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出席者人数・比率 

最終回で出席人数は増えましたが、思っていたほ
どではありませんでした。 
（増えただけでもすごいかもしれませんが） 
 
アンケート回答率は  65/73= 89% 
 
病院看護師は少なかったのでグラフにしません 

第１回参加 
８８人 

第６回参加 
７３人 第２回参加 

８１人 

第３回参加 
８６人 

第４回参加 
７３人 

第５回参加 
６６人 
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参加回数 

修了者（４回以上出席）は 
７３人（訪看４２、病看２、施看３、薬２５、他１） 
でした。 

人数

訪問看護師 病院看護師 施設看護師 薬剤師 その他 全体

6回出席 8 1 2 14 25

5回出席 22 0 0 6 28

4回出席 12 1 1 5 1 20

3回出席 8 3 1 4 16

2回出席 8 2 0 4 1 15

1回出席 8 1 0 9 18

0回出席 9 4 0 5 18

合計 75 12 4 47 2 140

職種ごと比率

訪問看護師 病院看護師 施設看護師 薬剤師 その他 全体

6回出席 11% 8% 50% 30% 0% 18%

5回出席 29% 0% 0% 13% 0% 20%

4回出席 16% 8% 25% 11% 50% 14%

3回出席 11% 25% 25% 9% 0% 11%

2回出席 11% 17% 0% 9% 50% 11%

1回出席 11% 8% 0% 19% 0% 13%

0回出席 12% 33% 0% 11% 0% 13%

職種ごと修了者（４回以上出席）比率

訪問看護師 病院看護師 施設看護師 薬剤師 その他 全体

6-4回出席 56% 17% 75% 53% 50% 52%

3-0回出席 44% 83% 25% 47% 50% 48%
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1.1)特別講演の内容は理解できましたか？ 

全体 

訪問看護師 

薬剤師 

前半は「もっと勉強が必要！」という内容
だったので、ちょっと低めなのは妥当。 
相変わらず薬剤師は少し低め。 
 
自由記述で、 
「十分理解できたとはとてもいえません」 
「分かっていない事が分かりました」 
といった記述が結構ありました。 
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1.2)特別講演の感想をお書き下さい① 

自分の知識が少なすぎたため、理解できない所もありましたが、興味の
ある内容ばかりでとても良かったです。本を買って勉強したいと思う講演
内容で、とても良かったです。

在宅中心静脈栄養の事を知っているつもりで看護していた事がよく分か
り、恥ずかしかった。テキストを購入して勉強したい。

先生のご本をさっそく買いたいと思います。感染を起こさない管理がしっ
かりできるよう、勉強を続けたいと思います。

事前に井上先生の「栄養管理のエキスパートになる」の本を読んで良
かったと思いました。

知らない事ばかりで、勉強するきっかけがつかめました。さっそく著書を
買います。

本を買わなくては・・・と思いました。ガイドライン、エキスパートナース。

本を買います！ 

勉強します！ 
栄養の大切さ、自分の不十分さもふり返りました。栄養について深く勉
強していきたいと思います。

栄養管理に関する知識不足を認識し、もっと学習しなければならないと
反省しました。栄養管理の大切さがよく伝わりました。

在宅中心静脈栄養に対して勉強不足を反省しました。手技だけにこだ
わっていたような気がしました。栄養管理について勉強を今後していき
たいと思いました。

栄養について知識不足であったことを認識した。在宅で点滴しながら生
活すること、それがライフラインとなることを思うと、ちゃんと勉強しなおさ
ないといけないという気にかられた

栄養管理はDrにお任せでした。あまり考えていなかったです。反省して、
これから少しでも学びたいです。

患者さんのために、固定観念なく対応して、とにかく知識が足りなく、学
ぶことがまだまだあると感じました。

知識のなさを痛感しました。でも、これを機会ととらえ、勉強したいと思い
ます。

基本的な基礎知識不足を実感しました。勉強します。

大変たのしく講義をきくことができました。しっかり勉強しなければと思い
ました。

HPN管理に携わるものとして、いかに自分の知識も低いか・・・先生の仰
るとおり、勉強していくしかないと痛感します。

基本用語を自分でも驚くほど知らず、基礎からの勉強し直しをしなけれ
ばならないと思いました。長期のHPN患者様はまだ経験がないので、今
後年余に渡るHPNにも対応できるよう準備しておきたいと思います。

勉強しようと思いました。自分の知識、基礎がまだまだと感じました。

カロリー計算のことなど、栄養に関しては今年の目標にしたいと思いま
す。感動しました。

ずっと楽しみにしていた井上先生のご講演を間近で聞くことができて幸
せでした。ありがとうございます。

知識がなさ過ぎて申し訳ありません。在宅中心静脈栄養は見たことも触
れたこともなく・・・でもあっという間の時間で、こういう講演が聞けて幸せ
でした。

感動した！幸せ！ 

80%の方が自由記述に感想を書かれました。 
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1.2)特別講演の感想をお書き下さい② 
勉強になりました 
栄養管理について、自分の意識が足りないと思いました。 すべて腑に落ちる内容で、お人柄も含め大変楽しく勉強になりました。
ちゃんと自分たちが勉強すると患者さんのQOLがかわり、すごく大きい
ことだと改めて思いました。

在宅における高カロリー輸液は末期ガンの患者さんが対象だと思って
おりましたので、本日の講演を聴き、目からウロコの思いがしました。

先生のおっしゃる通りで、勉強不足でした。手技だけ覚えて指導してい
たのかと反省させられました。

生食ロック、ヘパリンロック、乳脂肪剤についてなど、疑問に思っていた
ことをわかりやすく講義していただき、大変勉強になりました

とても理解できた、自分の勉強不足に痛感させられた。 実際の症例もきけ、詳しく色々教えていただけて、大変勉強になりまし
た。

まだまだ勉強する事が多いです 井上先生の講義大変勉強になりました。栄養の考え方が変わった気が
します。

ポート管理の大切さを理解する事ができました。感染に注意し、大事に
取り扱っていきます。

根拠を考えながら・・・勉強する・・・とても刺激のあるいい講演でした。あ
りがとうございました。

理解しやすく、昔の手技・医療材料を思い出しました。 わかりやすく現状の色々な話を聞くことができました
ガイドラインではわからない事を教えて頂けたと思います。 楽しく傾聴でき、時間があっという間に過ぎてしまった
分かりやすく楽しい講義でした。飽きなかったです。普段行っていること
のふり返り、エビデンスが改めていつも杉本先生が教えてくださっている
ことの大切さを感じました。

テンポ良く興味深く講義を受けることができました。今後自分にできるこ
と、利用者様に提供していきたいと思いました。

患者様それぞれのために工夫すること、患者様のQOLを高めるために
患者様に寄り添い把握すること、の大切さがよく理解できました。研修会
の事前学習が不足のため、「普通」を選びました。

分かりやすかった 

その他 
感染に対する注意。今まで以上に恐さを感じました。 基本は大切だと思った
先生に聞いてほしいと思いました 理論はやはり大事！！
簡単に考えていた感染管理について。思っていても継続的に実施できて
いなかった事に反省しました。院内では徹底していたのにと思います。
在宅こそ徹底して管理していきちと思います（指導も）。スタッフにも伝達
していきたいと思います。

井上先生の講義は3回目でした、1回目はまだよく分かっていない状態で
したが、上腕ポートの話がとても印象に残っています。何回か聞くことで
少しは理解が深まったと思います。

ポート　イコール　ガン末期との印象が強かったので、管理がきちんとで
きていると４－５年使用できるということをお聞きして反省しました。

井上先生の講義は納得できる事ばかりです。この内容を在宅のお医者
さんにもお願いします

出産までできた症例を聞く事ができたのはよい経験と思う。 難しかったです。
JSPENの会員ですが、忘れていることが多かったです。
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2.1)基礎講義・実技演習の難易度はいかがでしたか 

全体 

薬剤師 

訪問看護師 

実技がメインでしたが、 
「難しい」「やや難しい」が意外に多め。 
やはり薬剤師の方が「難しい」の割合が高め。 
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2.2)基礎講義・実技演習の内容量はいかがでしたか 

全体 

薬剤師 

訪問看護師 

内容量は適切 
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2.3)基礎講義・実技演習の時間はいかがでしたか 

全体 

薬剤師 

訪問看護師 

時間も適切。 
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2.4)基礎講義・実技演習の感想をお書き下さい① 
実習が良かった 

講義が良かった 

色々なルートを実際に触ることができ、体験することができた。今後に活
かしていきたい。

ふだん触れることはない、ある時は直接ご利用者に使うときなので、とて
も良かった。

実際に物品をさわると、とても分かりやすかったです。 実際に触れないメーカーのもあり、勉強になりました。
初めて触るものもあり（ほとんど全部）、スキルアップになりました。 三方活栓を初めて手にすることができました。ありがとうございます。
会費をプラスしても良いので、材料のお持ち帰りがしたいです 普段触らないメーカーのものも触れて良かったです。
色々な機材、初めて見て、初めて触れました 色々な製品を実際に扱えて勉強になりました
物品にもさわれたので良かったです。 実物を見ることができてよかったです
ポートなど、実物に触る期会があってよかった 色々な種類のものを実際に触れてよかったです。
現物を直接触る機会がなかなかなく、とても勉強になりました。 色々な実技をさせていただき、勉強になりました。カテ感染をおこさない

よう、今後もしっかり管理していきます。
実技演習では触ったことがない物品もあり、勉強になりました。 ニプロの物品を初めて見ました。物品を理解するのに時間がかかりまし

た。
テルモ以外の製品を見たことがなかったので大変勉強になりました。 実際に色々知らないことを知る事ができた

とても良い講義でした。本当に在宅医療をもっともっと勉強して頑張りた
いと思いました。これから在宅医療が担う役割は大きいと思います。会
に参加された皆さんや先生と一緒に支えていきたいと強く思いました。
またこれからもよろしくお願いします。

講義もっとききたかったです。演習も色々なものが実際ふれれたので、
良い経験ができました。

患者様本位にいつも感動する。 話が上手でずっーと引き込まれました
訪問時同行させていただきたいと思いました 普段聞けない話をたくさん学ぶ事ができた
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3.1) 今回、期待していたものと一致していましたか？ 

「一致していた」79%でした。多少下がりましたが、よ
い値をキープしています。 
今回はちょっと淡泊だったのかもしれません。 
 
（第１回：67%、第２回：84%、第３回：79%、第４回：
90%、第５回：89%） 
 

第１回 

第２回 

第３回 

第６回 

第４回 

第５回 
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3.1) 今回、期待していたものと一致していましたか？ 

第６回 

薬剤師 

訪問看護師 

職種別で薬剤師の方が一致度が高かった
のは初めてです。 

回路・ポートなどの実習が喜ばれたのでは
ないかと思います。 
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4.1)一連の研修会は期待していたものと一致していましたか？ 

薬剤師 

訪問看護師 

一致していた、が83%。よい値だと思います。 
 

研修会全体では、薬剤師の一致度はやはり
（看護師と比較して）低い。 
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4.2)一連の研修会は勉強になりましたか？ 

薬剤師 

訪問看護師 

皆さん、勉強になったようです。 
 
薬剤師は100%。 
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4.3)一連の研修会は仕事の役に立ちましたか？ 

薬剤師 

訪問看護師 

「勉強になりましたか？」と比べて当然少し落
ちますが、意外に（？）仕事に役立ったとの答
えが多いです。 
 
看護師と薬剤師でほぼ同率。 
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4.4)また研修会を企画したら参加したいと思いますか？ 

薬剤師 

訪問看護師 

回答者ほぼ全員が「また参加したい」と答えて
下さっています。 
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3.2)感想・要望など① 

またお願いします。 次回もぜひ参加させてください
「在宅でのモルヒネの使い方」大変役に立っています。また研修がありま
したら参加させていただきます。ありがとうございました。

これからも自分のレベルアップのために勉強したいので、今後も研修会
があると大変嬉しいです。終了証ありがとうございました。うれしいです。

勉強したい おつかれ様でした。勉強する機会をまた作ってください。
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。 また勉強したい。この機会に参加できて感謝です。
とても学びが多くあった研修会でした。ありがとうございました。またすぎ
もと先生の講義を受講したいと思っています。

当ステーションは単独で小規模ステーションのため、新しいことなど学ぶ
場が少ないため、このような場があると助かります。

また継続的に勉強会をお願いできればと思います。今後、知識をもとに
アセスメントをしっかりしていき、病態的、精神面、介護支援など看護をし
ていきたいと思い直し学ぶ事ができました。薬局の方、他のステーション
の方との交流も持て、話を聞くことができてよかったです。

なかなか予定があわず欠席もあり申し訳ございません。今後も知識の引
き出しを増やしたいと思いますので。企画を継続していただきたいと思
います。ありがとうございました。

機会があれば是非参加させて下さい

また参加したい 

知らないことばかりでした。とてもいい勉強をさせていただきました。あり
がとうございます。勉強していきたいと思います。患者さんによりそって
いきたいと思います。

その患者の生活を支えるために、何が一番良いのかを考えながら看護
ケアにあたっていきたい。各研修は私にとって関心な事ばかりでした。あ
りがとうございました。

受講してすべてが自分のものになったかといえばまったくですが、何を
勉強していけばいいかが明確になりました。

当てられる？と思い、少々緊張感のある勉強会でしたが、とても勉強に
なりました。

とても勉強になりました。ありがとうございました。
他の研修会と重なり4回しか参加できませんでしたが、とても有意義に学
ぶことができました。今後も学びを深め、実践で活かしていきたいと思い
ます。ありがとうございました。

本日で終了はとても淋しい限りです。でも、ずいぶん進歩したと自分でも
思います。今後も自己学習に努めがんばります。これからもよろしくお願
いします。

普段行っていることも、誰かに教える！となるとうまくいかず、自分の知
識の浅さを感じました。日々の勉強の大切さを改めて感じました。

勉強する機会にもなりました。多職種の方と話す機会になり、顔の見え
る機会になってよかったです。

大変よい研修会で、最初から参加しなかったのが残念です。研修の後
は実践に役立てています。忙しい中、ありがとうございます。

本当に沢山の事を学ぶことができました。まだまだ全然ダメだ・・・と思う
日々ですが、これからも勉強を続けていきたいなと思いました。

「緩和」を見落として、認知とか高齢者の在宅だと思って申し込みをして
しまいました。でも、今まで受けた数多くの講習会で一番勉強になり、た
めになり、たのしい講習会でした。杉本先生ありがとうございました。復
習します（でも実践がないと・・・その時また思い出します）

第1回目に出席した時に、分からない事ばかりで恥ずかしくなりました
が、勉強した事が患者さんのためになっている実感がありました。幼い
子供が2人いるので、もう少し落ち着いてからと思いましたが、思い切っ
て参加して本当によかったです。

毎回、自分がいかに知識が少ないかを実感させられます。辛くもありま
すが、良い刺激になり、勉強するきっかけになっていました。

在宅の経験がなかったので、講義内容を聞いているだけで一杯でした
が、よい経験ができました。ありがとうございました。

勉強になった 
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3.2)感想・要望など② 
その他 

薬剤師が患者様と居る時間は医師・看護師より短く、この研修に参加さ
せていただくまで、患者様の外見やお部屋の様子を見ることがありませ
んでした。この1年間で見る機会を増やしていったつもりです。今後も患
者様のため、できることを増やしてゆきます。ありがとうございました。

私事で数回休まざるを得なかったが、とても良い企画だと思われる。在
宅だけでなく、病棟ナースへの働きかけもお願いしたい。退院システム
等を考え、外来からどんどん急性期のHPは退院といわれており、入院
からのきちんとした指導が必要です。まさにエキスパートナースが病棟
からでて、在宅のエキスパートナースへつなげてほしい。

訪問看護して働いて4年が過ぎ、様々な疾患の患者さんと接してきまし
た。研修会に参加して気づくこと、考えることが少し増えてきました。教え
て頂いたことを少しでも多く活かせていけるように頑張っていきたいと思
います。

緩和ケアに必要な学習だけでなく、看護師として、患者やその家族を支
えるためのメンタル、思いやる気持ちなど、色々と考えることができた。
訪問って、やりがいがある分責任も大きく、でも未熟さを実感することも
多いが、続けていきたい。

とても良い研修でした。当ステーションで私だけ参加でしたので、帰った
ら皆に伝えます。

休日にあたる研修ではありましたが、なかなか研修に行けない中で参加
し、よい時間を持つことができました。

杉本先生の考えや患者さんに対する思い、また、私達に伝えたいという
熱意、たのしくこの講義に参加できました。心からありがとうございまし
た。少しずつですが、今回学んだことを伝えていける薬剤師になりたいと
思っております。

情熱的な杉本先生に会え、名古屋にもこのような先生がみえることに喜
びを感じています。困った症例があった時はご指導下さい。教えていた
だいた知識を生かして看護をしていきます。どうもありがとうございまし
た。

どの回もすばらしい研修会でした。緩和ケアのこころも教えていただきま
した。たくさんの学びを与えていただいた先生・実行委員のみなさまに心
から感謝します。

まだ在宅があまり行われていない地域で働いているので、先生に教えて
いただいた事を自信に思い、地域に貢献していきたいです。

いつも恩恵をうける（研修をうけるばかり）ばかりですみません。これから
もよろしくお願い申し上げます。

今後も在宅の第一線で頑張っていく

杉本先生ありがとうございました。石倉なみちゃんやすらかに。 勉強不足を痛感しています
全部出席することができず、大変残念です。先生のパワフルな講義と、
自分の知識のなさにふがいなさを感じるとともに、在宅医療に力を入れ
ている方々がこんなに沢山いると知って、とてもうれしく感じています。今
後も勉強を続け、患者様、家族に頼ってもらえる存在になりたいです。
今、退院調整看護師をしています。病院から在宅へつなぐ大事な役目だ
と思います。病棟スタッフに在宅に向けての何とも乏しい看護サマリーを
充実させ、患者様が在宅でどのようにすごしていくのか、ちゃんと考えら
れるようにしていきたいです。

第1回を欠席してしまいましたが、他の5回の研修で毎回、しっかり勉強
させていただき、本当にありがたく思っています。日々の勉強を少しずつ
でも続けていくよう努力したいとおもいます。ありがとうございました。足
りない部分だらけでいつも迷惑をおかけし申し訳ありません。先生の熱
意に応えられるように、少しずつですが、前に進めたらと思います。


