
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

【閉会式】

【特別講演2】
ICTを活用した看護職の新たな活動モデル
～地域を基盤とした重症化予防、

高度実践看護～
講師：森山 美知子
座長：鎌田 久美子

【交流集会2】
すべての母子が安心して子育てできる

まちづくりを目指そう！！
講師：秦 美惠子・太山 由佳
座長：大平 貴子・宮川 祐三子

【交流集会9-1】
看護業務効率化先進事例アワード受賞
施設に学ぶ業務効率化（看護記録）
～自施設でできることを見つけよう～
講師：村上 久・藤野 泰平・小林 利絵子

座長：小坂 晶巳

【シンポジウム3】
看護職の力で行う人々の健康・療養支援
講師：川添 高志・小柳 弘恵・樋口 千恵子

座長：田母神 裕美

【シンポジウム5】
地域における戦略的看護職確保

講師：草野 哲也・森内 みね子・若月 裕子
座長：寺口 惠子

【シンポジウム4】
地域包括ケア推進に資する外来看護職の活動
講師：岩澤 由子・住谷 眞由美・伊東 紀揮

座長：吉川 久美子

【交流集会7】
看護の質改善に向けたデータの

読み解きを体験しよう
～DiNQLの新機能を使って質改善へ～
講師：鈴木 理恵・埜中 由美・今枝 加与

座長：佐々木 衿子

【交流集会5】
中小規模病院における施設内
教育の充実に向けた取り組み
講師：渡邉 ひろみ・浅田 孝章

座長：木澤 晃代

【交流集会1】
看護職のバーンアウトや離職を防ぐ

メンタルヘルスケア
～個人への効果的なセルフケアサポートと
組織によるラインケアを考える～
講師：萱間 真美・高橋 晶

座長：沼田 美幸

【一般公募企画5】
病院看護管理者の処遇（賃金）の現状から

見えること
～認定看護管理者会による

「看護管理者処遇アンケート」の結果から～
企画代表者：佐藤 美子

第2日 2022年9月2日（金）

講演 /シンポジウム
/交流集会

シンポジウム /交流集会
/閉会式

シンポジウム /交流集会
/一般公募企画

【一般公募企画6】
看護の未来を支配するもの
～Beyond the future～
企画代表者：餅田 敬司
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【一般公募企画4】
成人・小児混合病棟での

子どもの入院環境を考えよう！
企画代表者：及川 郁子

15:30～16:30

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②：愛知県】
在宅領域における切れ目ない看護サービスの提供

～プラチナナースを活用した訪問看護
夜間オンコール体制構築への挑戦～
講師：姫野 美都枝・加納 美代子

座長：三浦 昌子

【口演6群】
疾病・障がいとともに暮らすことへの支援

座長：岩井 久代

【ポスター7・8群】
7群 ： 健康回復・重症化予防における

ツールの活用　座長：寺島 由美
8群 ： 勤務環境の改善と継続教育
　　　　　座長：竹之内 卓

9群 ： 新型コロナウイルス感染症下の
看護管理　座長：須藤 礼子

10群 ： 採用者・異動者への教育
　　　　　座長：亀島 加代

11群 ： 身体拘束・行動制限と看護
　　　　　座長：松本 志保子

【一般公募企画1】
看護関連に関する施設基準管理
～看護職が施設基準を学ぶ意義～

企画代表者：川手 敬子

【口演8群】
新型コロナウイルス感染症下の看護管理

座長：原 理加

【都道府県看護協会公募企画①：北海道】
在宅看護から始める看護キャリア形成
～新卒看護師が在宅看護分野で

活躍するために～
講師：菊地 ひろみ
座長：山本 純子

【ポスター11群】

【特別企画】
「日本看護協会等が実施の調査報告」
登壇者：田上 京子・南平 直宏・鈴木 理恵・

中村 奈央／堀川 尚子・高田 昌代

【口演7群】
安全・安楽への支援
座長：斉藤 美香

【ポスター9・10群】
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