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1 川上徳高

事務職

介護福祉士

特別養護老人ホーム

治郎丸の里

今回のセミナーでは、安全衛生とノーリフティング

ケアが密接な関係がある事、自施設でもヒヤリ

ハットの報告に上っていますが、全く生かす事が

できていない。これからは、人が揃ってからではな

く、今やらないとならないことをして取り組む必要

があると自覚して運営に携わっていこうと思いま

す。

技術認定では、自分が伝える立場

として、ノーリフトケアの必要性や

個々の項目の必要性を理解して

おかねば人に伝わる事が出来な

いという難しさを痛感しました。あ

りがとうございました。

2 林田潤子 介護 くおりてぃー

せっぱつまって、お腹が痛くなっていましたが、何

回も受ける覚悟で挑戦しました。先生が笑顔で対

応してくれたので、心が安らぎました。ありがとうご

ざいました。大山先生の熱意を感じて、頑張って

いきたいと思います。

大山先生が健康で長く

NPOを続けて皆を

（怒っ）！て背中を押してく

れる。

今回の合格をもらえたことで、これ

からも頑張って自分のスキルUPを

していきたい。仲間を増やしていき

たいと思います。

3 鈴木　恵 介護

グループホーム　ぱせ

り

チェッカーの先生方が優しくチェックして下さった

ので、緊張も和らいで出来ました。丸暗記でしてし

まったので、これからはもっと分かりやすく説明が

できるように努力していきたいと思います。ありが

とうございました。

今回新しく試験を受けられている

方々のレベルが高いなとおもいま

した。きっと練習の成果なんだと思

います。指導される方々の気持ち

も伝わっているんだと思いました。

色々とおつかれさまでした。

4 松尾孝子

訪問介護、障

がい者相談支

援

くおりてぃー

合格出来て良かったです。多側に通った甲斐が

ありました。皆様の熱意と励ましのおかげでした。

今後も引き続き練習を続けて地域に広めて行け

るように色々考えていきたいと思います。

5 小川靖子 介護福祉士

医療法人康和会　り

んごデイサービス

２回目の挑戦で無事に合格がもらえ安心している

ところです。みなさんに助けられ合格させていただ

いたと感謝の気持ちでいっぱいです。本当にあり

がとうございました。まだまだこれから勉強が必要

だと自覚しています。みなさんに一生懸命ついて

行きたいと思っていますのでよろしくお願いしま

す。

自分の中では研修には休

まず参加していきたいと

思っています。頑張りま

す。お手柔らかにお願い

いたします。

なかなか自分の事で手がいっぱい

でお手伝いが出来ていません。す

みません。なるべく手伝いが出来

る時は手伝っていきますので、よ

ろしくお願い致します。

6 本村祐介 OT

介護老人保健施設

徐福の里

今回認定チェックを受けて説明をしながら体を動

かくすことの難しさを感じました。どうしても中腰の

姿勢をとってしまっていたので、普段の業務から

注意をしていきたいと思います。

7 野方徳浩 PT 済生会　唐津病院

自分のあいまいな部分やくせがよく分かりました。

指摘していただいた部分をさらに勉強するととも

にできた部分を復習したいと思います。

また機会があれば再チャ

レンジします。

お疲れ様でした。

8 粕谷　千鶴 看護師

グランガーデン　福岡

浄水

認定チェックを受ける事で、できていない点が明

確になり本当に受けて良かったと思います。合格

はさせて頂いたものの、本当はまだまだで、これ

からまたしっかり勉強し、日々実践していかなけ

ればと強く思います。人に伝えるということの難し

さ・・・改めて感じました。知識・技術・感覚がまだ

自分のものになっていない部分は特に自身がな

く、一段とモゴモゴした喋りになってしまうので、少

しずつでも自信を持って伝えられるものを増やし

ていこうと思います。

まだまだ知識と技術を向

上させたいと思います。今

後ともよろしくお願いしま

す。

チェッカーの方々が、なかなか休

めず本当に大変だったと思いま

す。ありがとうございました。

9 朝香智行 介護職

東ケ丘デイサービスセ

ンターひばり

技術認定チェックへの挑戦ということですが、細か

な部分に多く気づき、理解が深まり実り多い研修

会になりました。今回の様に必死で受講すると疲

れはしますが、時間をとても有意義に使えたと感

謝しています。これからも地域に貢献できるように

努力します。

10 八尋　直樹 営業（福専）

スペースケア福岡営

業所

技術に自信が持てない中、今回のような機会を設

けていただき非常にありがたく思っています。今

回身につけたものを基盤にさらに積み重ねていけ

ればと思っています。

11 戸高　春奈 介護福祉士

社会福祉法人大翔会

Greenガーデン南大分

今回の研修会に参加させていただき、自分自身

できない所を改めて知る事ができました。また、同

じ目的に向かって頑張っている仲間を知り、仲間

作りもできました。参加させていただきありがとう

ございました。

合否をはっきりと言ってい

ただけると助かります。

もぐもぐタイム等様々なところに気

づきがありがたく研修全体が良い

雰囲気でした。
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12 西島　智美 作業療法士 特養　なごみの森

１日目とにかく回る事、こなすことに気持ちが行っ

てしまい練習してきた丁寧さが欠けてしまっていま

した。終わりがけには流れ作業のようになってい

ました。そんな中チェッカーの方々には私たちに

落ち込まないようにたくさんほめことばをかけて下

さいました。何とか合格させようとすごく必死に優

しく厳しく教えて下さいました。そんな中での自分

の状態だったので、ホテルに帰り一人でとても反

省しました。なので、２日目は自分が納得できるよ

うに動こうと思い実行しました。上手くやろうとする

さいも利用者のことを考えて動きました。

してもらいすぎるほどして

もらいました。食事会は２

日目で安心してみんなと

いきたいです。

13 宗　里美 介護福祉士

社会福祉法人　年長

者の里

知る、技術を身につける、人に伝えるを同時にす

るのは大変で不安でしたが、皆さんのおかげで細

かく教えていただき無事合格することができて良

かったです。ここで学んだ事を職場に持ち帰り、現

場でためていきたいと思います。

今の所ありません。

今後も色んな研修に参加させてい

ただきます。

14 村井正則 介護

障がい者支援施設

修光園

ポイント、技術と伝え方をまだまだ勉強しなければ

と思いました。良い経験ができました。

勉強会等あれば参加して

いきたいです。

15 木下　圭弘 介護士 明日香園

大変でしたが今まで学んだ知識と技術をとりあえ

ず一つのまとめとしてくぎりをつけられたことに安

心できました。今後はタスクとしてまだまだ技術面

や知識と共にみがきをかけていきたいと感じまし

た。

16 竹山　浩介 介護福祉士

特別養護老人ホーム

明日香園

最初は難しい事ばかりで自信がありませんでした

が、タスクの方達がわかるまで丁寧に教えてくれ

て少しずつ技術が身について自信に繋がりまし

た。認定チェックも緊張している私をリラックスさせ

てくれたりとても助かりました。研修で学んだ事や

身につけたことが無駄にならないようにまた忘れ

ないように自学をしたりもっとスキルアップしてい

きたいと思います。人にどう伝えていくかを今後は

学んでいきたいです。

補修の研修が助かった

為、今後も予定として苦手

な分野を補う日程を入れ

てほしいです。

17 財前篤子 作業療法士 介護老人保健施設

準備してくださった事務局や講師、タスクの方々

が準備や学習会などに（受講生より）非常に多く

の時間をあててくださっていたことに、とても感謝

しています。それでも理解して、自分の体におとし

こむのは、なかなか難しく感じました。その経験

（学習者の困難感と伝える側の根気）を忘れず、

職場での取り組みを行っていきたいと思います。

また、自信がなく（小さい声が）さらに小さくなりが

ちですが、どのチェッカーの方からもいただいた助

言「目的は伝えるという事」を意識し、説明しようと

する方たちに視線を合わせるよう心がけたいと思

います。そして、伝えるための技術（介助、伝え

方）をステップアップしていくことができるよう努力

します。本当にありがとうございました。

今回合格させていただき

ましたが、苦手な体重移

動など課題が多いことも

わかっています。継続して

学び、伝えるということを

先輩の方々と一緒にさせ

ていただきたいと考えてい

ます。よろしくお願いしま

す。

3/10（日）の研修会に参加できま

せんでした。その時に②～⑨の手

順、ポイントをまとめたものが配布

されたようです。そのことを知らな

かったので、次に参加した時にお

尋ねできませんでした。後日、多

受講生のメールの中に「『大事な

書類』をもらった」という言葉があっ

たので、事務局に尋ねて、受け取

ることができました。（ちょっと心配

しました）。いつも、とても配慮して

いただいたので、不安なく、受講で

きました。ありがとうございました。

18 和田　柚梨乃 理学療法士 若楠療育園

２日間、認定チェックを受けさせて頂きましたが、

実技面、伝える力どちらも未熟であり、足りない言

葉がたくさんあったことに気づきました。身体の使

い方1つひとつでも、それに関わる内容を伝えるた

めの話し方、流れ、説得力など、理解したうえで、

伝えていくことが大切だと感じました。また、対象

者の方に対し、安全なケアを行うための機器、福

祉用具、身体の使い方など、正しく安全に使って

いけるよう、伝えていけるよう、今後の知識や技

術面も勉強を続けたいと思います。

今回、下元先生のご講義を聴講さ

せて頂き、認定チェックのチェッ

カーの方々より、ご指導頂き、本

当にありがとうございました。

19 富永明香里 理学療法士 若楠療育園

2日間、認定チェックを受け、自身の身体の動かし

方（使い方）が上手くできなかった所やまた私の膝

が屈曲するにつれ、内側に入り身体がねじれてい

る様にみえると教えていただきました。注意する

点を教えて頂くことで、具体的にどうしたらいいの

かわかる事ができました。今後の私の課題（でき

なかった所、難しかった所）にし、取り組んでいき

たいと思います。

2日間、下元先生はじめチェッカー

の皆様、ご指導ありがとうございま

した。

20 浅上初音 OT 寿楽園

勉強になりました。奥が深いので、まだまだ勉強

を続けたいです。

21 永田大希 PT 啓心会病院

自身のできていない点、勉強が足りていない面を

教えて頂き、今後の復習や現場に生かせるように

していきたいと改めて認識できた。

22 山田　健太 福専 （有）サンステップ

皆さんの手助けのおかげで無事合格できました。

ありがとうございます。今後、地域に帰り、少しず

つ仲間作りやノーリフティングを行う施設が増えて

いけば良いなと思います。

研修会を続けて頂くとあり

がたいです。

お茶やお菓子準備ありがとうござ

いました。



23 行徳真理 OT 寿楽園　老健あおぞら

検定試験を受けて、技術を人に伝える事の難しさ

を実感しました。頭では分かっていることが、出来

ないはがゆさもあり、大変でしたが、改めてやり方

を正しく理解するための機会となりました。これか

ら施設で技術を伝えていくことを続けていきます。

今回は参加出来ないこと

もあると思いますが、出来

るだけまた参加して、今十

分に出来ていない所を

もっと上手に出来るように

なりたいと思います。

非会員だったので今年度は会員

になります。

24 増田博美 介護職

特別養護老人ホーム

白川の里

大変勉強になりました。緊張している私に優しく声

をかけて下さり緊張をほぐしてくださりどうにか2日

間を終わる事ができました。チェッカーの皆さんの

的確なアドバイスが多くあり、多くを学ぶことがで

きました。また、皆さん評価では、良かった点から

言われてから注意点を言われていました。自施設

でノーリフトを浸透させるために注意点だけを言う

のではなく、良い点を伝え職員の意識を変えてい

きます。ありがとうございました。

特になし

待つ時間が多かったように思いま

す。

25 緒方由紀子

通所介護生活

相談員

社会福祉法人ソデル

ライトホームユーカリ

園デイサービスセン

ター

項目ごとに細かなフィードバックを頂き、学び多き

認定となりました。動作一つ一つの意味（なぜこう

するのか？）を教えてもらいました。すぐに教える

のではなく、一旦考えさせてから・・・気付きを待っ

て下さる時間も良かったです。練習中にも気付くこ

との出来ていなかった細かな部分について知るこ

とができたので、伝える側として多くの学びとなり

ました。チェッカーの方々、他、フォローの方々、

関係者の方々、細かな配慮、優しいお声かけに

感謝で一杯です。本当にお世話になりました。皆

様のようになれるように学びを深めて多くの方々

に伝えられるように頑張ります。

移乗の所は2回目の今日もとても

考えさせられました。担当チェッ

カーの方が詳細に説明されました

がモヤモヤは残りました。（認定試

験にて求められる技術だったの

か？という点で）話の内容はモデ

ル役のチェッカーの方の説明で十

分理解することができ、フォローに

も来てくださったりと、ありがたく思

いました。私の方も初日に理解で

きなかった時点でもう少し質問して

理解できぬままにしなければ良

かった・・・と反省です。本日は同じ

ような事を再度チェックして言われ

ましたので「わかりません」と伝え

て上記のような経緯となりました。

最終的に深い学びとなりました。

感謝いたします。

26 金子真樹 PT

特別養護老人ホーム

若葉苑

今回様々な指導を頂いたおかげで、今まで自分

が理解していたつもりになっていたことが多くあっ

たことに気づけました。理解度を再度確認できる

有意義な時間でした。ありがとうございました。

27 土井　秀幸 理学療法士

介護老人保健施設

ユートピアしゃくなげ

自分の体の使い方やケアの仕方を見直す良い機

会となりました。また、技術的な事だけでなく、相

手への伝え方についてもチェックしていただき勉

強になりました。技術認定チェックは良い取り組み

だと思います。

現状では特にありません

事務局の大山さんはじめ、下元先

生、そして諸先生方、チェッカーの

皆様、企画から準備、開催にいた

るまで本当にありがとうございまし

た。お疲れ様でした。


