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総会同時開催研修会

アンケート結果報告（ｎ＝61）

1. ご回答頂く方について伺います
1)会員種別

2)所属ブロック

賛助会員 0%

九州ブロック 8%

北海道ブロック 6%
東北ブロック2%

中四国ブロック
7%

北関東ブロック
13%

近畿ブロック
15%

関東ブロック
10%

正会員 100%
東海北陸ブロック
33%

3)出身教育機関

南関東ブロック
6%

4)認定看護師取得後の実務年数

該当なし 0%

愛知県看護協会
31%

日本訪問看護財団
25%

1～3年未満
13%
10～15年未満
21%
3～5年未満
22%

聖路加国際大学
26%
兵庫県看護協会
16%

大分県看護化学大学 2%

5)協議会交流会の参加回数

初めて
16%
5回以上
34%
2回目
15%

4回目
12%

取得なし 0%

15年以上
3%

3回目
23%

5～10年未満
41%

2-１. 同時開催研修会「認定看護師更新申請の情報提供」についてお伺いします
1) ご自身が更新申請するのはいつですか？

2）「認定看護師更新申請の情報提供」を聴講し

また、何回目ですか？

て、いかがでしたか？

今年1回目の
更新 11%

参考にならなかった
0%

参考になった
16%

今年2回目の
更新 13%
該当なし
56%

今年3回目の更新 3%

あまり参考にならな
かった 0%

とても参考になった
59%

来年1回目の
更新 10%
来年3回目の
更新7%

やや参考になった
25%

来年2回目の更新 0%

2） の理由
 自分が更新だと気づいていなかった。今まで更新のことを考えていなかったので、すべてが参考になった
 分かりやすかった
 実践報告書の書き方について参考になった
 現在、更新準備中であり貴重なお話を聴講できて心強かった
 詳細に注意点などについて聞くことができて参考になった
 実践報告の内容が気になっていたので、ポイントを聞けて助かりました
 変更点の説明が役に立ちます
 ポイントを抑えて説明して下さってとても分かりやすかった
 新しい情報が組み込まれていた
 これからの実践に意識して臨みます
 ぼんやりしていられないと感じた
 申請準備のスケジュールを立てるのに役立つと思った
 具体的に取り組んだ内容が示されていてよかった
 認定看護Ｂについての情報がわかった
 何もわからない不安がありました。とても貴重な情報提供をいただきました
 自ら体験した内容が、発表して下さった内容そのものと思ったから
 注意事項の再確認ができました
 ご自身の更新の状況と今年度の更新についての講演で参考になりました
 更新の手引き以外の注意点や実際に困った点の取り組みについてリアル情報を教えていただいたため
 初めての更新は何年も先ですが、更新のために今からやらなくてはいけないことや今後注意しなくてはいけな
いことが明確になりました
 毎年微妙に変更があったりするので、大変参考になりました
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 「更新対策として行ったこと」が参考になった
 ポイントの期間について（依頼がその前のものは無効であること）
 詳しいから有難い
 具体的な留意点等を聞けた為
 手引き熟読の必要性再認識と従来からの変更点など、分かりやすかったです
 最新の情報をわかりやすく説明していただきました
 コロナ禍での、現在の更新申請情報を知り得ることができました
 次の更新に向けて、日々の活動に求められているものを再認識できた
 申請するにあたり、具体的な注意点を伺うことができました
 認定看護師1年目なのでどういったことが必要なのか参考になりました
 私も、昨年更新でした。次回は、変更個所もあると思います
 変更になった点がわかりやすかったです
 更新対策として行ったこと等、よく理解できた
 グーグルドライブで実践報告を確認しあうなど、工夫がお聞き出来て良かったです
 まだ更新時期ではないので参考程度に聞いていました
 更新の手引きを読んだうえで、再確認のような感じだった
 昨年更新しました。振り返ったばかりでした
 更新申請までまだ間があるので、また状況が変化しているかと思い

2-2. 同時開催研修会『ケアの質評価/改善 取組みの現状と今後について』についてお伺いし
ます
1）『ケアの質評価/改善 取組みの現状と今後について』を聴講していかがでしたか？
参考にならな
かった 2%

あまり参考になら
なかった 0%

参考になった
7%
やや参考になった
16%

とても参考になった
75%

1） の理由
 来期の事業計画立案中であったため非常に役に立った
 自分のスタッフへの対応の振り返りができた
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 質の評価をどうしたらよいか日々悩んでおり、また、他の方が行っていることや実際に行っていたことを共有でき参
考になった
 日々の困りごとであるため
 質の評価やそれについての新しい知識を得ることができた
 グループワークでの他ステーションの取り組みを聞けて、参考になりました
 現場でまさに悩んでいる課題でしたので有難かったです
 質評価というと難しい印象があったが、身近なところから取り組めそうと感じることができた。また興味を持つこと
ができた
 質評価について知りたかったのでとても参考になった
 色んな提案があって、講義だけでなく継続した情報が得られることはありがたい
 ケアの質を評価する事で、多くの良いことが得られることがわかった
 訪問看護の有能性、必要性がしっかりアウトカムできる事を検証することで、利用者、家族、地域への貢献に繋がり
今回の講義を視聴し認定看護師として役割を再確認できた
 質評価をしていない現実と向き合いました。日頃の業務に流されずに実践したいと思います
 現場の生の声が反映されていた
 ケアの質評価は大変重要と考えています。より良いケアを提供していくためのヒントがたくさんありました。ありが
とうございました
 内発的動機づけよく解ったよく解った
 他のステーションでの意見や具体的に行っていることで、今後に活かせる内容となりました
 ケアの質は目に見えないものであるが重要です。どのように評価するのか難しいと思います。それでもコミュニケー
ションが基本なのだと、明日から周りとコミュニケーションをちゃんと取ろうと思いました
 質評価に取り組んでいるところでしたので、参考になった
 角川先生の講義の後グループで討議できたことは良かったと思います
 自分が普段行っている事を振り替り、今後やるべき行動が見えたため
 自己を内省することができ、またサポートツールがあるようなのでうれしく思いました
 いろいろな経験をしてきた看護師だから、いろいろな意見を出し合い、学びながら少しずつケアの質が上がっていけ
ばよいと考えます
 訪問看護も病院と同様に質評価は可視化するべきであり、その方法については今後検討すべきだと感じた。これがよ
いと思っても実際の取り扱い方法が悩ましいが、まずは実践あるのみですね。経年的に質の改善がわかる事も法人に
「訪問看護の人材育成や給与体系の見直し」のデータとしてプレゼンもできると思いました
 話し方や講義内容は参考になりました
 実際の質評価結果も含まれわかりやすく説明でした
 今後に役立つ内容であった
 自分の法人のステーションでも何かしなければと考えていたので大変参考になった
 訪問看護をいれる、いれないの研究結果や、訪問看護でのケアの質の評価というところに大変興味を持てた。「ステ
ーション管理者を対象としたプラットフォーム作り」に是非参加したいと思っている
 明日から自分がどのように動いたら良いかも・・といいイメージが出来た。テンポの良い漕ぎであっという間に時間
が過ぎました
 日々の現場で活かせること、また日々の現場を可視化することの両側面からの学びにつながった
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 どのように評価していくか自身迷っているところがあるから
 今行っていることの方向性の確認と課題がわかり、今後取り組むことの示唆が得られた
 質の評価に関しては、常に自ステーションと自分自身の課題として、考えてきたことですが、方向性としては間違っ
ていないことを確認できたことと、モチベーションアップにつながりました。ありがとうございます
 こういう取り組みをされていることを初めて知りました。ナーススペースは以前から利用していますが、新しい情報
の発信があるとのことで、楽しみです
 質の評価をしていくために大切な事、どのようなサイクルで質の維持、向上へ導いていくか、イメージができました
 実現できれば素晴らしいし、協力できることがあれば協力したいと思いました
 事業所を継続する思いはあるものの、質を担保するということを意識してはいませんでした。この研修会で学ぶこと
が出来ました
 業務の関係で途中までの参加となったが、様々な統計結果がとても参考になった
 スケール等の分かり易さはあったが、実際現場でどう落とし込むか想像がつきにくい為
 近隣に、人員が多くいてホームページにも若い方がたくさん載っており楽しそうなステーションを見かけます。〝人
が多く集まって楽しそうな職場〟と、顧客である”利用者が満足する看護”を提供できるように「育つ（育てる）」こと
は、イコールになるだろうか・・、イコールにするにはどうしたらいいか、と悩んでいます
 申し訳ありませんが、参加できませんでした。

3.協議会での企画についてお伺いします
1) 今回の Zoom での開催はいかがでしたか？
非常に不満 0%

やや不満 0%
満足
5%

大いに満足
51%

やや満足
44%

1）の理由
 時間を有効に使えました
 どこにいても参加しやすい
 体調不詳だったのですが、会場でなくても参加することができたため、ありがたかった
 時間の効率化
 集合でなくても、一体感を持って参加できた
 日頃できない家事を行いながら受講できるので、大変助かります。交通費や宿泊費がかからず助かります。ただ1点、
日常と離れリフレッシュする時間を確保できないのが少し残念です
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 移動時間と費用がかからないのは良い。身近に感じられるような配慮があった。グループワークにも慣れてきて顔を
合わせて行っているのと近くなってきた
 まだ勤務先から県外にいく事は禁止されているなか、参加できてよかった
 移動時間がないことで本日の参加が可能となった
 スムーズに進行していき、グループワークで普段会うことのできない方とも交流できました。とても一体感を感じる
ことができました
 動線が短くて参加しやすい。研修旅費申請をしなくてすむ
 ZOOM機能が進化していてスムーズでした、ありがとうございました
 遠方の方も参加できるし、だいぶ皆さん活用できるようになったため
 オンラインですと無理なく参加ができ助かります。研修内容も事業所運営に関することで興味深く良かったです
 看護の質向上の教育面の学びになった
 スムーズでしたし、交通費が発生しない点が大変満足（会えないデメリットもあります）
 移動時間を考えると参加しやすい
 人数参加できるから
 現場チームでの連携が良かった。そしてとても楽しかった為
 遠い地域にいても気軽に参加ができる
 会場に行かなくて済む
 時々音声が聞き取りにくかった
 時々音声が聞こえにくいことがあった点以外は、とてもよかったです
 実際に集まれると良いと思う
 ステーションから参加できるから
 どこでも参加ができる
 いかなくてもよく解る
 こちらが扱いや、インターネット状況が不安定で不備があり申し訳なかった
 会場に行かなくても参加できるのがいいと思います
 総会に出かけていくのは大変ですが、Zoomだと参加しやすいです。しかし、グループワークは今一つ盛り上がらず、
少し残念でした。
 移動時間を考えずに参加でき良かったと思います。
 初めての参加だったためか緊張をしていましたが、ZOOMを通して役員の皆様の人柄を感じ、ホッとしリラックスが
でき参加することができました。グループワークでの皆様も含め実際にお会いしたいと思いました。他のSTの取組な
どを把握できるグループワークが途中で終わってしまったことを残念に思っています
 興味ある内容でおもしろかったですが、オンラインでの総会、研修で時間が長く感じました
 自宅で受けられる手軽さ
 遠方の方も、交通のデメリットなく参加できたことは大変良かったです。半面、小さな画面でチラッとしか同期をみ
かけただけだったので、一同に集まってもっとにぎやかに話ししたかった残念な気持ちはあります
 まだまだ不慣れなため
 参加がしやすい
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2) このようなイベントの開催を今後も希望しますか？
どちらとも
いえない
3%

希望しない
0%

希望する 97%

2）の理由
 研修会が参考になるため
 ZOOMでの学びの場は、参加しやすい
 意見交換や情報共有の機会が必要である
 他ステーションの取り組みを聞けると参考になる
 交流の機会となるから
 集合研修もよいのですが、時間などの関係で参加できないことも多いから、出かけていく必要がないのが良い
 時間を有効に使える
 移動時間を考えると参加できない可能性がある
 他の地域でご活躍の皆様と交流することで、仕事のヒントを得られます
 全国の方と触れ合う機会になり刺激になる
 モチベーションを保つために必要
 Zoomは参加しやすい
 コロナ禍でも繋がれる機会に感謝します
 できる限り参加して学びたいです
 集合できるのが望ましいが、Webもあれば遠方でも参加できる頻度が上がると思う
 認定協議会に入っていない認定さんも多いのですが、全国的につながって、活動していくことは大事だと思い
ます。参考にさせていただくことができ、ありがたいです
 看護、医療以外の幅広いテーマの研修を受け、自分の中の引き出しを増やしていきたいです
 参加しやすいため
 全国の認定看護師さんたちと関われるから
 勤務都合やコロナ感染など周りの環境もあるので選べると良いと思います
 遠方ですと感染の危険や交通事情を考える事が負担です
 自分、事業所運営のためにも定期的に学ぶことができるので
 勉強にもなりますし、皆様から癒しや刺激も頂けるからです
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 自己の学びとそれを活かす機会になっている
 協議会なので聞ける研修会だと思います
 トラブルなく進行がスムーズでした
 定期的にアップデートが必要だから
 全国に仲間がいるんだなぁ、と思わせてくれる
 Zoomでも顔が見られるから
 来年度も現場チームで参加したい為
 交流の場は日々のモチベーションに繋がるから
 訪問看護師、および訪問看護認定看護師に対する理解を広めていくためには必要な活動だと思うので
 研修の内容による

3）今後、研修会や交流会で取り上げて欲しいテーマなどがあれば教えてください
 ステーションだけでなくほかの職場でも活躍されている方たちの活動
 今日の続き
 事業継続計画策定のための研修、自己評価やステーション評価の方法などの研修
 BCP策定について
 BCPについて皆さんの状況を知りたい
 看護師養成機関との連携（新カリキュラムになって地域・在宅看護論として重要な位置づけ）
 ケアの質の可視化など
 看護における認知行動について
 24時間緊急体制をどう支えて、ステーションで継続していくか
 終末期の看護
 訪問看護認定看護師の立場で、在宅で特定行為をどのように実践していくか
 看取りの続編を
 家族看護・倫理・意思決定支援について
 看護倫理
 地域での訪問看護認定看護師の活動、地域住民との関わり
 人材育成、実際に行われた看護研究など
 BCP

虐待防止の取り組み委員会？など実践レベルでのお話が聞きたいです

 看護師は人のために尽力し、疲労があり、自分の健康面は大丈夫かなと気にしています。メンタルヘルスとか、
癒しになるような研修もたまにはあると良いのかなと思います
 1期生、2期生の歩み、歴史
 特定研修をとった後の活用例について
 人材育成・組織管理
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キャリア支援など（働く人を支援する側面）

4）本年度の活動の中で参加したい（やってみたい）活動や、これ以外にも協議会でやってみたい活動が
ございましたらお聞かせください
 訪問看護の認定がいるステーションに加算がつくような働きかけをしていって欲しい
 地域での訪問看護の啓もう活動
 皆さんの活動が知りたいです
 認定さんのいるステーションどうしの体験交流会・地域的な活動になるかもしれませんが

5）協議会は来年、法人化10周年を迎えます。このことについての思いやご意見がございましたらお聞かせください
 社会全体に訪問看護師の存在意義を示すような企画を期待します
 とても心強い協議会であると感じています。いつも取り纏めていただき、感謝です
 在宅看護ケアの質を高めることで、看護師自身の人間力も高まると思います。今後ともよろしくお願いいたし
ます
 訪問看護認定看護師協議会の存在が、私たちを支えてくれています
 法人化10周年おめでとうございます。ホームページの充実に期待しています
 野崎さんはじめ、初期の段階からご尽力くださっている皆様のおかげです。今後も盛り上げていきたいです
 訪問看護がもっと社会に周知されると良いと思います
 諸先輩たちの認定取得当初の所信表明から取り組みの歴史、ご苦労や達成感、実際に活動の効果として変化し
たことなど、お聞きしたいです
 ここまで作り上げて下さり、ありがとうございます
 １期生、２期生の認定看護師の方の活動とこれからの未来に向けた活動や考え
 もう10年がたつのですね。法人化直前から加入していましたので感慨深いです
 協議会に参加して、まもなく法人化になったと記憶しています。楽しく参加させてもらっていますが・・・身
の丈にあってなくて色々と難儀することもあります。もっと訪問看護認定看護師が魅力だと感じてもらえて、
認定を目指すひとが増えるといいですね
 1期生、2期生の歩み、歴史活動、苦労話など聞きたい
 先輩方の礎を今後も維持・強化出来るよう関わっていきたい
 これまでの協議会、そしてこれからの協議会の節目となるような素敵なイベントに繋がるとよいですね。
 新型コロナ感染症の影響を受けて、職能団体としてそこに声を届ける場所があるというだけでも大変ありがた
く、今回本当に身に染みて協議会があって良かったと思いました。これからもよろしくお願いいたします。

6）このほか、協議会に対するご意見・ご希望がございましたらお聞かせください
 今後共よろしくお願いします
 ありがとうございます
 いつも大変お世話になっております。今後ともよろしくお願いいたします
 いつもありがとうございます。感謝します
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 総会、研修に参加できてよかったです。ありがとうございました
 いろんな企画を考えて下さりありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします
 協議会が発展していくことを願います
 自分も特定行為研修に参加してみたいです。特定行為研修を取得した認定さんの体験談をお聞きしたいです
 初代の訪問看護認定看護師の話しをききたい
 協議会活動お疲れ様です
 今回は現場チームにて参加出来、多くの学びを頂きました。今後も出来ることがあれば、いつでもお声掛け下
さい
 いつも協議会を盛り立てて下さる皆さまに感謝です
 もっと協議会に入ってくれる方が増えるようになるといいと思います
以上

10

