
 

 

主催：北海道根室振興局 

共催：釧路市内看護師養成校・根室保健医療福祉圏域連携推進会議構成機関・ 

その他保健医療福祉関係事業所（団体） 

事務局：北海道根室保健所・北海道中標津保健所 

    ℡０１５３－２３－５１６１ 

日時：令和３年６月６日（日）１３：３０～１５：３０ 

内容 

 １３：３０ 開会あいさつ 

 １３：４０ 釧路地域の看護専門学校のご紹介 

 １４：２５ 休憩（１０分間） 

 １４：３５ 病院で働く現役看護師さんからのお話 

 １４：５５ 看護師さんが働く職場からのメッセージ 

 １５：２５ 行政からのお知らせ 

 １５：３０ 閉会 

プログラム 

【お願い】 

本説明会は令和７年度まで５年間継続開催します。 
今後の事業をより良いものとしていくことなどを目的として、 

事後アンケートを実施しますので、是非ご協力ください。 

また、１年生と２年生の皆さんは、来年も是非ご参加ください。 
 

来年は会場でお会い出来る事を 
    関係者一同楽しみにしています！ 

資料２－別添 



北海道 その他

釧路孝仁会
看護専門学校

釧路労災
看護専門学校

釧路市医師会
看護専門学校

市立根室病院 町立別海病院
訪問看護ステー
ションはまなす
根室出張所

訪問看護ステー
ションエトピリカ

根室高校 標津高校 中標津高校 別海高校 根室保健所 中標津保健所 医務薬務課
北海道

医療新聞社

生徒 8 1 不参加 6 15

保護者 1 1 2

看護師 2 2 3 2 9

看護学生 2 2

教員 2 1 1 1 5

その他
（事務職等） 1 1 5 2 3 1 13

合計 2 2 4 2 2 3 2 9 2 0 7 5 2 3 1 46

キラリ☆未来ナースデリバリーオープンキャンパス
参加人数集計表

参加人数
（合計）

養成校 医療機関

職　種

保健所高校



訪問看護って
　　　　どんな看護？？

社会医療法人孝仁会

訪問看護ステーションはまなす根室出張所

所長　　川上　京

みなさんのイメージは？？ どちらかな？

どちらでもないかな？



看護師って　どこで働いているの？？

個人の自宅へ訪問する場合

30分～１時間半
一人または二人で訪問

血圧測定・入浴介助・点滴
傷の手当て　などを　行います



老人ホームなどの施設に訪問する場合

１週間または２週間に１回

血圧測定などを行い
体調の確認をします

根室管内は　どんな施設がありますか？

• 病院　

• 訪問看護ステーション

• 老人保健施設

• クリニック

• 特別養護老人ホーム

• デイサービス

共通の悩みは
人材不足

このままでは・・・



まずは…いまの気持ちをあたためて

• 看護師になりたい　　なりたいかも？

　　　いま、興味を持った気持ちをあたためて

　　　　　　挑戦したくなったら　進学しましょう！

可能性は、無限です。　看護師になってからは

　先ほどご紹介したように　働く場所の形態は様々です。

　　自分とはどんな人間なのか？どんな看護が向いているのか？

　　　学校に通いながら、働いてからも探求が続きますが　楽しいですよ。

そして　いつか・・・

• 故郷にもどって　故郷で働きたいと思ってもらえるように

　わたしたち大人も　がんばります。

　医療過疎は　若い世代に託されますが

　　若い世代に　お願いできるような街づくりは大人たちの努力が必要です。

　　　　　なにが　あったら　戻ってきてもらえるかな？？

       



質問は　イベント後でも　受け付けます

• 訪問看護に限らず、看護についてでもかまいません。

　聞ける場所があること、が　大事だと思っています。

訪問看護ステーションはまなす

根室出張所　

0153-24-8562

または

0154-53-5517（釧路）

根室の海岸から

雌阿寒岳＆雄阿寒岳が

見えるって　知ってましたか？？

国後島も！

根室の営業車です



在宅医療をテーマにした
  話題の映画です。  

在宅医を

吉永　小百合さん、西田　敏行さん

訪問看護師を　広瀬　すずさんが

　　　　　　　　　　　演じています

訪問看護ステーションはまなす

みなさんの
挑戦を応援しています。
実習先で待ってます。



割合（％）

Ⅰ 参加者の学年 １年生 ２年生 ３年生 合計

28.6 39.3 32.1 100.0

Ⅱ 進路希望（複数選択可） 割合（％）

１年生 ２年生 ３年生 合計

37.5 18.2 0.0 17.9

75.0 45.5 44.4 53.6

25.0 36.4 77.8 46.4

37.5 36.4 11.1 28.6

１年生 ２年生 ３年生 合計

0.0 18.2 0.0 7.1

100.0 81.8 100.0 92.9

札幌・小樽方面 25.0 18.2 22.2 21.4

25.0 0.0 0.0 7.1

0.0 0.0 0.0 0.0

12.5 18.2 22.2 17.9

Ⅲ １年生 ２年生 ３年生 合計

87.5 100.0 77.8 89.3

12.5 0.0 22.2 10.7

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 9.1 22.2 10.7

Ⅳ 今の気持ち 平均値（％）

１年生 ２年生 ３年生 合計

60.6 68.5 84.2 71.3

40.0 22.7 31.7 30.5

キラリ☆未来ナース～デリバリーオープンキャンパス～

事前アンケート結果（本人分）

説明会への参加理由（複数選択可）

帯広・釧路方面

　１年生は看護専門学校より
も大学を希望する割合が高
く、３年生は逆に看護専門学
校を希望する割合が高くなっ
ています。

　道外への進学を希望する方
は参加者全体の7.1％と少な
く、１年生と３年生は全員が
道内での進学希望です。
　道内を希望している方全員
が希望地域にチェックをして
いるわけではありませんが、
札幌小樽方面の21.4％に次
いで17.9％の参加者が帯広・
釧路方面を希望しています。
　※　次年度はオホーツクを
追加します。

検討中

地域の希望

道外

学校の分類

看護大学以外の大学

看護大学

看護専門学校

参加者の学年に大きな偏りはありません。

道内

旭川方面

函館方面

　今の気持ちを％で表してい
ただき、平均値を求めまし
た。
　看護師を目指す気持ちは、
学年が上がるにつれ大きく
なっています。

　一方で、将来地元で暮らす気持ちは全参加者の平均で30.5％となっています。

　お友達や先生から勧められ
て参加された方が若干いらっ
しゃいますが、参加者の皆さ
んの多くは自ら希望して参加
されています。

看護師を目指す

将来地元に暮らす

自ら希望

友達の勧め

先輩の勧め

親の勧め

先生の勧め



※ 集約数が少ない事から、項目Ⅱ以降学年別集計は行いません。

Ⅰ 参加高校生の学年とご関係

割合（％） 割合（％）

１年生 ２年生 ３年生 合計 父 母 その他 合計

40.0 40.0 20.0 100.0 20.0 80.0 0.0 100.0

Ⅱ 進路に関するお考え（複数選択可） 割合（％）

100.0

0.0

50.0

0.0

Ⅲ

60.0

0.0

20.0

20.0

0.0

Ⅳ 今の気持ち

今の気持ちを％で表していただき、平均値を求めました。

86.3

45.0

キラリ☆未来ナース～デリバリーオープンキャンパス～

事前アンケート結果（保護者分）

本人の意思を尊重

※　チェックのない方がおりました
ので、有効回答数に占める割合と
しています。

本人に将来地元で暮らして欲しいと思う気持ち

本人に看護職を目指して欲しいと思う気持ち

保護者の考えを優先

学費や修学資金など経済面を優先

その他

自ら希望

知友人の勧め

参加高校生の勧め

説明会への参加理由（複数選択可）

先生の勧め

その他



質問者 質問の対象者 質問の内容

生徒 看護学校の先生 各学校の総費用が知りたいです。

生徒 看護学校の先生 看護学校に入るまでに身につけておくべき力を知りたい。

生徒 看護学校の先生 持っておくと良い資格（検定）を知りたい。

生徒 看護学校の先生・学生 今のうちから覚えたり、やっといた方がいいことはありますか。

生徒 看護学校の先生・学生 奨学金体制について知りたいです。

生徒 看護学生 実習はキツイですか。

生徒 看護学生 実習きついですか？

生徒 看護学生 勉強方法について。

生徒 看護学生 勉強について。

生徒 看護学生 男子生徒は何人くらいいますか。

生徒 看護学生 バイトすることは可能ですか。

生徒 看護学生 実習時の睡眠時間や生活について詳しく知りたいです。

生徒 看護学生 寮生活のメリットとデメリットを教えてください。

生徒 看護学生 将来どのような看護師を目指していますか。

生徒 看護学生 受験に向けて特に力を入れたものは何ですか。

生徒 看護学生 高校生の時にやっておけば良かったと思うことはありますか。

生徒 看護師
私のお母さんの友達で看護師をしている人がいます。その人は道内の
学校を出て東京にいます。北海道内の大学で勉強をし、道内（地元）に
残って仕事をするのは難しいのでしょうか？

生徒 看護師 働いていて大変だったこと。

生徒 看護師 この仕事をしていて良かったこと。

生徒 看護師 やりがい、大変なこと。

生徒 看護師 手術室で活躍できる看護師になるためには、どうしたら良いですか。

生徒 看護師 働き始めてからの大卒と専門卒の違い。

生徒 看護師 患者さんと接するうえで気をつけていることは何ですか。

生徒 看護師 仕事で楽しい、やりがいがあると感じる瞬間はどこですか。

生徒 看護師 看護師に向いている人はどのような人ですか。

生徒 看護師 どのような看護師がいると現場は助かりますか。

生徒 看護師 学生時代に最も苦労したことは何ですか。

生徒 看護師 一番大変だと思う仕事は何ですか。

生徒 看護師・看護学生 無理をしてでも大学に行くべきか。

生徒 看護師・看護学生 学生時代の生活費、アルバイト、１日のスケジュール、自由時間。

生徒 未記載 大学と専門学校はどちらがおすすめですか。

保護者 看護学校の先生 看護学生に期待することは何ですか。

保護者 看護学校の先生 一般受験で内申点はどの位関係しますか。

保護者 看護学校の先生・学生 受験校を選ぶ上で大切なポイントは？

保護者 看護学生 受験に向けて、いつ頃から、１日何時間位勉強しましたか。

保護者 看護学生 学生生活の中で、大変だなと思うことはどのような事ですか。

保護者 未記載 学校や学費等経済面で安い所を知りたい。

キラリ☆未来ナース～デリバリーオープンキャンパス～
参加者からの質問一覧～事前アンケートから～



割合（％）

Ⅰ 参加者の学年 １年生 ２年生 ３年生 合計

申込 28.6 39.3 32.1 100.0

結果 46.7 33.3 20.0 100.0

Ⅱ 満足度 割合（％）

１年生 ２年生 ３年生 全体

90.0 67.0 83.3 81.0

Ⅲ 割合（％）

１年生 ２年生 ３年生 全体

100.0 100.0 66.7 93.3

Ⅳ

Ⅴ

割合（％）

Ⅵ １年生 ２年生 ３年生 全体

85.7 100.0 66.7 86.7

57.1 100.0 100.0 80.0

14.3 20.0 66.7 26.7

57.1 60.0 33.3 53.3

71.4 60.0 66.7 66.7

0.0 0.0 33.3 6.7

割合（％）

Ⅶ １年生 ２年生 ３年生 全体

85.7 100.0 66.7 86.7

0.0 0.0 33.3 6.7

14.3 20.0 33.3 20.0

28.6 0.0 0.0 13.3

キラリ☆未来ナース～デリバリーオープンキャンパス～

事後アンケート結果（本人分）

意見は少ないものの、資料の有効活用など、次年度開催に向けた参考意見が寄せられ
ました（詳細は別紙参照）。

更に訊きたいこと

追加質問はありませんでしたが、事前アンケートで出された「聞きたいこと」全てに回答
出来たとは言い難く、次回への課題と考えています。

　２年生の評価が低いものの、参加者全体での
満足度は８１％となっています。

　申し込みの際は学年の偏りはありませ
んでしたが、全面ＷＥＢ開催となった結
果、３年生の参加割合が減りました。

良かったと感じたこと

　殆どの参加者から意見が寄せられており、特
に、専門校の先生や在校生、現役看護師など
様々な方の話を聞くことが出来た事が評価され
ています（詳細は別紙参照）。

改善して欲しいこと

市町の修学資金制度

　参加者の86.7％の方が市
町の修学資金活用を希望し
ています。制度の充実に関す
る具体的な要望内容記載は
ありませんでした。

活用したい

活用の必要がない

制度を知らなかった

制度の充実を求む

雰囲気の良さ

宿舎の有無

進学先の検討に際して、影響すると思うもの

　学年によって若干の違いは
ありますが、学費と高校の推
薦枠の有無が高くなってお
り、次いで学校独自の奨学金
の有無、宿舎の有無となって
います。

学費の高低
高校の推薦枠
の有無

通学距離

学校独自の
奨学金の有無



別紙　事後アンケート個別意見など

【良かったと感じた事】（重複意見削除）
今、身につけておくべき事を知ることが出来た。 卒業後の事について知ることが出来た。
１～２年の内に何をやってたか・何をやるべきか聞けて良かった。
看護専門学校の先生方の話や、卒業して看護師になった人の話を聞けてすごく良かった。
現役の看護学生さんからの体験談を聞けたのは、すごく勉強になって良かった。
実際に働いている人の話を直接聞くことはなかったから、聞けてよかったです。
看護学校１つ１つ丁寧にお話していただいたので、具体的なイメージが浮かびました。
様々な学校の内容や仕事の様子、実際に働いている人の話をきけて、とても良い経験・体験となりました。
自分が行きたい学校の説明がきけてよかった。
思っていたよりも多くの種類の現場のお話が聞けて良かったです。
普段、なかなか聞けない話を聞けて良い経験になりました。
学校の写真やグラフもあり、とても見やすかった。
パワーポイント資料が見やすかったです。
プレゼンがあって話が聞きやすかった。
根室高校出身者の話が多く聞けて嬉しかった。

【良くなかった（改善して欲しい）と感じた事】
Zoomだったから話が途中聴き取りづらい部分があった。
資料（パワーポイント）など活用して話せば、聞く方もメモしやすいと思った。
すべての学校がスライドを使って欲しかった。
パンフレットにあまり載らないような話をもう少し多くして欲しい。
もう少し質問に回答して欲しかったです。
前置きが長い

【看護師の皆さんへのメッセージ】

忙しい中本当にありがとうございました！！頑張ってください！！

色々、辛い中で懸命な看護活動ありがとうございます。
忙しい中ありがとうございました。あこがれです。
毎日、大変なお仕事お疲れ様です。早くコロナがおさまりますように。

私たちが思っている以上に大変だと思いますが、無理をしすぎずに頑張ってください。
いつも最前線で戦っていただき、本当にありがとうございます。

毎日毎日おつかれさまです。

今、この時世だからこそ、人のために自分の全力を懸けて闘うその姿は、私にとって憧れ以外の何でもあり
ません。本当に尊敬しますし、私もそういう大人になりたいと思っています。私も皆さんと一緒に頑張っていこ
うと思いました。

今、医療従事者のみなさんのおかげで私たちは生活できていると言っても過言ではありません。本当にあり
がとうございます。

コロナ患者さんの看護をしている方の話を直接聞くのは今回が初めてでした。人手も足りなくて大変だと思い
ますが、頑張ってください。

自分も新型コロナウイルスに感染するのではないかという心配もあると思うので、大変だとは思いますが、頑
張ってください！応援しています！

貴重な機会をどうもありがとうございました。色々な話を聞けて、より「看護師になりたい」と思う気持ちが強く
なりました。お仕事、がんばってください。コロナの終息を願っています！

コロナ禍の中、最前線で戦っている医療従事者の方々はカッコ良くて本当に尊敬します。忙しい中、このよう
な機会を設けてくださりありがとうございました。

毎日患者さんが増えていく中、無事退院できる人も多くいるのは医師の治療や薬はもちろんですが、看護師
さんのサポートもあってこそだと思います！！医師のサポートだけでなく、私達のサポートもコロナ患者のサ
ポートもしてくれて有難う！！！あなた達は誇るべき皆のヒーローです！！！

大変な中、毎日人々の健康のために働いてくれてありがとうございます。私も看護師さんになって、皆さんの
力になれるよう、勉強を頑張ります。



※ 集約数が少ない事から、学年別集計は行いません。

Ⅰ 参加高校生とのご関係

割合（％）

父 母 その他 合計

50.0 50.0 0.0 100.0

Ⅱ 満足度 割合（％）

父 母 その他 全体

100.0 100.0 0.0 100.0

Ⅲ

子供が将来について考える機会ができたので良かったです。

一つ一つの箇所で聞くより、まとめて聞けるのは良い。

Ⅳ 改善して欲しいこと・更に訊きたいこと～なし

Ⅴ 割合（％）

100.0

0.0

0.0

50.0

Ⅵ 看護師の皆さんへのメッセージ

このご時世、色々と大変とお聞きします。国民道民市民として、心から応援してます。

活用したい

活用の必要がない

制度を知らなかった

制度の充実を求む

　参加された保護者の方は、市町の修
学資金活用を希望しています。制度の
充実に関する具体的な要望内容記載
はありませんでした。

良かったと感じたこと

市町の修学資金制度

キラリ☆未来ナース～デリバリーオープンキャンパス～

事後アンケート結果（保護者分）

すでに頑張って下さっていると思います。新型コロナに感染しないよう予防に努めます。



Ⅰ 回答者所属・割合 割合（％）

専門校 高等学校 医療機関 訪看ＳＴ 施設 市町 保健所 その他 計

12.5 6.3 18.8 25.0 0.0 0.0 37.5 0.0 100.0

Ⅱ 会場選定に関する意見

オンラインと平行して開催していただければ、会場に関しての問題はありません。

対面の方が伝わりやすく、質問なども受けやすいと考えます。

地元の高校生が送迎なしに行きやすい場所

WEBでも十分可能ですが、生徒さん達の交流なども考えると、文化会館がいいと思います。

Ⅲ 時間配分 割合（％）

【意見】

参加機関が多数の場合発言時間配分の調整が大変かも

WEB形式の場合の発表者の参加（ログイン）が確認できるニックネームにする。

少し時間が足りなかった感じがしました。

アンケート結果を踏まえた検討が必要。各説明者の時間配分は妥当と感じた。

高校生の意見を少し聞きたかったですが、あったかな。

新型コロナウイルス感染症の対策状況にもよりますが、病院や施設見学を兼ねた会場設定が
出来たら良いと思います。

「今から１０分後に始める」とアナウンスがありましたが、実際には５分ほどしか経っていません
でした。シナリオ通りの時間で進めるのであれば、そのようにアナウンスするべきです。

今回は、養成校１校１５分の予定でした。使用時間は各校長短ありましたが、まだまだ伝えたい
こともあり、１校２０分程度に延ばすことが可能なのかご検討をお願いします。

参加機関が間近になるまで決まらず、説明時間の配分決定もギリギリになったことから、次回は
早めに参加機関を決定し、準備を進めた方が良いと思います。

養成校の説明時間（１５分）、職場紹介（１０分）全体の時間（約2時間）良かったと思う。次回も、
同様の時間が望ましいと思う。

100.16.312.5

現役看護師分10分は少し足りない印象はありましたが、帳尻はあったので良かったと思います。

キラリ☆未来ナース～デリバリーオープンキャンパス～

事後アンケート結果（関係者分）

81.3

コロナ禍でのオンライン開催となり、学生さん達の顔は見れなかったが、学生さん達は逆にオン
ラインにすることで気軽に参加しやすかった面もあるのではと思いました。

参加部署も多かったので、全体的には長く感じたが、一ヶ所ずつの時間配分は丁度良かったの
ではと思います。

丁度良かったと思います。

良かった 検討が必要 その他 合計



Ⅲ

【意見】

学生の反応を見ることが出来なかった。

学生個人からの質問時間を設ける必要があると感じた。

地域共同開催の観点から、あくまで参加は手上げ方式が望ましいと思います。

次回は介護老人保健施設や介護医療院等にご参加いただけると良いと思います。

対面説明の場合と異なり、高校生側の反応が察し難いのが課題の一つになります。

適宜関連資料を画面に表示すると、聞き手側にはさらに分かり易くなると思いました。

釧路労災看護専門学校さんのパワーポイントは、参加者にはとても見易いと感じました。

エトピリカさんの発表スライドの接続がなかなかスムーズでなく、音楽も流れなかったようで、ス
ライドだけになってしまっていたのが少し残念でした。

様々なお話しを聞くことができ、良い機会となりました。今、最前線で新型コロナウイルス感染症
に立ち向かっていらっしゃる医療関係の皆様には、どんな言葉を尽くしても、感謝にたえませ
ん。お時間割いていただき、ありがとうございました。

コロナ禍により釧路市立高等看護看護学院さんが参加されなかったのはとても残念でした。

距離に関係なく参加出来るWEB形式の説明会は、参加者や説明者の負担も少なく、かつ効率
的に実施できることが実感できた。

Zoomシステムを使用したことがなかったため、やりにくかった（可能であれば対面で行いたい）

各看護学校の費用、試験科目、寮の有無、卒業後の勤務の縛りなどが一覧資料としてあるとよ
りよいと思う。

質問事項を提示していただき、それに合わせた回答ができたら良かったと思います。加えて、参
加施設のPRとしたらどうでしょうか

事前に行ったリハーサルにより進行、説明などがスムーズに出来ていた。

web会議とはいえ、資料を流すだけより、説明者がいたほうがよいのではないか。

ナースのお仕事が、どんな感じなのか、関心を抱くきっかけになる内容だったと思います。

毎年のイベントとして定着して頂きたいです。実績を積み重ねていくことで、学生への認知度が
高まったり、窓口となりやすいと思います。

今回参加した１年生・２年生が来年参加する可能性があるので、次回は今回参加出来なかった
機関を中心に参加していただけると良いと思います。

Zoomでもグループ分け出来るので、養成校の説明は、Zoom併用の場合の会場３グループ、
Zoom１グループに分かれて回転方式で行い、その他の説明を一括で行う方式をご提案します。

今回は、全面Ｗｅｂ開催のため「説明」→「聞く」の一方通行であったが、次回は聞いてる生徒を
まじえて行えるような簡単な仕組みを考える必要があると感じた。

WEBのみの開催であったことから、参加者の反応がみえず、一方的な説明となっている印象が
あったため、WEBのみとするのであれば、参加者は画面に映す、画面に映る参加者名を所属名
等がわかるようにする、質問等がしやすいよう配慮する（チャット機能の活用）など工夫した方が
よいのではないか。

各医療機関の育成方法なども聞けて良かったです。発信する場所を継続して作って欲しいです。

良かった 検討が必要 その他 合計

内容

73.3 26.7 0.0 100.0



Ⅳ 当日の対応等に係る感想

Ⅴ その他、準備作業なども含めた感想・意見

今後は、社会福祉施設のご理解とご協力を得ることが課題と考えています。

私自身もＺｏｏｍを使用することが初めての経験であり、勉強になった。

タイムキーパーを決めておけば良かったと思います。

リハーサルを行った結果、流れはスムーズだったと感じる。

エトピリカさんがパワーポイントに音声をつけていたが、Ｚｏｏｍでは音の出る資料を使う場合
は、音声を別の方法で流す必要があることがわかった。

音声が聞こえない部分があったため、相手側にもアクシデントが伝わりやすくなれば良いと感じ
ました。

音楽が流れなかった部分がありましたが、事前準備の段階で何とかできなかったのでしょうか。

ZOOMによるWEB開催の場合に、使用するパソコン（タブレット）にインストールされているソフト
ウエアにより使用できるプレゼン資料の制限があることを認識した。

今後もこの様な機会で人材確保したいと考えますので継続して欲しいです。お疲れ様でした。

今回は、地域共同で実施する初めての試みでしたが、皆様のご理解とご協力で成功裏に終える
ことが出来ました。ありがとうございました。

関係者の皆様大変お疲れ様でした。

本年は実行委員会を立ち上げず、保健所が企画運営を行ったが、より良い事業とするためには
各分野からなる実行委員会をたちあげるべきだと感じた。

司会進行、録画、メインホストを根室保健所が行ったが、使用できるハイスペックのＰＣが1台し
かないため負担が大きくなるので、録画作業は中標津保健所に依頼するなど、業務の分散をす
るべきだった。

反省会もWEB形式で。

こちらの準備不足もあったが、早めに接続確認の連絡をいただきたかった。

初のオンライン開催ということもあったのか、全体的に説明などのスピードが速かったように感じ
ました。テンポ良く聞けた反面、メモをとる学生は大変そうでした。

市立根室病院、町立別海病院、訪問看護ステーション様の、現場勤務の看護師さんの生の声を
聞くことができ、これから看護師を目指す高校生や保護者にはとても参考になったのではないで
しょうか。

音声がハウリングを起こさないパソコンの音量設定の方法について、次回の参考となった。

最終的にどこが参加しているか分からなかったので、ウェビナーも良いと思います。（顔出しNO
のところはありますでしょうが。）

コロナ禍の状況下で主催者側は大変ご苦労をされたと思います。無事、盛会に終わったことを
心より感謝申し上げます。

今回は完全Zoomで実施したため、事前説明の開始が遅れ、開催時間を跨いでしまったこと、司
会者の説明と被る内容もあったことから、まとめて開始前に行うことで、本編がスムーズに進行
すると思いました。

同室内で複数のＰＣやタブレットを使用するとハウリングが大きくなるので（リハーサルではハウ
リング無し）状況を詳しく確認する必要がある。

司会進行がスムーズだと感じた。



養成校などとリハーサルを行ったことは有効であった。

運営、準備おつかれさまでした。訪看のアピールをさせていただく機会をもらえたこと、企画に参
加できたことに感謝しています。

ＷＥＢ開催出来た事は、他の活動などにも良い影響になったと思います。ＷＥＢでも「つながれ
る」という確認になったと思います。準備から大変だったと思います。ありがとうございました。

わかれば簡単な事でも、調べて検証するまでに多くの時間を要したが、経験に無駄は無く、今
回の事業をつうじて新しい発見に繋がった。

当日参加のみでしたが、視聴できて良かったです。医療職の確保、定着に貢献していると思わ
れます。

ウェブの試みで大きなトラブルもなく良かったと思います。事前準備大変お疲れ様でした。

事前調整等で事務局から送付されるメールが長文で情報量が多く、何を求められているのかわ
かりづらいことがあった。従事者には多忙な中、時間を割いている方もいるため、連絡内容は要
点をしぼって必要最小限とした方が負担を減らせるのではないか。

途中参加だったが、他病院、事業所の話が聞けてこちらも参考になりました。地元へ帰ってきて
と言うだけでなく、帰ってきたいと思える環境を作っていく責任が私たちにはあるのだなと改めて
思い、少しでも貢献できたら良いなと感じました。


