
参加者数 294名

アンケート回収数 206枚

アンケート回収率 70%

一般市民 210

介護支援専門員 19

社会福祉士 9

看護師 10

保健師 4

薬剤師 3

医療相談員 1

介護福祉士 5

主任介護支援専門員 5

福祉用具専門相談員 2

医師 6

歯科衛生士 1

栄養士 3

その他 16

合計 294

平成２９年３月２５日（土）

　　和歌山市第４在宅医療・介護連携推進センター講演会
   (和歌山県勤労福祉会館プラザホープ）

  アンケート結果
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一般市民 139

医師 3

薬剤師 3

看護師 9

歯科衛生士 1

栄養士 4

介護支援専門員 17

社会福祉士 2

介護福祉士 9

保健師 3

その他 12

無記入 4

合計 206

アンケート回収数

1. あなたのことをお聞かせください
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1.  あなたのことをお聞かせください



華岡青洲 99

認知症 143

終活 158

・よく分かる例え講談でした。講談は初めてだが、聞きいる声でよかった

・とてもよくわかり易くお話いただきました

・認知とアルツハイマーの違い　相続のこと

・知識の巾を広げる話でした

・リズミカルで明解な語り口でひきこまれました

・早いテンポで進行し、内容もよくわかりました

・第１部２部共にわかりやすい説明で良かったです

・理解しやすいお話で参考になりました

・極力外に出て人と接すること

・「わたしのありかたノート」活用したいと思います

・よかったです。解りやすく勉強になりました

・遺言の必要性

・廻りの家族・子供に迷惑をかけないように書き残しておくことが大切だと思います

・遺言状を書いておこうという気になった

・聞き易く分かり易かった

・講談をはじめて聞いてテンポのと歯切れのよさに関心致しました

・神田織音さんのお話よくわかりました

・楽しく聞かせて頂きました

・大変結構な話でした

・話しぶりとても感動しました

・神田先生、TVでやったら　（もっとも放送局がとりあげてくれないと話にならないか）

・細かいが良く理解出来た

【一般市民】

2. 本日の「講談」で興味をもたれたものをお答えください

・まんだらげ－朝鮮朝顔　有吉佐和子先生の本を読んだことあるのでとても楽しかったです！神田織音先生は本当に
　判りやすく談話がおもしろかったです！

・具体的な事例をもとに認知症の初期症状や自分の死後に無用なトラブルを起こさないための準備について知ること
　ができた

感想をお聞かせください
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・大変結構な話でした　わかりやすい言葉遣いで参考になりました

・身近で聞かせて頂いてる通りの話でよく理解できました

・認知症で家族にめいわくをかける事。自分が亡くなるまでにやっておかない事に気づいた

・とてもわかりやすくいい勉強になりました

・認知症について自分だけは・・・という思いでいます。それは間違っていると考えさせられました。

・少しずつでも知識を持っていくことが大切と実感しました

・とても有意義な講演ありがとうございました

・理解しやすい内容でとても良かった

・本当に感じます。大切な事と。

・他人事と思わず考えて行きたい

・遺言は知っていましたが遺贈は初めて聞き参考になりました

・それぞれのポイントがよくわかった。決して人事でなく自分事

・華岡青洲本人のことが分かって良かったです。認知症、終活の事も家族に話したいと思います

・遺言の大切さがよく分かりました

・わかりやすくて勉強になりました

・判断力が保たれている間に自分の死後のことを考えることが家族の負担の軽減につながる

・少しずつ整理をしていこうと思う

・具体的な事例の講演で解りやすく参考になりました

・親を看送り自身の子どもも独立してしまったので遺言が大切かと思いました

・とにかく明晰な「語り」に関心しました。高齢化社会でますます重要になるテーマをぜひ続けてください

・参考になりました

・特養・老健の区別がよくわかった

・時間が長くて少しつかれた。一時間くらいで良い。第２部の時間多く聞きたかった

・はっきり聞き取れて大変よかった

・財産分与の例えが良く解った

・７３才　自分も近い年齢　認知症になる前に終活をしておきたいと思いました

・講談の話とても楽しく拝ちょうさせて頂きました

・相続について生前遺言証を残すことが重要と思った。講談で聞きやすかった

・講談のテンポの良い種々のお話に普段と違った形で聴かせていただきました

・詳しく理解できた

・遺言を書かないと思っていましたが今日の話を聞いて再考します

・大変わかりやすいいいお話しでした

・準備は全て早くからする事

・実例をあげて話してくれたのでよくわかりました

・和歌山で講談が聞けると思いませんでした。来て良かったです。

・神田さんの話にひきこまれました

・相続についてよかったです

・神田さんの話をまた聞きたい

・色々と勉強になり今後の事を考えます。もう八十代となり、まだ元気だと思っているが今日の話で今後の事を記入
　していきたいです

・歯切れの良さ、内容の適切さ、良く理解出来ました。すばらしかったです。道を間違わぬ様考えて行きたいです。
　ありがとうございました。



・講談に感動しました

・講談が聞けてよかったです

・いずれも楽しく聞かせていただきました。特に終活は具体的に家族の事例がありよかったです

・華岡青洲は以前お芝居で見た事がありましたが講談のほうがリアリティがあり素晴らしかった。

・講談を初めて聞いておもしろかった。物忘れ外来への受診が大切である

・遺言状の書き方参考になりました

・テンポよくたのしく聞きました

・在り方シートを早速使用し終活をします

・死んでから子供達が困らない様にと思った

・自分の終活をしなければと思いました。少し手がけていますが・・・

・講談というかたちでわかりやすく聴けました

・ゆい言などふだん考えないことのテーマで亡くなったあとのことを考える必要性を理解できました

・講談を初めて聞かせて頂きました。テンポの良さから聞きやすくわかりやすく思いました

・和田さん一家の話がおもしろかった

・今後考えていく必要があると思った

・事例を出して話してくれたのでわかりやすく、まわりの参加者もうなずいて聞かれていた

・身近な事がらでわかり易かったです

・事例を用いた話だったのでわかりやすく、聞きいってしまう内容でした。講談の良さも体験できました。

・参考になりました

・とてもわかりやすく楽しく聴くことができました。遺贈の話は興味が持てました

・遺産相続、遺言のこと分かりやすくよかった。遺言残したいと考えました

・「講談」で認知症の事を聞けてとても理解しやすかったです

・終活について家族で話し合いたいと思いました。

・テンポの良い話と深い内容で勉強になりました

【医師】

【看護師】

【栄養士】

【介護支援専門員】

・わかりやすく内容がまとめられており一般の方でも楽しく理解されたと思います。講談は初めてでした。システムの
　説明して頂けて大変よかった

【介護福祉士】

【保健師】

・遺贈ということは知らなかった。生命保険は指名している人のみで相続には入らない事もまだ少しわかっているつもり
　であったがこんなお話を聞く機会がある事がよかったです。何回でも出席したいです

・講談は初めての参加でしたが、話の運び方や伝え方が素晴らしく、物語に入りこんだような気持ちに
　なりました。



・具体例でわかりやすかったです。遺言の大切さ

・これからのことを考える機会になりました

・初めての講談でした。ありがとうございました

・一部知っている情報も聞く視点を変える事によって、興味深くお聞きできるものですね

・具体的にわかりやすくお話されていた

・おもしろく分かり易かったです

・大変よかったです

・遺言の必要性がわかった

・講談で聞くのは初めてでしたが分かりやすくて、まだまだ自分にはと思っている者にでも考えさせられる気持ちに
　なりました

【その他】

【無記入】



よく分かった 123

分かった 71

よく分からない 2

分からない 0

その他 4

無記入 4

考える機会になった 196

あまり変わらない 3

参考にならない 2

無記入 5

4. 本日の内容は、今後の生き方や老後について考える機会になりましたか

3. 認知症や終活について知ることが出来ましたか
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・小長谷さんの話がわかりやすかった

・わたしの在り方シートがもらえて良かった

・具体的な話があったのでわかりやすかった。まだまだ先のことと思っていたが準備をはじめたいと思います

・今日は教えていただいた事をやってみようと思います

・認知症についてよくわかりました

・認知症のパンフレットが参考になる

・認知症のパンフレットは参考になります。読んで勉強したいと思います

・死ぬ準備も必要と感じました

・貯金の名義も考えます、葬式代の用意

・リクツはわかるがさてどう手続きをすればと考えます

・各家庭においてそれぞれ異なっているから今後参考にして考えていこうと思います

・子供がいない為今後の事を文章にして書き置く事が大切に思う

・子供がいない為書き置きしておく事が必要と考えた

・まだ老後は考えていないが親のことを考える機会になった

・明日は我が身という事

・自分も年をとったから、身につまされました

・終活の準備として文章で残していますが、不足分が多々ありますので追加しておきたい

・大変良かったです。わかりやすく

・自分ではあと20年以上元気で生きるつもりですが、明日のことは？ということもたしか

・これからの人生有意義に過ごしたいと思いました

・75才、73才２人暮らし、長男長女子供２人後々もめないようにしたいのでよく話し合いたいです

・アルツハイマー検査を早くする

・元気だが、年齢を考えると必要

・老齢のため、つまされました

・認知にならないうちに今後を考えて作成します

・書いて残しておく事が大変なんだと思った

・体のこと心のことお金のことは今からしっかり考えないといけない

・いざという心構えができました

・いつまでも元気でいられない。子供達がが仲良く過ごしていくために

・準備しておくことはしすぎではにと思いました

・老後の事考えている真最中なのでとても参考になりました。ありがとうございました

・頭がしっかりしている間にできる事はやっておく。自分の家族にめいわくをかけない

・小長谷さんの話がもう少し聞きたかった

・いつあの世にいくかわからないから

・気持ちを明るくもちたいと思いました

・運動　趣味　食物　講師の言ったこと実行しているが、やはり物忘れや人の名前忘れる
　いかに処すればいいでしょうか

・主人を早くになくし娘と孫と暮らしてますが、私が大きな病気等をした時には子供達も働かねばならないので、その事
　が気になります。

・夫を見送った時、後に残る者の手続きの多さに驚きました。娘や息子の為にも遺言をしたためておく事の大切さを
　再確認しました。帰宅後さっそく少しずつメモってきちんとした形にしておこうと思いました。

【一般市民】



・家族にめいわくをかけないよう遺言書を書いておく

・事例は他人事でなく自分のこととして考えないといけない

・その時にあわてない為、普段から考えておくことが大切だとつくづく思います

・自分や家族に単なる物忘れではないような事象があらわれたら結うきっをもって専門医に診て貰おうと強く思った

・公正証書作成したいと考えることにしました（今は自筆遺言）

・いずれやるべきというが、念はあったが早めに行動すべきと感じた

・今一人住まいなので考えさせられます！

・この様な講演会があればできるだけ参加して理解を深めたいと思います

・今までにも考えたことがある

・知らないことを知ることができました

・家族で２人で考えることにする

・終活は他人事ではない。４０代５０代といってもいつ「死」がくるとはわからない。家族のために必要性を感じました

・遺言は人事に思っていたが、スムーズにするこには良い事に思える

・主人が亡くなって23年、子供達も何とか生活していますがしっかり迷惑をかけないで生きて行く考えが出来ました。

・何かあったときに相談できる事が出来る

・元気なうちにいろいろ考えて文書でのこしておかなくてはならない

・私にも障がいのある息子がいます。自閉症です。今日の講演会に参加させていただき大変勉強になりました

・子供に世話にならに様に生活できる様にしたい

・結末期の準備の大切さを改めて感じました。

・自分の今後の生き方についてお金のことなど家族で話しあおうと思いました

・両親も老いてきているので・・・

・最近自分自身も終活ノートを書き始めているのでとても参考になりました

・考える機会になるに値する。実りあるお話であったので。

　

・認知症も相続も頭ではわかっていたが、遠い話のように思っていた。我が身に当てはめて具体的に考えることが
　できる良い機会になった

【看護師】

【栄養士】

・一人暮らしの場合に気がつきにくい点があります。以前姉が一人暮らしで包括支援センターのお世話になったことが
　ありました。大変ありがたく感謝しております。

・私も母と同居しております。注意深く見守らないとと痛感致しました。遺言の話を聞き、勉強しようと思いました
　（遺書と遺言の違いには考えさせられました）

【介護支援専門員】

【介護福祉士】

・認知症になったらその時はなんとかなるだろう・・・と思っておりましたが講演会を聴き、生活習慣をしっかりあらためて
　いきたいと思いました

・今のところ家庭内に複雑な要素はないが、自分の死後に問題の芽を残さないためにも遺言や遺贈のことも考えて
　おくべきだと思った



・わたしの在り方シートを早速活用したいと思います。ありがとうございました。

・色々自分の事を含め考え直そうと思う。

・日常の中で考える機会はあるが、改めて・・・ですね

・今まで具体的に考えたことがなかったので考えてみたいと思います。

・エンディングノートいただけてよかったです。今後使ってみようかと思います

・わたしの在り方ノート

・終活ノートもらってよかったです

・今後もこのような講演会を開いてください

・また聞きたい

・小長谷さんの話をまたききたいです

・わたしの在り方ノートを書いてみようと思います。ありがとうございました。

・認知症予防の取り組み方

・要介護

・大変参考になりました

・義母が“うつ病”で軽度認知症といわれています。非常に見きわめ難しく認知症が進まないようにしたい

・相続人を遺言に書くこと

・遺言について

・「看取り」の実際について

・若い人にも参加できるように

・健康に生活を送るために、健康・食生活

・認知症のこと　みんなで考えるような機会があればよい。又、エンディングノートの活用方法をおしえてほしい

・若年認知症について。在宅介護の際の家族の負担軽減。虐待について

・初めて参加して大変よかったです。御苦労様。ありがとう

・後見人

・大きな会場もいいのですが、聞きにいきたくても足腰が弱くなってきますので、なるべく自治会館等を利用して頂くこと
　を希望します

【保健師】

・在宅でに介護サービスとは？どこまでできるの？お金はいくらかかるの？詳しく分からないのでイメージ
　しにくいから

・いつまでも住み慣れた自宅で楽しく生活していきたい。今はマンション生活です。マンションの中でも助け合って楽しく
　生きていけるようなサポートや活発なとりくみが出来ているところの紹介等の取り組みをしていただければ・・・

5. 「今後こんなことが知りたい」など、講演会にて取り上げて欲しいことがあればお聞かせください

【その他】

・わたしの在り方シートをもらったので、母含めて考えてみようと思いました。とても詳しい内容で話しあって決めて
　おいたほうが良いことがとても整理してくれているので、想談･決めやすいと思いました。

【一般市民】



・今日のような講演をしていただきたく思います

・こういう機会をありがとうございました。

・華岡青洲の活躍に感動しました。

・一人暮らしですが本当に家族がいなくても、最後一人で自宅にいられますか

・断舎利、終活、相続

・実際に身内に認知症、介護人、老健に入所の者がいるので興味深く聞けました。ありがとうございました。

・具体的な施設の紹介

・成年後見人・権利擁護について具体的に知りたい

・継続していってほしい。小長谷先生わかりやすかったです。

・認知症の薬について知りたいです

・講演と体験コーナーの様な組み合わせをして頂きたいです。80歳体験等。介護保険の説明等も

・認知症の予防に有効なこと（食事や体操などなんでも）

・精神疾患の方に対する接し方。なぜなるのか等。（毒入れられたなど言われるなどの方など）

・多職種連携。地域ケア会議

・リハビリや運動・転倒予防など最新の基本的な考え方など

・認知症予防の体操など具体的な予防策

・病院選びのコツ

・社会情勢を取り巻く問題から・・・本日はありがとうございました。

・高齢者の“食”生活について。どう対応していけばよいのか学びたい

・どの様な治療をしていけば良いか、認知症の方の暮らし方を知りたい

【栄養士】

【介護福祉士】

【介護支援専門員】

【その他】

【無記入】

【薬剤師】

【看護師】

・シングルが自宅で生活を終えるにはどうしたら良いか。お金の管理を組織としておこなって預けるような取り組みを
　教えて欲しい

・高齢社会になり、参考になることがあれば何でもお聞かせいただきたいし、又、このような会に参加したいです。
　ありがとうございました。

・施設に介護者を預けたいとき。詳しく費用や施設の詳細。注意しておきたいこと。一旦、入所したあと、変わりたいと
　思った時、どうすれば良いか






