B1

7校

第25回日本看護管理学会学術集会

The 25th Annual Conference of the Japan Academy of Nursing Administration and Policies

学術集会長
講演
特別講演

講演・特別企画・シンポジウム・パネルディスカッション・
論文表彰・市民公開講座
【第1日目】8月28日（土）

10：00〜10：10

学術集会長講演

「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（横浜市立大学医学部看護学科老年看護学領域）

座長：上野

栄一（奈良学園大学保健医療学部）

特別講演 1

「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（神奈川県知事）

座長：叶谷

由佳（横浜市立大学医学部看護学科老年看護学領域）

論文表彰

14：00〜15：00

開会式

市民
公開講座

11：20〜12：20

現地開催、LIVE 配信

特別企画

10：10〜11：10

G5,G6）


教育講演

■第 1 会場（1 階

教育講演 1

シンポジウム

「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（千葉大学予防医学センター／国立長寿医療研究センター 老年学・社会科学研究
センター）

15：10〜16：10

政枝（横浜市立大学医学部看護学科）

パネル
ディスカッション

座長：佐藤

特別講演 2

「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（公益社団法人日本看護協会 会長）
座長：熊谷

16：20〜17：20

理緒（看護師 / 保健師 / 弁護士 / 公益社団法人日本看護協会 参与）

共催セミナー

友納

雅美（済生会横浜市東部病院）

特別講演 3

指定インフォメーション・
エクスチェンジ

「The International Council of Nurses in the time of the pandemic」
演者：Annette Kennedy（President, International Council of Nurses）
座長：金井 Pak 雅子（関東学院大学大学院看護学研究科）

■第 2 会場（1 階

現地開催、LIVE 配信

パネルディスカッション 1

インフォメーション・
一般演題（口演） 一般演題（示説）
エクスチェンジ

13：50〜15：10

G8）


「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（関東学院大学大学院看護学研究科）
柏木

聖代（東京医科歯科大学）

パネリスト：吉川久美子（公益社団法人日本看護協会 常任理事）
淺香えみ子（東京医科歯科大学医学部附属病院看護部）
宮下

恵里（社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 ）

赤間

仁見（医療法人五星会菊名記念病院看護部）
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7校

学術集会長
講演

15：20〜16：40

シンポジウム 1

特別講演

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（横浜市立大学大学院看護管理学分野）

教育講演

鶴田

惠子（聖隷クリストファー大学）

シンポジスト：川村佐和子（聖隷クリストファー大学）
寺崎

仁（東京女子医科大学医学部医療安全科）

白鳥

義宗（東海国立大学機構医療健康データ統合研究教育拠点／名古屋大学医学

特別企画

部附属病院メディカル IT センター）
井部

市民
公開講座

■第 3 会場（1 階
13：50〜15：10

俊子（長野保健医療大学看護学部看護学科）

G7）


現地開催、LIVE 配信

パネルディスカッション 2

論文表彰

「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（ケアプロ株式会社 / 株式会社エイチ・ユウ・ジー）

加納佳代子（医療法人財団緑雲会多摩病院）

シンポジウム

パネリスト：合田

朝輝（Filo）

井倉

一政（NPO 法人三重ナースマネジメント協会）

植竹

真理（NPO 法人幸ハウス幸ハウス富士）

河瀨

愛美（株式会社伊豆おはな）

パネル
ディスカッション

山本智恵子（一般社団法人 ReFREL）

共催セミナー

15：20〜16：40

佐藤

真琴（株式会社 PEER）

山咲

凛子（日本ナースオーブ代表）

矢田

明子（Community Nurse Company 株式会社 代表取締役）

原國

政直（社会医療法人仁愛会浦添総合病院感染防止対策室）

パネルディスカッション 3

「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（名古屋大学医学部附属病院）

指定インフォメーション・
エクスチェンジ

パネリスト：小藤

幹恵（公益社団法人石川県看護協会）

田中かおり（医療法人渓仁会定山渓病院看護部）
須藤久美子（株式会社麻生医療事業開発部・飯塚病院）
主催委員会：日本看護管理学会

倫理委員会

インフォメーション・
一般演題（口演） 一般演題（示説）
エクスチェンジ
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B1

7校

第25回日本看護管理学会学術集会

The 25th Annual Conference of the Japan Academy of Nursing Administration and Policies

学術集会長
講演

【第2日目】8月29日（日）

現地開催、LIVE 配信

論文表彰

教育講演

9：30〜10：00

G5,G6）


特別講演

■第 1 会場（1 階

「病棟再編時の体験パターンによる看護職の分類とその特徴―クラスター分析から」
演者：舩越

千佳（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻看護管理学分野）

演者：大宮

10：10〜11：10

裕子（西武文理大学看護学部）

特別講演 4

―BSL4の存在と価値―」

市民
公開講座

「なぜ国産ワクチンの開発は遅れたのか
演者：冨岡

特別企画

「急性期病院を経て療養病床で働く中堅看護師のライフストーリー」

勉（自民党コロナ対策医療系議員団本部長／衆議院議員・内閣第一部会長）

座長：大島 敏子（日本看護連盟／ NPO 法人看護職キャリアサポート／フリージア・ナースの会）

特別企画

「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

惠子（聖隷クリストファー大学）

別府

千恵（北里大学病院）

教育講演 2

「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（独立行政法人労働者健康安全機構）

座長：渡邉

眞理（湘南医療大学）

パネル
ディスカッション

15：20〜16：40

和子（青森県立保健大学健康科学部看護学科）

鶴田

シンポジウム

14：00〜15：00

論文表彰

11：20〜12：20

シンポジウム 2

「COVID-19禍で発揮されるリーダ一シップとレジリエンス」
花井

和江（独立行政法人労働者健康安全機構）

共催セミナー

座長：中島

惠子（元 公益社団法人神奈川県看護協会）
直美（公益社団法人福井県看護協会）

高橋

弘枝（公益社団法人大阪府看護協会）

指定インフォメーション・
エクスチェンジ

シンポジスト：江守

鈴木美智子（公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター）

16：40〜16：50

閉会式

■第 2 会場（1 階

現地開催、LIVE 配信

シンポジウム 3

「スラッシャー時代
座長：餅田

インフォメーション・
一般演題（口演） 一般演題（示説）
エクスチェンジ

10：10〜11：10

G8）

20年先の働き方を考える」

敬司（京都橘大学看護学部看護学科 / 株式会社日本看護サービス）

シンポジスト：上妻 裕弥（一般社団法人ワーシャル 共同代表／株式会社ビジケア 代表取締役）

11：20〜12：20

荏原

優子（株式会社 Good Support Nurse）

奥田

晶子（一般社団法人フットヘルパー協会）

小宮

悦子（株式会社フリーステーション未来事業部）

餅田

敬司（京都橘大学看護学部看護学科／株式会社日本看護サービス）

教育講演 3

「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（横浜国立大学大学院国際社会科学研究院）

座長：渡邊千登世（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科看護管理学）
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7校

学術集会長
講演

13：50〜15：10

シンポジウム 4

特別講演

「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（医療法人財団緑雲会多摩病院）
濱田安岐子（NPO 法人看護職キャリアサポート）

教育講演

シンポジスト：菅原 由美（全国訪問ボランティアナースの会キャンナス／有限会社ナースケアー
／開業看護師を育てる会）

特別企画

川添

高志（ケアプロ株式会社／株式会社エイチ・ユウ・ジー）

前田

和哉（株式会社ハレ）

喜多

悦子（笹川保健財団 会長／日本赤十字九州国際看護大学 名誉学長／ジョン
ズホプキンス公衆衛生大学院 上級研究員）

15：20〜16：40

シンポジウム 5

市民
公開講座

「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（東京医科歯科大学）

シンポジスト：窪田

和巳（東京大学医学部附属病院企画情報運営部）

論文表彰

森田光治良（東京大学医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター）
森岡

典子（東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科）

伊藤沙紀子（大阪大学大学院医学系研究科 ゲノム情報学）

シンポジウム

■第 3 会場（1 階

パネル
ディスカッション

13：50〜15：10

G7）


現地開催、LIVE 配信

パネルディスカッション 4

「【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（西武文理大学看護学部）

パネリスト：川本利恵子（湘南医療大学医療保健学部看護学科）

共催セミナー

片山

典子（湘南医療大学医療保健学部看護学科）

田中

早苗（大和高田市立病院）

長坂

奎英（キッコーマン株式会社キッコーマン総合病院看護部）

米田

恵美（キャンナス池田）

指定インフォメーション・
エクスチェンジ

■オンデマンド配信
市民公開講座

「創作講談で語る『烈女フローレンス・ナイチンゲールから今に引き継がれる看護』」
演者：講談看護師

加納塩梅（渥美講談塾）

インフォメーション・
一般演題（口演） 一般演題（示説）
エクスチェンジ
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