2019/5/10

6月8日（土）
受付
1F 大集会室 ロビー

第1会場
1F 大集会室

第2会場
3F 中集会室

第3会場
3F 小集会室

第4会場
B1F 大会議室

第5会場
2F 第6〜8会議室

ポスター会場
第2会場内

9:00

10:00

9：30～１0：30
評議員会

開会式 10：55～11：00

11:00

10：30～12：00
ポスター貼付け時間

11:00～12:00
総会

12:00

12:20～13：10
会長講演
「格差社会の中で看護倫理を考える」
座長：高田 早苗（日本赤十字看護大学）
演者：勝原 裕美子（オフィスＫＡＴＳＵＨＡＲＡ 代表）

13:00
10：30～16：30
受付

13：20～14：20
口演1 【倫理教育】
座長：山田 聡子（日本赤十字豊田看護大学）
演者
國松 敬介
(大阪府済生会吹田病院)
相原 ひろみ (愛媛県立医療技術大学)
安藤 満代 ( 聖マリア学院大学)
原口 梨那
(星槎大学大学院 教育学研究科)

１3：20～14：30
基調講演
「格差社会の現状と課題」
座長：勝原 裕美子
（オフィスＫＡＴＳＵＨＡＲＡ 代表）
演者：橘木 俊詔（京都女子大学 客員教授）

14:00

14：40～16：20
ワークショップ1

15:00

15：00～16：40
シンポジウム
「病いとともに生きる人々の暮らしと
命を支える看護実践の倫理」
座長
添田 百合子（創価大学）
池添 志乃（高知県立大学）
演者
下村 晃子（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 慢性
疾患看護専門看護師）
梅田 道子（NPO法人HEALTH SUPPORT HINATA／
訪問看護ステーションひなた）
松田 光恵（訪問看護ステーションひなた）
任 和子（京都大学大学院医学研究科）
小迫 冨美惠（横浜市立市民病院）

16:00

「倫理委員会開催ライブ:
いのちの処方箋を考える」
司会：太田 三徳

13：20～14：20
口演2 【身体拘束・安全】
座長：伊東 美佐江
（山口大学大学院医学系研究科）
演者
尾﨑 宏明 (北播磨総合医療センター HCU所属)
松藤 香織 (地方独立行政法人 りんくう総合医療センター )
近藤 恵子 (独立行政法人地域医療機能推進機構
九州病院 がんセンター )
上野 友紀 (鹿児島大学病院 B7病棟)

１4：30～１5：30
14：30～15：30
教育講演1
指定交流集会1
「格差社会におけるセーフティーネットの構築と在宅看
「編集委員会企画：
護」
臨床での問いを研究にまとめるプロセス」
住み慣れた地域で最期の時を!!
企画者：鶴若 麻理（日本看護倫理学会編集委員会）
座長：久保田 聡美（高知県立大学 看護学部）
演者
演者
1石山真寿子 2福田順子 3小山明美
山下眞実子（訪問看護ステーションコスモス 所長）
1伊勢崎市民病院
2大島病院 3慈雲堂病院

（大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター）
演者（ 当日、倫理委員会委員役割）
太田 勝正（名古屋大学医学系研究科）
太田 三徳（大阪はびきの医療センター）
15:40～16:40
妙中 信之（宝塚市保健福祉サービス公社／
交流集会1
介護老人保健施設ステップハウス宝塚）
「倫理的意思決定プロセスモデルの使い方について」
青柳 明子（北里大学メディカルセンター）
企画者：渡邊 仁美（鳥取大学医学部附属病院）
大串祐美子 （医療法人東札幌病院 看護部長）蓮尾
共同著者
久美（一般社団法人らふ 代表理事）
1嘉本 賢哉 1黒田 久美世 1浅井 敦子 1角田 紫
2勝原 裕美子
1.鳥取大学医学部附属病院
2.オフィスKATSUHARA

15:40～16:40
交流集会2
「臨床に活かす看護倫理教育―
格差社会の中で看護はどうあるべきか」
企画者：堀井 泰明（天使大学）
共同著者
1永田まなみ 2泉澤真紀
1.熊本大学大学院 生命科学研究部 環境社会学部
門 看護学分野
2.旭川大学 保健福祉学部 保健看護学科

13：20～14：50
ラウンドテーブルディスカッション1
「看護実践の中の“脆弱性”と看護倫理」
座長
山下 早苗
（静岡県立大学看護学部・看護学研究科）
坂田 三允
（医療法人社団新新会 多摩あおば病院看護部（顧
問））
演者
大石 志津（静岡県立こども病院 看護師）
稲野 聖子（市立池田病院）
北別府 孝輔（倉敷中央病院）

15：10～16:40
ラウンドテーブルディスカッション2
「看護における組織文化と倫理」
座長
勝山 貴美子
（横浜市立大学）
中尾 久子
（九州大学医学研究院保健学部門看護学分野）
演者
前田 朝子（天使大学 看護栄養学部 看護学科）
中川 典子（京都第二赤十字病院 看護部）
友田 尋子（甲南女子大学看護リハビリテーション学
部）

17:00

6月9日（日）
受付
1F 大集会室ロビー

第1会場
1F 大集会室

第2会場
3F 中集会室

第3会場
3F 小集会室

第4会場
B1F 大会議室

第5会場
2F 第6〜8会議室

ポスター会場
第２会場内

9:00

9：30～１0：30
教育講演２
「現象学から見えるものー看護師の語りから出発し
て」
座長:安藤 広子
（日本赤十字秋田看護大学）
演者
村上 靖彦（大阪大学 人間科学研究科）

10:00

１0：50～11：50
教育講演３
「ヘルスリテラシーがもたらす意思決定の格差」
座長: 細田 泰子
（大阪府立大学大学院看護学研究科）
演者 中山 和弘（聖路加国際大学）

11:00

10：30～11：40
ワークショップ2
「倫理コンサルテーションライブ:
臨床看護の倫理課題を相談してみよう」
座長
田中 京子（大阪府立大学）
部川 玲子（北見赤十字病院 看護部）
演者
藤田 冬子（神戸女子大学 看護学部）
吉田 智美（滋賀県立総合病院）
寺岡 征太郎（和洋女子大学）

9:50～10:50
口演３ 【意見提言】
座長：麻原 きよみ
（ 聖路加国際大学大学院看護学研究科）
演者
甲斐 博美 (大分県立看護科学大学 )
小西 恵美子 (鹿児島大学医学部)
柳井 圭子 (日本赤十字九州国際看護大学)
西田 絵美( 新潟県立看護大学)

11：00～11：45
口演4【健康とくらし】
座長：八尋 道子 （佐久大学）
演者

9:50～1１：50
ワークショップ3
「看護倫理教育コーチングライブ:
惹きつけられる看護倫理教育を考えよう」
座長
小野 美喜（大分県立看護科学大学）
足立 智孝（亀田医療大学
演者
ウイリアムソン 彰子（神戸大学医学部附属病院）
竹之内 沙弥香（京都大学医学部附属病院）
小笹 由香（東京医科歯科大学医学部附属病院）
相原 ひろみ（大阪府立大学看護学研究科）

9：50～10：50
口演６【倫理的行動】
演者
高野 智早 （福井大学医学部附属病院 看護部）
山本 麻記子 （名古屋大学大学院医学系研究科 看
護学専攻）
田口 めぐみ （新潟大学医学部保健学科）
渡邊 仁美 （鳥取大学医学部附属病院）

11:00～12:00
口演7【倫理カンファレンス】
座長：白鳥さつき （一宮研伸大学）
演者
関 秀一郎 (諏訪赤十字病院 救命救急センター)
浜谷 千枝子 (白十字会白十字病院看護部)
中島 里美 (佐久市立国保浅間総合病院 )
上澤 弘美 (総合病院 土浦協同病院 看護部 )

森 加苗愛 (大分県立看護科学大学 成人・老年看護学研究
室)
泉澤 真紀( 旭川大学 保健福祉学部保健看護学科)
高桑 郁子 (横浜国立大学大学院都市イノベーション学府)

12:00

11：50～12：20
ポスター前ディスカッション

9：15～15：30
受付

13:00

14:00

13：30～14：30
市民講座
「幸福の視点とケアの倫理」
ポジティブな倫理学としての幸福学とは何か
座長:勝原 裕美子
（オフィスＫＡＴＳＵＨＡＲＡ 代表）
演者：前野 隆司(慶應義塾大学 大学院システムデ
ザイン・マネジメント研究科)

１2：20～13：20
基調講演
「格差社会の現状と課題」

12：20～13：20

座長：勝原 裕美子
（オフィスＫＡＴＳＵＨＡＲＡ 代表）
ビデオ投影予定

ユニ・チャーム メンリッケ株式会社

13：30～14：30
指定交流集会2
「身体拘束の解除ではなく、身体拘束を予防する看護実践を考えよう！」
企画者：内山 孝子（指定交流集会2）
共同著者
1浅井さおり 2大串祐美子 3友竹千恵 4三浦直子
5長谷川美栄子 6北村愛子
1.日本医療大学 2.医療法人東札幌病院 3.目白大学
4.医療法人渓仁会札幌西円山病院

昼食

13：30～14：30
口演5【倫理的感受性・ジレンマ】
演者
角 智美 （茨城県立中央病院）
松浦 利江子 （人間環境大学看護学部）
増田 ちひろ（ 旭川赤十字病院）
高野 典子 （独立行政法人 労働者健康安全機構 和
歌山労災病院）

ポスター展示

13：30～14：15
口演8【卒業研究・事例】
演者
加藤 久代 （京都岡本記念病院 看護部 ）
原田 こなみ （大分県立看護科学大学 看護学部 看
護学科）
髙田 美聡 （大分県立看護科学大学）

13:30～14：40
ラウンドテーブルディスカッション３
「看護における“良い実践”と看護倫理」
座長
小西 恵美子（鹿児島大学医学部）
青山 ヒフミ（甲南女子大学）
演者
乾 早苗（金沢大学附属病院 救急部）
野口 忍（社会医療法人仙養会 北摂総合病院）

5.医療法人東札幌病院 6.大阪府立大学

15:00

14:40-16:10
パネルディスカッション
「看護と責任:格差社会の中で考える看護倫理」
座長
八代 利香（鹿児島大学）
林 千冬（神戸市看護大学）
演者
田村 恵子（京都大学大学院医学研究科）
松本 京子（神戸なごみの家 所長）
山口 育子（COML 理事長）

16:00
16：10～16：20 閉会式

17:00

14：40～15：40
交流集会３
「貧困の連鎖：虐待･性風俗･薬物依存症事例に
看護職はどう向き合うか」
企画者：舩山 健二
（新潟県立看護大学地域生活看護学領域精神看護
学)
五十嵐 愛子
文京学院大学 保健医療技術学部 看護学科
精神看護学

14：40～15：40
交流集会4
「子どもが置かれている社会で、
子どもを擁護する看護師からの提言」
企画者：山下早苗
（静岡県立大学看護学部・看護学研究科
小児看護学教授）

14：30～15：00(30分)
14：30～15：00
ポスター前ディスカッション
ポスター前ディスカッション
(P1)

