験なりに一度しっかり使いこなした上で感想が生きれば対象としたい
活用してみて使いやすければ活用していきたい
いろいろなアセスメントシートを体験した上で決めたい

事業所のケアマネで愛介連版アセスメントシートを活用されている方もいて、自分自身もケアマネの仕事
をすることに活かせていけそうだから

全てうめれば実務に活かせると思いますが1枚完成させるのに相当な労力を必要とすると思われる

初めての研修だったので、これからいろんな経験で自分に合った方法を考えたい。まずは愛介連版から
活用したい


