
第1会場
大ホール

第53回（2022年度）日本看護学会学術集会
テーマ：変化する社会で求められる看護の役割 ～地域における健康・療養支援の強化～

日　程　表

第2会場
特別会議場

第 3会場
中ホール

【開会式】
【基調講演】

変化する社会で求められる看護の役割
～地域における健康・療養支援の強化～

講師：福井 トシ子
座長：髙橋 久美子

【教育講演】
看護におけるEBPM／
EIPMの推進に向けて
講師：林田 賢史
座長：井伊 久美子

【交流集会8】
心身の負担の少ないシフト

～頻繁な昼夜遷移が生じない夜勤・
交代制勤務について～
講師：小村 由香・奥 裕美

座長：矢野 理香

【セミナー3】
明日からできる実践での研究活動！
講師：山勢 博彰・今泉 千代

座長：太田 真里子

【特別講演1】
未来に向けた看護のパラダイムシフト

～「深化」と「拡張」～
講師：大谷 泰夫
座長：勝又 浜子

【セミナー1】
看護職員の賃金について考えてみよう

～私たちの賃金はどのように決まっているのか～
講師：福井 トシ子　　座長：橋本 美穂

【都道府県看護協会公募企画⑤：大阪府】
地域完結型大阪モデル

～大阪府看護協会感染管理地域ネットワークの構築～
講師：高濱 正和・坂本 麗花・岡森 景子

座長：高橋 弘枝

【交流集会3】
看護専門職としての倫理観の醸成に向けて
～「看護職の倫理綱領」を活用した教育支援～
講師：久保 祐子・吉岡 幸・千葉 美恵子

座長：森内 みね子

【シンポジウム1】
医療機関から飛び出そう！

女性の健康支援には看護職の力が必要だ！
講師：関 正節・宮下 美代子・小嶋 由美

座長：井本 寛子

【シンポジウム2】
看護補助者を確保するためのヒント

～自施設ですぐできることを見つけよう～
講師：久保 祐子・後藤 友美・小野 惠美子

座長：秋山 智弥

【都道府県看護協会公募企画④：大阪府】
経験と勘に基づくケアから科学的
エビデンスに基づくケアへ変換！！
講師：小川 真里子・坂田 薫・松本 勝

座長：高橋 弘枝

【セミナー2】
医療・看護に係る国際動向

講師：手島 恵・安西 恵梨子　座長：中野 夕香里

【セミナー4】
令和4年度診療報酬改定のポイント
講師：吉川 久美子　座長：岩澤 由子
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口演会場 1
小ホール

口演会場 2
204

ポスター会場
206

【都道府県看護協会公募企画③：大阪府】
大阪府におけるACPの普及推進

～ACP支援専門人材育成事業の報告～
講師：東野 朱美・木下 朋子

座長：高橋 弘枝

【口演5群】
在宅療養移行支援
座長：並木 奈緒美

【口演3群】
心身の健やかな成育への支援

座長：渡邊 輝子

【口演1群】
健やかに生まれ・育つことへの支援

座長：佐藤 君江

【口演4群】
精神疾患をもつ患者の看護

座長：熊谷 恒子

【口演2群】
勤務環境の改善と継続教育

座長：竹島 裕美

都道府県協会公募企画
/口演発表 口演発表 ポスター発表

【ポスター1・2群】
 1群：健やかに生まれ・育つことへの支援

座長：早川 ひと美
2群：高齢者の健康維持増進への支援

座長：伊波 早苗

【ポスター3・4群】
 3群：在宅療養移行支援
　 座長：矢口 亜希子
4群：チーム医療　　　
　 座長：酒井 陽子

【ポスター5・6群】
 5群：看護職の業務に対する困難感
　　　座長：松本 康代
6群：教育方法・スキル向上
　　　座長：佐藤 陽子
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