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日程表　1日目［ 2019年8月20日（火）］

5F （大ホール）
第1会場

10F （1009）
第2会場

10F （1008）
第3会場

10F （1004）
第4会場

8：30

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18:00

9：20～9：25　開会の辞

9:25～10:10
会長講演

研究成果をためる，つかう，ひろげる
－社会に評価される看護力－

泊 祐子
座長：前田 ひとみ

10：10～10：15　次期学術集会長挨拶

10:20～11:10
特別講演

質的研究の構築と発展
－理論から実践へ－

鯨岡 峻
座長：泊 祐子

11:20～12:20
教育講演Ⅰ

臨床研究データの集積と活用法
－Research Electronic Data 

Capture （REDCap）－
新谷 歩

座長：田中 マキ子

11:20～12:10
口演　1群

基礎看護・看護技術（1）
（O-001～005）
座長：今西 誠子

12:30～13:20
ランチョンセミナー1

看護師国家試験 学生は，どこに，
なぜ，どのように躓いているのか

児島 ひで美
共催：看護師国家試験 東京アカデミー

12:30～13:20
ランチョンセミナー2

人はなぜ乱れるのか～健康の正体
小林 弘幸

共催：ニプロ株式会社

13:30～14:30
教育講演Ⅱ

セラピーアイランド淡路島の構築を基盤とした
地域活性化と看護教育カリキュラム開発
―産官学連携により研究成果をつくり，

つかい，ひろげるために―
江川 隆子

座長：清水 安子

13:30～14:20
口演　5群
慢性期看護

（O-020～024）
座長：松浦 純平

13:35～15:05

学会特別企画1

将来構想委員会
看護保険連合 WG
市川 百香里
遠渡 絹代　
濱田 裕子　
座長：泊 祐子

13:35～14:35

交流集会1
カジノとギャンブル等

依存症対策基本法の問題
－看護の介入について－

14:30～15:20
口演　7群

リハビリテーション看護（1）
（O-030-034）
座長：藤田 君支

14:45～16:15

シンポジウムⅠ
社会にひろげる看護の

成果・知恵・経験
多田 真寿美
宇都宮 宏子
三輪 恭子　

座長：荒木 孝治　
　　　祖父江 育子

14:45～16:15

看護薬理学公開セミナー
クスリの効き方には

なぜ個体差があるのか
－ひとりひとりの患者さんの違いを

大切にする看護のために－
藤尾 慈

座長：柳田 俊彦

15:15～16:15

学会特別企画2

研究倫理委員会
北 素子

座長：山勢 博彰

15:30～16:20
口演　9群

リハビリテーション看護（2）
（O-039～043）
座長：平松 知子

16:30～17:30

会員総会
表 彰 等

18:00～19:30　懇　　親　　会　　　12F レストラン「グラントック」

8：30～　受付開始
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10F （1005）
第5会場

10F （1006）
第6会場

10F （1007）
第7会場

10F （1001～1003）
ポスター会場

10F （1001～1003）
展示会場

8：30

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18:00

8:30～10:00

ポスター
貼付

企
　
業
　
展
　
示
　
な
　
ど

10:00～16:20

ポスター
閲覧

11:20～12:10
口演　2群
看護管理（1）
（O-006～010）
座長：村上 礼子

11:20～12:00
口演　3群

母性看護・家族看護
（O-011～014）
座長：岡田 由香

11:20～12:10
口演　4群
精神看護（1）
（O-015～019）
座長：片岡 三佳

12:30～13:20
ランチョンセミナー3

『よく眠れる　眠りのお話！？』 
～睡眠の質を上げるヒケツとは！？～

青木 勝則
共催：東洋羽毛工業株式会社

13:30～14:20
口演　6群
看護教育（1）
（O-025-029）
座長：吾郷 美奈恵

13:30～14:20
示説1　P-001～048

 1群 看護管理（1）
 2群 看護管理（2）
 3群 看護教育（1）
 4群 看護教育（2）
 5群 看護教育（3）
 6群 看護教育（4）・外来看護

13:35～14:35

交流集会2
看護学教育モデル・コア・

カリキュラムにおける放射線
看護の具体的展開について

13:35～14:35

交流集会3
主体的な学びの好循環を生み

出す教育の仕掛け
－基盤教育と卒後教育における 
IBL 教育プログラムでの展開－

14:30～15:10
口演　8群
看護教育（2）
（O-035～038）
座長：小西 美和子

14:30～15:20
示説2　P-049～101

 7群 急性期看護（1）
 8群 急性期看護（2）
 9群 慢性期看護（1）
10群 慢性期看護（2）
11群 基礎看護・看護技術（1）
12群 基礎看護・看護技術（2）
13群 基礎看護・看護技術（3）

14:45～15:45

交流集会4
看護における対話の可能性
～オープンダイアローグの
　　　　　紹介・体験～

14:45～15:45

交流集会5
患者とその家族の価値観を

尊重する意思決定支援プロセス
15:30～16:20

口演　10群
看護教育（3）
（O-044～048）
座長：長家 智子

15:30～16:20
示説3　P-102～153

14群 看護教育（5）
15群 看護教育（6）
16群 看護教育（7）
17群 看護教育（8）
18群 看護教育（9）
19群 看護教育（10）
20群  看護教育（11）・看護理論

16:20～17:00
ポスター
撤去
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10F （1004）
第4会場

8：30

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

5F （大ホール）
第1会場

10F （1009）
第2会場

10F （1008）
第3会場

日程表　2日目［ 2019年8月21日（水）］

9:00～10:00

基調講演
ケアの科学と政策
広井 良典

座長：小林 道太郎

9:00～10:10

学会特別企画3

編集委員会

吉田 澄恵
工藤 美子

9:00～10:30

学会特別企画4

国際活動推進委員会

吉沢 豊予子
岡 美智代　
森山 ますみ
中平 みわ　

9:00～10:00

交流集会6

実習指導場面を可視化して状況
を変えるポイントを掴む（第2弾）
－状況分析ツールを体験する－

10:10～11:10

教育講演Ⅲ
看護ガイドラインの基盤となる

研究成果の活用と構築
神田 清子

座長：山勢 博彰

10:10～11:10

交流集会7
キネステティク・クラシックNeo

から学ぶ最先端介助技術
“相手を抱えない，持ち上げない”
お互い楽になる介助を目指した

取り組み

10:40～11:40

交流集会8
取り組んだ研究の成果を国際

誌上で公表するための取り組み
～和文誌への投稿から英文誌へ～

10:40～11:40

交流集会9
医療的ケアの必要な子どもの

教育を保障する看護
11:20～12:00

学会特別企画5
将来構想委員会

広報 WG
塩飽 仁

12:05～12:55

ランチョンセミナー4
看護師国家試験 学生は，どこに，
なぜ，どのように躓いているのか

児島　ひで美
共催：看護師国家試験 東京アカデミー

12:05～12:55

ランチョンセミナー5
携帯電話の電磁波って危ないの？
－WHO の見解を紹介します－

大久保 千代次
共催：	一般財団法人電気安全環境研究所

電磁界情報センター

13:10～14:40

シンポジウムⅡ
診療報酬につながる研究成果の

示し方・つかい方
箕浦 洋子
渡邉 眞理
叶谷 由佳

座長：山口 桂子
　　　越村 利惠

13:10～14:10

交流集会10
若手看護系大学教員の

キャリア開発支援：
看護系大学教員 “ 不足 ” の

解決策を探る

13:10～14:10

交流集会11
理論と実践の架橋・往還：

“ 家族同心球環境理論研究会 ”と
“CSFET 式ナースの家族お悩み

相談室 ” の運営・参加から

13:10～14:10

交流集会12
明日からの実践のヒントを得る

－急性・重症患者看護，
精神看護，家族支援専門
看護師の家族看護実践－

14:20～15:20

交流集会14

すべての女性への新たな看護ケア
～その人らしく生きることを
応援する岩井式メイクセラ

ピーの臨床への応用～

14:20～15:20

交流集会15

看護学実習や臨床現場で
実践する倫理カンファレンス

～体験を通した検討～15:00～15:50

市民公開講座
ちょっとしたコツで変わるオーラルケア

－古くて新しい方法－
寺井 陽彦

座長：松上 美由紀

15：50～15：55　閉会の辞

8：30～　受付開始
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10F （1005）
第5会場

10F （1006）
第6会場

10F （1007）
第7会場

8：30

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

10F （1001～1003）
ポスター会場

10F （1001～1003）
展示会場

8:30～9:30

ポスター貼付

企
　
業
　
展
　
示
　
な
　
ど

9:00～9:50

口演　11群
急性期看護（1）
（O-049～053）

座長：城丸 瑞恵

9:00～9:40

口演　12群
看護教育（4）
（O-054～057）
座長：市江 和子

9:00～9:50

口演　13群
地域看護・外来看護
（O-058～062）

座長：中西 純子
9:30～15:00

ポスター閲覧

10:00～10:40

口演　14群
急性期看護（2）
（O-063～066）
座長：網島 ひづる

10:00～10:50

口演　15群
看護教育（5）
（O-067～071）

座長：清水 由加里

10:00～10:50

口演　16群
健康増進・予防看護・

公衆衛生看護
（O-072～076）

座長：尾形 宗士郎

10:00～10:50
示説4　P-154～191

21群 小児看護（1）
22群 小児看護（2）
23群 家族看護
24群 精神看護（1）
25群 精神看護（2）

11:00～11:50

口演　17群
がん看護・緩和ケア
（O-077～081）

座長：国府 浩子

11:00～11:50

口演　18群
看護教育（6）・看護史・

看護理論
（O-082～086）
座長：佐々木 真紀子

11:00～11:50

口演　19群
在宅看護

（O-087～091）

座長：成瀬 早苗

11:00～11:50
示説5　P-192～230

26群 母性看護
27群 老年看護（1）
28群 老年看護（2）
29群 老年看護（3）
30群 老年看護（4）

12:05～12:55
ランチョンセミナー6

診療報酬に結びつく
看護研究とエビデンス

～慢性疾患患者の支援充実に向けて～
数間 恵子

共催：	武田薬品工業株式会社
ジャパンメディカルオフィス

13:10～14:00

口演　20群
基礎看護・看護技術（2）
（O-092～096）

座長：近藤 由香

13:10～14:00

口演　21群
看護管理（2）
（O-097～101）

座長：宮林 郁子

13:10～14:00

口演　22群
老年看護・精神看護（2）
（O-102～106）

座長：多喜田 恵子

13:10～14:00
示説6　P-231～268

31群 リハビリテーション看護
32群 終末期ケア・緩和ケア
33群 がん看護（1）
34群 がん看護（2）
35群 がん看護（3）・感染看護

14:10～14:50

口演　23群
基礎看護（3）・放射線看護

（O-107～110）
座長：堀口 雅美

14:10～15:00

口演　24群
看護管理（3）
（O-111～115）

座長：大久保 清子

14:10～15:10

交流集会13
エビデンスに基づく

上肢リンパ浮腫患者の
運動療法

14:10～15:00
示説7　P-269～304

36群 健康増進・予防看護
37群 公衆衛生看護・地域看護
38群 在宅看護（1）
39群 在宅看護（2）
40群 在宅看護（3）

15:00～15:40

ポスター撤去


