
一般社団法人　日本看護研究学会 第42回学術集会　日程表 2016/7/6

【1日目】2016年8月20日（土）／つくば国際会議場

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 ポスター会場1 ポスター会場2

大ホール／2F 中ホール300／3F 中ホール200／2F 中会議室201／2F 中会議室202／2F 大会議室101／1F 大会議室102／1F
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16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

15:00-15:40

口演 第12群

災害看護

14:00-14:40

口演 第8群

精神看護②

15:30-17:30

教育講演2

臨床看護研究におけるコクラン系統的

レビューの読み方・活用術

森　臨太郎

大田　えりか

座長：松田　たみ子

12:00-13:00

総会

9:25-10:25

会長講演

先端科学と看護イノベーション

川口　孝泰

座長：宮腰　由紀子

13:00-13:50

口演 第1群

基礎看護①

14:00-14:50

口演 第5群

基礎看護②

11:00-12:00

奨学会研究発表

座長：石井　範子

10:30-12:00

交流集会1

臨床でのアディクション事例から、ア

ディクション看護の課題と限界を見極

める

10:30-12:00

交流集会2

空気圧式末梢循環促進装置を用いた

マッサージの評価に有用な指標の検討

14:00-14:50

口演 第6群

慢性期看護②

10:30-12:00

特別講演

革新的サイバニックシステムが拓く医

療・看護の未来

山海　嘉之

座長：川口　孝泰

13:30-15:00

教育講演1

筑波大学発ベンチャーが取り組む訪問

看護ステーションの起業

林　啓子

座長：小泉　仁子

13:00-13:50

口演 第3群

看護教育①

8:45-9:30

貼付時間

8:45-9:30

貼付時間

16:00-17:00

撤去時間

13:00-13:50

口演 第2群

慢性期看護①

15:00-16:00

示説4群発表

10:30-12:00

交流集会3

家族同心球環境理論にもとづく最先

端の家族インターベンション

13:30-14:30

示説1群発表

14:00-14:50

口演 第7群

看護教育②

16:00-17:30

交流集会4

長崎大学・福島県立医科大学災害・

被ばく医療科学共同専攻における放

射線看護教育

16:00-17:30

交流集会5

学習者中心のアクティブ・ラーニングに

向けたICT活用：看護eラーニングの

現在・過去・未来

16:00-17:30

交流集会6

終末期にある患者と家族の支援・交流

を促す介入―アプローチ方法の検討

開発―

16:00-17:30

交流集会7

新卒看護師のストレス対処能力を高

める支援－成長確認シートを用いた研

修－

16:00-17:00

撤去時間

15:00-15:50

口演 第11群

看護教育③

15:00-15:50

口演 第9群

がん看護

13:00-13:50

口演 第4群

精神看護①

15:00-15:40

口演 第10群

慢性期看護③

13:30-14:30

示説2群発表

9:30-16:00

示説　閲覧

9:30-16:00

示説　閲覧

15:00-16:00

示説3群発表

9:20-9:25 

開会挨拶（理事長） 

10:25-10:30 

次期学術集会長挨拶 



一般社団法人　日本看護研究学会 第42回学術集会　日程表 2016/7/6

【2日目】2016年8月21日（日）／つくば国際会議場

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 ポスター会場1 ポスター会場2

大ホール／2F 中ホール300／3F 中ホール200／2F 中会議室201／2F 中会議室202／2F 大会議室101／1F 大会議室102／1F
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9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00
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14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

13:00-14:30

教育講演5

口から食べる喜びを支援する包括的ア

プローチの有用性と食事介助技術

小山　珠美

座長：樋之津　淳子

14:30-15:00

撤去時間

11:00-12:30

教育講演4

宇宙での健康管理：

看護師への招待

井上　夏彦

座長：市村　久美子

14:30-15:00

撤去時間

13:30-14:30

示説7群発表

13:30-14:30

示説8群発表

9:30-14:30

示説　閲覧

9:30-14:30

示説　閲覧

10:00-10:40

口演 第14群

母子看護①

8:45-9:30

貼付時間

8:45-9:30

貼付時間

9:30-11:00

国際活動推進委員会企画

質的研究のシステマティックレビューの

国際的動向

今野　理恵

座長：前田　ひとみ

11:00-12:30

渉外担当企画

診療報酬を獲得できるエビデンスを

積み重ねる

－重症心身障害児の在宅生活を支え

る訪問看護事業－

泊　裕子

14:00-14:50

口演 第22群

急性期看護②

14:00-14:30

口演 第24群

母子看護③

11:00-11:40

口演 第17群

母子看護②

13:00-14:30

研究倫理委員会企画

看護研究における発表倫理を考える

(実践編)

山崎　茂明

9:30-11:00

教育講演3

健康医療サービスイノベーションと

ヘルスケア情報学

松下　博宣

座長：東　ますみ

10:00-10:50

口演 第13群

在宅・老年看護①

10:00-10:50

口演 第15群

看護管理①

15:00-16:30

交流集会8

看護が未来に果たす貢献とは何か　看

護のイノベーションを考える　～パラレ

ルキャリアとプロボノへの準備はじめませ

んか～

15:00-16:30

交流集会9

臨床に活かす大学院における看護学

の学び‐看護管理学を中心に‐

13:00-13:50

口演 第20群

看護教育④

11:00-11:50

口演 第18群

看護管理②

13:00-13:50

口演 第19群

急性期看護①

11:00-11:50

口演 第16群

在宅・老年看護②

15:00-17:00

シンポジウム

医療の情報化と看護情報学の未来

中山　和弘

亀井　智子

片平　伸子

座長：山内　一史、

佐藤　政枝

15:00-16:30

交流集会10

看護学研究の新たな展開と応用に向

けた取り組み～「ヒト」と「モノ」に着目し

て～

14:00-14:50

口演 第23群

看護教育⑤

13:00-13:50

口演 第21群

看護管理③

11:30-12:30

示説5群発表

11:30-12:30

示説6群発表


