
LIVE 配信日程表　【第1日目】8月28日（土）
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第 1 会場
（1 階　G5, G6）
現地開催、LIVE 配信

開
会
式

p070
学術集会長講演
10:10～11:10
持続可能な社会をリードする創
造的看護管理
演者：叶谷由佳
座長：上野栄一

p072
特別講演1
11:20～12:20	
持続可能な社会をリードする医
療政策―神奈川県の取組―
演者：黒岩祐治
座長：叶谷由佳

p155
ランチョンセミナー1
12:40～13:40	
学び合い、育ちあう、チームのつくり方
～話しやすさを生む場づくり～
演者：浦山絵里
座長：小藤幹恵
共催：アルケア株式会社

	 p082
教育講演1
14:00～15:00
健康の社会的決定要因に着目したマ
ネジメントとゼロ次予防―持続可能
な少子高齢人口減少社会に向けて
演者：近藤克則
座長：佐藤政枝

	 p074
特別講演2
15:10～16:10
新型コロナウイルス感染症蔓延
における日本看護協会の取り組
み
演者：福井トシ子、友納理緒
座長：熊谷雅美

	 p078
特別講演3
16:20～17:20		
The International Council of 
Nurses in the time of the 
pandemic
演者：Annette Kennedy 
座長：金井 Pak雅子

第２会場
（1 階　G8）

現地開催、LIVE 配信

p156
ランチョンセミナー2
12:40～13:40	
効率的な病床運用を目指した看
護管理者の取り組み
演者：福田ゆかり
座長：笹倉菜々
共催：ニッセイ情報テクノロジー株式会社

	 p128
パネルディスカッション1
13:50～15:10
持続可能な効果的かつ効率的な看護サービ
ス提供体制の在り方
座長：金井 Pak雅子、柏木聖代
パネリスト： 吉川久美子、淺香えみ子、 

宮下恵里、赤間仁見

p100
シンポジウム1
15:20～16:40
日本看護管理学会/日本医療・病院管理学会
ジョイント・リレー企画
看護の本質と管理
座長：勝山貴美子、鶴田惠子
シンポジスト： 川村佐和子、寺崎　仁、 

白鳥義宗、井部俊子

p165
スポンサードセミナー1
16:50～17:50
COVID‒19患者受け入れ病棟における
病床カメラを活用した看護実践と管理
演者：奥田悦子
座長：大久保清子
共催：アイホン株式会社

第３会場
（1 階　G7）

現地開催、LIVE 配信

p157
ランチョンセミナー3
12:40～13:40	
みんなどうしてる？コロナ禍の教育環境
の変化への対応～一年を振り返って～
演者：御船のり子、岡村奈緒美
座長：濱崎登代子
共催：エルゼビア・ジャパン株式会社

p134
パネルディスカッション2
13:50～15:10
出会いの広場：持続可能な社会をつくる看
護職の新しい仕事プレゼンテーション大会
座長：川添高志、加納佳代子
パネリスト： 合田朝輝、井倉一政、植竹真里、河瀬愛美、山本 

智恵子、佐藤真琴、山咲凛子、矢田明子、原國政直

p144
パネルディスカッション3
15:20～16:40
続・身体抑制は誰のため？ 
～本当にやりたい看護とは～
座長：秋山智弥
パネリスト：小藤幹恵、田中かおり、須藤久美子
主催委員会： 日本看護管理学会 倫理委員会

p166
スポンサードセミナー2
16:50～17:50
漢方で女性の心と身体を整える
～毎日いきいきと働くために～
演者：加藤育民
座長：中村幸代
共催：株式会社ツムラ

Ｗ 

Ｅ 

Ｂ

IE 会場 1
LIVE 配信

p183
インフォメーション・エクスチェンジ1
13:40～14:40
新型コロナウイルス感染症を経
た看護職が国民の人生に寄り添
う伴奏者になるために―やめる
ときも　すこやかなるときも―
その１

p183
インフォメーション・エクスチェンジ2
14:50～15:50
新型コロナウイルス感染症を経
た看護職が国民の人生に寄り添
う伴奏者になるために―やめる
ときも　すこやかなるとき―そ
の２

p184
インフォメーション・エクスチェンジ3
16:00～17:00
特定行為研修を修了した看護
師が目指す病院と地域での精神
科医療の新たな役割を考える

p184
インフォメーション・エクスチェンジ4
17:10～18:10
看保連における令和4年度診療
報酬改定に向けた取り組みの報
告と令和6年度改定に向けた検
討

IE 会場 2
LIVE 配信

p185
インフォメーション・エクスチェンジ5
13:40～14:40
高齢者が呈する行動異常や精神
症状の背景を鑑別するための臨
床推論―認知症、せん妄、加齢
性反応の類似点と相違点―

p185
インフォメーション・エクスチェンジ6
14:50～15:50
新たな看護の国家資格「ナー
ス・プラクティショナー（仮
称）制度」創設の必要性を問う

p186
インフォメーション・エクスチェンジ7
16:00～17:00
がん看護の質向上に向けたがん
看護分野の認定看護師の養成
および配置と活用

p186
インフォメーション・エクスチェンジ8
17:10～18:10
他職種協働とサーバントリー
ダーシップ

IE 会場 3
LIVE 配信

p187
インフォメーション・エクスチェンジ9
13:40～14:40
看護管理者のキーコンピテン
シー向上のための研修を考える
～ダイアモンドの原石を磨き一
段と輝く看護管理者を目指しま
しょう～

p187
インフォメーション・エクスチェンジ10
14:50～15:50
助産師と精神科看護師が協働
することによる有用性と課題

p188
インフォメーション・エクスチェンジ11
16:00～17:00
看護職固有のコンピテンシー

（成果を生み出すための能力）
テストの開発
～評価テストの活用による組織
マネジメント～

IE 会場 4
LIVE 配信

p175
指定インフォメーショ
ン・エクスチェンジ1
13:40～14:40
看護基礎教育で教授する看護管
理学の内容の調査結果について
主催委員会： 日本看護管理学会 

教育委員会

p189
インフォメーション・エクスチェンジ13
14:50～15:50
修士課程修了者の臨床での活
用と求められる管理者からの支
援―修士課程修了者の立場か
ら・看護管理者の立場から考え
る

p189
インフォメーション・エクスチェンジ14
16:00～17:00
周術期患者の安全を担保するた
めに手術室看護師の配置基準
は必要か

p190
インフォメーション・エクスチェンジ15
17:10～18:10

「特定行為研修を修了した精神
科認定看護師」の活動を支援す
る看護管理者の課題
～2040年を見据えて～

IE 会場 5
LIVE 配信

p190
インフォメーション・エクスチェンジ16
13:40～14:40
医療・看護の質改善のための体
制と質改善担当者の育成

p191
インフォメーション・エクスチェンジ17
14:50～15:50
看護計画と看護記録のイノベー
ションによる「働きかた改革」
と「エクセレントサービス」の
提供

p191
インフォメーション・エクスチェンジ18
16:00～17:00
働く場を移動した看護職への組
織的なキャリア開発支援と能力
再開発の方法を探る（第4弾）

p192
インフォメーション・エクスチェンジ19
17:10～18:10
地域・社会のニーズを見据えた
安全・安心な産科病棟の病床運
営を考える

IE 会場 6
LIVE 配信

p192
インフォメーション・エクスチェンジ20
13:40～14:40
ひと、くらし、みらいのために
～看護行政をめぐる課題につい
て考えよう！～

p193
インフォメーション・エクスチェンジ21
14:50～15:50
患者アウトカムとケアプロセス
の関連性を分析できる記録のあ
り方

p193
インフォメーション・エクスチェンジ22
16:00～17:00
新型コロナウイルスとの闘いか
らWithコロナへ変化していく
中での組織改革
～認定看護管理者の取り組みを
成果へつなぐ～

p194
インフォメーション・エクスチェンジ23
17:10～18:10
誰もが働きやすい職場を目指し
て
―妊娠・出産を中心に多様な働
き方を検討する―
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第 1 会場
（1 階　G5, G6）
現地開催、LIVE 配信

開
会
式

p070
学術集会長講演
10:10～11:10
持続可能な社会をリードする創
造的看護管理
演者：叶谷由佳
座長：上野栄一

p072
特別講演1
11:20～12:20	
持続可能な社会をリードする医
療政策―神奈川県の取組―
演者：黒岩祐治
座長：叶谷由佳

p155
ランチョンセミナー1
12:40～13:40	
学び合い、育ちあう、チームのつくり方
～話しやすさを生む場づくり～
演者：浦山絵里
座長：小藤幹恵
共催：アルケア株式会社

	 p082
教育講演1
14:00～15:00
健康の社会的決定要因に着目したマ
ネジメントとゼロ次予防―持続可能
な少子高齢人口減少社会に向けて
演者：近藤克則
座長：佐藤政枝

	 p074
特別講演2
15:10～16:10
新型コロナウイルス感染症蔓延
における日本看護協会の取り組
み
演者：福井トシ子、友納理緒
座長：熊谷雅美

	 p078
特別講演3
16:20～17:20		
The International Council of 
Nurses in the time of the 
pandemic
演者：Annette Kennedy 
座長：金井 Pak雅子

第２会場
（1 階　G8）

現地開催、LIVE 配信

p156
ランチョンセミナー2
12:40～13:40	
効率的な病床運用を目指した看
護管理者の取り組み
演者：福田ゆかり
座長：笹倉菜々
共催：ニッセイ情報テクノロジー株式会社

	 p128
パネルディスカッション1
13:50～15:10
持続可能な効果的かつ効率的な看護サービ
ス提供体制の在り方
座長：金井 Pak雅子、柏木聖代
パネリスト： 吉川久美子、淺香えみ子、 

宮下恵里、赤間仁見

p100
シンポジウム1
15:20～16:40
日本看護管理学会/日本医療・病院管理学会
ジョイント・リレー企画
看護の本質と管理
座長：勝山貴美子、鶴田惠子
シンポジスト： 川村佐和子、寺崎　仁、 

白鳥義宗、井部俊子

p165
スポンサードセミナー1
16:50～17:50
COVID‒19患者受け入れ病棟における
病床カメラを活用した看護実践と管理
演者：奥田悦子
座長：大久保清子
共催：アイホン株式会社

第３会場
（1 階　G7）

現地開催、LIVE 配信

p157
ランチョンセミナー3
12:40～13:40	
みんなどうしてる？コロナ禍の教育環境
の変化への対応～一年を振り返って～
演者：御船のり子、岡村奈緒美
座長：濱崎登代子
共催：エルゼビア・ジャパン株式会社

p134
パネルディスカッション2
13:50～15:10
出会いの広場：持続可能な社会をつくる看
護職の新しい仕事プレゼンテーション大会
座長：川添高志、加納佳代子
パネリスト： 合田朝輝、井倉一政、植竹真里、河瀬愛美、山本 

智恵子、佐藤真琴、山咲凛子、矢田明子、原國政直

p144
パネルディスカッション3
15:20～16:40
続・身体抑制は誰のため？ 
～本当にやりたい看護とは～
座長：秋山智弥
パネリスト：小藤幹恵、田中かおり、須藤久美子
主催委員会： 日本看護管理学会 倫理委員会

p166
スポンサードセミナー2
16:50～17:50
漢方で女性の心と身体を整える
～毎日いきいきと働くために～
演者：加藤育民
座長：中村幸代
共催：株式会社ツムラ

Ｗ 

Ｅ 

Ｂ

IE 会場 1
LIVE 配信

p183
インフォメーション・エクスチェンジ1
13:40～14:40
新型コロナウイルス感染症を経
た看護職が国民の人生に寄り添
う伴奏者になるために―やめる
ときも　すこやかなるときも―
その１

p183
インフォメーション・エクスチェンジ2
14:50～15:50
新型コロナウイルス感染症を経
た看護職が国民の人生に寄り添
う伴奏者になるために―やめる
ときも　すこやかなるとき―そ
の２

p184
インフォメーション・エクスチェンジ3
16:00～17:00
特定行為研修を修了した看護
師が目指す病院と地域での精神
科医療の新たな役割を考える

p184
インフォメーション・エクスチェンジ4
17:10～18:10
看保連における令和4年度診療
報酬改定に向けた取り組みの報
告と令和6年度改定に向けた検
討

IE 会場 2
LIVE 配信

p185
インフォメーション・エクスチェンジ5
13:40～14:40
高齢者が呈する行動異常や精神
症状の背景を鑑別するための臨
床推論―認知症、せん妄、加齢
性反応の類似点と相違点―

p185
インフォメーション・エクスチェンジ6
14:50～15:50
新たな看護の国家資格「ナー
ス・プラクティショナー（仮
称）制度」創設の必要性を問う

p186
インフォメーション・エクスチェンジ7
16:00～17:00
がん看護の質向上に向けたがん
看護分野の認定看護師の養成
および配置と活用

p186
インフォメーション・エクスチェンジ8
17:10～18:10
他職種協働とサーバントリー
ダーシップ

IE 会場 3
LIVE 配信

p187
インフォメーション・エクスチェンジ9
13:40～14:40
看護管理者のキーコンピテン
シー向上のための研修を考える
～ダイアモンドの原石を磨き一
段と輝く看護管理者を目指しま
しょう～

p187
インフォメーション・エクスチェンジ10
14:50～15:50
助産師と精神科看護師が協働
することによる有用性と課題

p188
インフォメーション・エクスチェンジ11
16:00～17:00
看護職固有のコンピテンシー

（成果を生み出すための能力）
テストの開発
～評価テストの活用による組織
マネジメント～

IE 会場 4
LIVE 配信

p175
指定インフォメーショ
ン・エクスチェンジ1
13:40～14:40
看護基礎教育で教授する看護管
理学の内容の調査結果について
主催委員会： 日本看護管理学会 

教育委員会

p189
インフォメーション・エクスチェンジ13
14:50～15:50
修士課程修了者の臨床での活
用と求められる管理者からの支
援―修士課程修了者の立場か
ら・看護管理者の立場から考え
る

p189
インフォメーション・エクスチェンジ14
16:00～17:00
周術期患者の安全を担保するた
めに手術室看護師の配置基準
は必要か

p190
インフォメーション・エクスチェンジ15
17:10～18:10

「特定行為研修を修了した精神
科認定看護師」の活動を支援す
る看護管理者の課題
～2040年を見据えて～

IE 会場 5
LIVE 配信

p190
インフォメーション・エクスチェンジ16
13:40～14:40
医療・看護の質改善のための体
制と質改善担当者の育成

p191
インフォメーション・エクスチェンジ17
14:50～15:50
看護計画と看護記録のイノベー
ションによる「働きかた改革」
と「エクセレントサービス」の
提供

p191
インフォメーション・エクスチェンジ18
16:00～17:00
働く場を移動した看護職への組
織的なキャリア開発支援と能力
再開発の方法を探る（第4弾）

p192
インフォメーション・エクスチェンジ19
17:10～18:10
地域・社会のニーズを見据えた
安全・安心な産科病棟の病床運
営を考える

IE 会場 6
LIVE 配信

p192
インフォメーション・エクスチェンジ20
13:40～14:40
ひと、くらし、みらいのために
～看護行政をめぐる課題につい
て考えよう！～

p193
インフォメーション・エクスチェンジ21
14:50～15:50
患者アウトカムとケアプロセス
の関連性を分析できる記録のあ
り方

p193
インフォメーション・エクスチェンジ22
16:00～17:00
新型コロナウイルスとの闘いか
らWithコロナへ変化していく
中での組織改革
～認定看護管理者の取り組みを
成果へつなぐ～

p194
インフォメーション・エクスチェンジ23
17:10～18:10
誰もが働きやすい職場を目指し
て
―妊娠・出産を中心に多様な働
き方を検討する―

19:00
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LIVE 配信日程表　【第2日目】8月29日（日）

9:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

パ
シ
フ
ィ
コ
横
浜
ノ
ー
ス

第 1 会場
（1 階　G5, G6）
現地開催、LIVE 配信

p095
論文表彰
9:30～10:00

p080
特別講演4
10:10～11:10
なぜ国産ワクチンの開発は遅れ
たのか―BSL4の存在と価値―
演者：冨岡　勉
座長：大島敏子

p088
特別企画
11:20～12:20
日本看護管理学会の未来を語
る―将来構想報告書から―
演者：上泉和子、鶴田惠子、
　　　別府千恵

p159
ランチョンセミナー4
12:40～13:40
在宅医療・訪問看護における「エンゲー
ジメントの向上」と「組織の持続的成長」
パネリスト： 佐々木淳、岩本大希、竹澤仁美
座長：宮武晋治
共催： 株式会社ヒューマンライフ・マネジメント

p084
教育講演2
14:00～15:00
COVID‒19対応において医療
システムのレジリエンスはどの
ように発揮されたか
演者：中島和江
座長：渡邉眞理

p106
シンポジウム2
15:20～16:40
COVID‒19禍で発揮されるリーダ一シッ
プとレジリエンス
座長：中島和江、花井惠子
シンポジスト： 江守直美、高橋弘枝、　　

鈴木美智子

閉
会
式

第 2 会場
（1 階　G8）

現地開催、LIVE 配信

p110
シンポジウム3
10:10～11:10
スラッシャー時代 20年先の働き方を考える
座長：餠田敬司
シンポジスト：
 上妻裕弥、荏原優子、奥田晶
子、小宮悦子、餠田敬司

p086
教育講演3
11:20～12:20
少子高齢社会が直面する介護
の現状と課題―ダブルケア研究
知見から―
演者：相馬直子
座長：渡邊千登世

p161
ランチョンセミナー5
12:40～13:40
大切な患者さんから「ありがとう」と
言われるようになる認知症看護教育
演者：梅原里実、小陽美紀
座長：梅原里実
共催： アルケア株式会社

p116
シンポジウム4
13:50～15:10
これからの時代の看護職の新しい仕事づくり
座長：加納佳代子、濱田安岐子
シンポジスト： 菅原由美、川添高志、 

前田和哉、喜多悦子

p122
シンポジウム5
15:20～16:40
リアルワールドデータ（RWD）を活用し
た看護における臨床エビデンスの創出
座長：柏木 聖代
シンポジスト： 窪田和巳、森田光治良、 

森岡典子、伊藤沙紀子

第 3 会場
（1 階　G7）

現地開催、LIVE 配信

p167
スポンサードセミナー3
10:10～11:10
看護の質改善に「看護診断」を
活かそう
演者：上鶴重美
座長：堀口一明
共催：株式会社医学書院

p168
スポンサードセミナー4
11:20～12:20
進化するナースコール
―患者には安全を、ナースには
安心を―
演者：惠川淳二
共催：株式会社ケアコム

p163
ランチョンセミナー6
12:40～13:40
医療機器と電子カルテのデータ
共有による看護業務の効率化
演者：谷　真澄、山端壯周
座長：根本康子
共催： テルモ株式会社

p148
パネルディスカッション4
13:50～15:10

【情報発信・交流】COVID‒19禍でも現場
の学びを止めない！実践の工夫と取り組み
座長：北浦 暁子
パネリスト： 川本利恵子、片山典子、田中

早苗、長坂奎英、米田恵美

p169
スポンサードセミナー5
15:20～16:20
アフターコロナ時代の看護ケア（オンライン面会）の構築
‒タブレット端末を活用した面会システムの導入から定着‒
演者： 菊地美貴、八鍬美香子、

立石久留美、町田裕美
座長：山元惠子
共催：ニプロ株式会社

Ｗ 

Ｅ 

Ｂ

IE 会場 1
LIVE 配信

p194
インフォメーション・エクスチェンジ24
10:00～11:00
特定行為研修修了者を組織的
に導入し、効果的な診療・ケア
を可能にするためのビジョンの
創造と看護管理実践の共有

p176
指定インフォメーション・エクスチェンジ2
11:10～12:30
新型コロナパンデミック禍の経験から持続
可能な看護管理に向けて
主催委員会： 日本看護管理学会 

学術活動推進委員会

p195
インフォメーション・エクスチェンジ25
13:50～14:50
地域包括ケアシステムおける

「看仏連携」
～僧侶を在宅チームメンバーと
して、寺院をまちの保健室とし
て活用する～

p195
インフォメーション・エクスチェンジ26
15:00～16:00
外来看護に注目！
～外来看護のあり方を考えよう～

IE 会場 2
LIVE 配信

p196
インフォメーション・エクスチェンジ27
10:10～11:10
認定看護管理者によるタスクシ
フト・タスクシェアとは
～新型コロナウイルス感染症拡
大の中での新たな課題～

p196
インフォメーション・エクスチェンジ28
11:20～12:20
コロナ禍の危機対応から見えて
きた看護マネジメントの課題

p177
指定インフォメーション・エクスチェンジ3
13:50～14:50
COVID‒19禍での災害訓練を
考える
主催委員会： 日本看護管理学会  

災害に関する看護
管理推進委員会

p197
インフォメーション・エクスチェンジ29
15:00～16:00
転倒転落の2次予防へのチャン
レンジ
～転んだときだけ柔らかい床素
材「ころやわ」に出会って～

IE 会場 3
LIVE 配信

p197
インフォメーション・エクスチェンジ30
10:10～11:10
看護の新しい生涯学習の形を創
造しよう！「看護のプロフェッ
ショナリズムを共有するワーク
ショップ」

p198
インフォメーション・エクスチェンジ31
11:20～12:20
セル看護提供方式は業務効率
を高める
～COVID‒19感染対策に有効～

p198
インフォメーション・エクスチェンジ32
13:50～14:50
情報を利活用できる看護管理者
育成にむけて

p199
インフォメーション・エクスチェンジ33
15:00～16:00
看護師のためのリフレクション
教育を推進する語り合い
～いかに経験から学ぶ力を育む
か～

IE 会場 4
LIVE 配信

p199
インフォメーション・エクスチェンジ34
10:10～11:10
IBL（Inquiry-Based Learning）
教育プログラムの導入による課
題発見力の育成
～看護師の基礎力測定指標（PROG）
による評価～

p200
インフォメーション・エクスチェンジ35
11:20～12:20
看護外来開設運用維持と診療
報酬について考える

p200
インフォメーション・エクスチェンジ36
13:50～14:50

「重症度、医療・看護必要度」
の正確な評価とデータ活用のた
めの事務部門との連携

p201
インフォメーション・エクスチェンジ37
15:00～16:00
コロナ禍で「同じ形」ではなく

「同じ価値」を追求する組織活動
―北里大学病院の看護係長・主
任会のオンライン自主企画を題
材に―

IE 会場 5
LIVE 配信

p201
インフォメーション・エクスチェンジ38
10:00～11:00
安定的な病院経営を支える１
ベッド当りの単価を上げられる
病床管理

p178
指定インフォメーション・エクスチェンジ4
11:10～12:30
研究成果の発信と倫理 
―意図せぬ研究不正を防止するために―
主催委員会： 日本看護管理学会  

学会誌編集委員会

p202
インフォメーション・エクスチェンジ39
13:50～14:50
急性期病院（一般病床）におけ
る身体拘束最小化を実現する
看護管理上の課題とは

p179
指定インフォメーション・エクスチェンジ5
15:00～16:00
外来機能から地域包括ケアを考
える：病院と在宅の連携の未来
主催委員会： 日本看護管理学会  

看護の適正評価に関
する検討委員会

IE 会場 6
LIVE 配信

p202
インフォメーション・エクスチェンジ40
10:00～11:00

「学習する組織」への変革
～マネジメント・コンパスを活
用した管理課題の可視化と管理
者の対話促進～

p203
インフォメーション・エクスチェンジ41
11:10～12:30
看護職GP事業「看護師の人材養成システ
ムの確立」の10年を迎えて」

p203
インフォメーション・エクスチェンジ42
13:50～14:50
地域包括ケアシステム時代に求
められる人材育成
～院外の人事交流を看護師の
キャリア開発につなげる看護管
理者の関わりを考える～

p204
インフォメーション・エクスチェンジ43
15:00～16:00
医療安全と看護管理に活かす看
護国際化ガイドラインの創出：
国際標準と看護職の経験知の
集約から
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第 1 会場
（1 階　G5, G6）
現地開催、LIVE 配信

p095
論文表彰
9:30～10:00

p080
特別講演4
10:10～11:10
なぜ国産ワクチンの開発は遅れ
たのか―BSL4の存在と価値―
演者：冨岡　勉
座長：大島敏子

p088
特別企画
11:20～12:20
日本看護管理学会の未来を語
る―将来構想報告書から―
演者：上泉和子、鶴田惠子、
　　　別府千恵

p159
ランチョンセミナー4
12:40～13:40
在宅医療・訪問看護における「エンゲー
ジメントの向上」と「組織の持続的成長」
パネリスト： 佐々木淳、岩本大希、竹澤仁美
座長：宮武晋治
共催： 株式会社ヒューマンライフ・マネジメント

p084
教育講演2
14:00～15:00
COVID‒19対応において医療
システムのレジリエンスはどの
ように発揮されたか
演者：中島和江
座長：渡邉眞理

p106
シンポジウム2
15:20～16:40
COVID‒19禍で発揮されるリーダ一シッ
プとレジリエンス
座長：中島和江、花井惠子
シンポジスト： 江守直美、高橋弘枝、　　

鈴木美智子

閉
会
式

第 2 会場
（1 階　G8）

現地開催、LIVE 配信

p110
シンポジウム3
10:10～11:10
スラッシャー時代 20年先の働き方を考える
座長：餠田敬司
シンポジスト：
 上妻裕弥、荏原優子、奥田晶
子、小宮悦子、餠田敬司

p086
教育講演3
11:20～12:20
少子高齢社会が直面する介護
の現状と課題―ダブルケア研究
知見から―
演者：相馬直子
座長：渡邊千登世

p161
ランチョンセミナー5
12:40～13:40
大切な患者さんから「ありがとう」と
言われるようになる認知症看護教育
演者：梅原里実、小陽美紀
座長：梅原里実
共催： アルケア株式会社

p116
シンポジウム4
13:50～15:10
これからの時代の看護職の新しい仕事づくり
座長：加納佳代子、濱田安岐子
シンポジスト： 菅原由美、川添高志、 

前田和哉、喜多悦子

p122
シンポジウム5
15:20～16:40
リアルワールドデータ（RWD）を活用し
た看護における臨床エビデンスの創出
座長：柏木 聖代
シンポジスト： 窪田和巳、森田光治良、 

森岡典子、伊藤沙紀子

第 3 会場
（1 階　G7）

現地開催、LIVE 配信

p167
スポンサードセミナー3
10:10～11:10
看護の質改善に「看護診断」を
活かそう
演者：上鶴重美
座長：堀口一明
共催：株式会社医学書院

p168
スポンサードセミナー4
11:20～12:20
進化するナースコール
―患者には安全を、ナースには
安心を―
演者：惠川淳二
共催：株式会社ケアコム

p163
ランチョンセミナー6
12:40～13:40
医療機器と電子カルテのデータ
共有による看護業務の効率化
演者：谷　真澄、山端壯周
座長：根本康子
共催： テルモ株式会社

p148
パネルディスカッション4
13:50～15:10

【情報発信・交流】COVID‒19禍でも現場
の学びを止めない！実践の工夫と取り組み
座長：北浦 暁子
パネリスト： 川本利恵子、片山典子、田中

早苗、長坂奎英、米田恵美

p169
スポンサードセミナー5
15:20～16:20
アフターコロナ時代の看護ケア（オンライン面会）の構築
‒タブレット端末を活用した面会システムの導入から定着‒
演者： 菊地美貴、八鍬美香子、

立石久留美、町田裕美
座長：山元惠子
共催：ニプロ株式会社

Ｗ 

Ｅ 

Ｂ

IE 会場 1
LIVE 配信

p194
インフォメーション・エクスチェンジ24
10:00～11:00
特定行為研修修了者を組織的
に導入し、効果的な診療・ケア
を可能にするためのビジョンの
創造と看護管理実践の共有

p176
指定インフォメーション・エクスチェンジ2
11:10～12:30
新型コロナパンデミック禍の経験から持続
可能な看護管理に向けて
主催委員会： 日本看護管理学会 

学術活動推進委員会

p195
インフォメーション・エクスチェンジ25
13:50～14:50
地域包括ケアシステムおける

「看仏連携」
～僧侶を在宅チームメンバーと
して、寺院をまちの保健室とし
て活用する～

p195
インフォメーション・エクスチェンジ26
15:00～16:00
外来看護に注目！
～外来看護のあり方を考えよう～

IE 会場 2
LIVE 配信

p196
インフォメーション・エクスチェンジ27
10:10～11:10
認定看護管理者によるタスクシ
フト・タスクシェアとは
～新型コロナウイルス感染症拡
大の中での新たな課題～

p196
インフォメーション・エクスチェンジ28
11:20～12:20
コロナ禍の危機対応から見えて
きた看護マネジメントの課題

p177
指定インフォメーション・エクスチェンジ3
13:50～14:50
COVID‒19禍での災害訓練を
考える
主催委員会： 日本看護管理学会  

災害に関する看護
管理推進委員会

p197
インフォメーション・エクスチェンジ29
15:00～16:00
転倒転落の2次予防へのチャン
レンジ
～転んだときだけ柔らかい床素
材「ころやわ」に出会って～

IE 会場 3
LIVE 配信

p197
インフォメーション・エクスチェンジ30
10:10～11:10
看護の新しい生涯学習の形を創
造しよう！「看護のプロフェッ
ショナリズムを共有するワーク
ショップ」

p198
インフォメーション・エクスチェンジ31
11:20～12:20
セル看護提供方式は業務効率
を高める
～COVID‒19感染対策に有効～

p198
インフォメーション・エクスチェンジ32
13:50～14:50
情報を利活用できる看護管理者
育成にむけて

p199
インフォメーション・エクスチェンジ33
15:00～16:00
看護師のためのリフレクション
教育を推進する語り合い
～いかに経験から学ぶ力を育む
か～

IE 会場 4
LIVE 配信

p199
インフォメーション・エクスチェンジ34
10:10～11:10
IBL（Inquiry-Based Learning）
教育プログラムの導入による課
題発見力の育成
～看護師の基礎力測定指標（PROG）
による評価～

p200
インフォメーション・エクスチェンジ35
11:20～12:20
看護外来開設運用維持と診療
報酬について考える

p200
インフォメーション・エクスチェンジ36
13:50～14:50

「重症度、医療・看護必要度」
の正確な評価とデータ活用のた
めの事務部門との連携

p201
インフォメーション・エクスチェンジ37
15:00～16:00
コロナ禍で「同じ形」ではなく

「同じ価値」を追求する組織活動
―北里大学病院の看護係長・主
任会のオンライン自主企画を題
材に―

IE 会場 5
LIVE 配信

p201
インフォメーション・エクスチェンジ38
10:00～11:00
安定的な病院経営を支える１
ベッド当りの単価を上げられる
病床管理

p178
指定インフォメーション・エクスチェンジ4
11:10～12:30
研究成果の発信と倫理 
―意図せぬ研究不正を防止するために―
主催委員会： 日本看護管理学会  

学会誌編集委員会

p202
インフォメーション・エクスチェンジ39
13:50～14:50
急性期病院（一般病床）におけ
る身体拘束最小化を実現する
看護管理上の課題とは

p179
指定インフォメーション・エクスチェンジ5
15:00～16:00
外来機能から地域包括ケアを考
える：病院と在宅の連携の未来
主催委員会： 日本看護管理学会  

看護の適正評価に関
する検討委員会

IE 会場 6
LIVE 配信

p202
インフォメーション・エクスチェンジ40
10:00～11:00

「学習する組織」への変革
～マネジメント・コンパスを活
用した管理課題の可視化と管理
者の対話促進～

p203
インフォメーション・エクスチェンジ41
11:10～12:30
看護職GP事業「看護師の人材養成システ
ムの確立」の10年を迎えて」

p203
インフォメーション・エクスチェンジ42
13:50～14:50
地域包括ケアシステム時代に求
められる人材育成
～院外の人事交流を看護師の
キャリア開発につなげる看護管
理者の関わりを考える～

p204
インフォメーション・エクスチェンジ43
15:00～16:00
医療安全と看護管理に活かす看
護国際化ガイドラインの創出：
国際標準と看護職の経験知の
集約から

19:00
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