学校長会
開催日
会 場

平成21年 5月15日（金）
アルカディア市ヶ谷（私学会館）

内 メインテーマ
講演テーマ
「わが国の看護師養成の歴史とこれからの課題」
及び講師
―これからの看護職養成を考える―
山田 里津（日本看護学校協議会 会長）

平成22年 5月18日（火）
アルカディア市ヶ谷（私学会館）
「看護師養成所における自己点検・自己評価」
～教員の継続教育に関すること～
講師 齊藤 茂子 氏
(東京工科大学医療保健学部基礎看護学

平成23年 5月30日（月）
アルカディア市ヶ谷（私学会館）
「看護師等養成所の管理運営について」
「新しい評価の考え方と卒業要件のあり方について」
講師 田中 耕治 氏
(京都大学大学院教育学研究科 教授）
教授)

容
その他

議題
1. 協議事項
1）学生確保対策について
①高等学校に向けてのPR
②国民に向けてのPR
③行政への提言（案）
2）その他
2．会員からの質問について

開催日
会場

平成24年 6月12日（火）
アルカディア市ヶ谷（私学会館）

実態調査報告
1．看護師等養成所卒業生の早期離職に関する実態調査
2．看護師等養成所における自己点検・自己評価に関する
実態調査（中間まとめ）
議事
1．協議事項
1）多様化する入学生への対応について
2）新任教員研修計画について
3）学校自己評価に関する協議会への期待について
2．会員からの質問など

平成25年 5月27日（火）
アルカディア市ヶ谷（私学会館）

内 メインテーマ 「専修学校の質保証・向上に資する取り組み」
「看護師等養成所教育の質保証・向上への取り組み」
講演テーマ
「専修学校の今後の展望～質保証・向上に資する取り組みの 「専修学校教育の質保証～専修学校における学校評価ガイド
及び講師
実態調査の考察を含めて～」
ラインから～」
講師 菊田
薫 氏
講師 圓入 由美 氏
（全国専修学校各種学校総連合会 事務局長）
(文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課
専修学校 教育振興室 室長）

話題提供「特定看護師（仮称）について」
講師 星
北斗 氏
(ポラリス保健看護学院学院長、当協議会常任理事、
厚生労働省主催「我が国のチーム医療に関する
検討会」委員）
質問・提案について

平成26年 6月 9日（金）
アルカディア市ヶ谷（私学会館）
「情報管理と倫理」
1．基調講演
「基礎教育で教えなければならない情報リテラシー」
講師 中山 和弘 氏
（聖路加国際大学 看護情報学 教授）
2．講演「SNSにおける個人情報の取り扱いについて」
講師 吉岡 讓治 氏
（アンカー法律事務所弁護士、当協議会顧問弁護士）

容
その他

協議
1.「実態調査」報告
1）「看護師等養成所の管理運営等に関する実態調査
中間報告」
2）「実習指導教員の配置及び業務内容に関する実態
調査報告」
2.

会員からの提案・質問

情報提供
1.「少子高齢化、地域包括ケア時代の総合的な教育体系
づくりと中核的看護人材の育成」について
発表者
清崎 昭紀 氏・百瀬 栄美子 氏
(学校法人麻生塾 経営企画室長・
専門学校麻生看護大学校 副校長）
2.「看護学校における教育倫理指針」について
発表者 藤長 すが子 氏
（専門学校日本福祉看護・診療放射線学院 副学院長）
実態調査結果報告
1.「看護師等養成所の管理・運営等に関する実態調査」
2.「小児・母性看護学実習に関する実態調査」

報告事項
1.「大学卒業者(看護以外)・社会人経験者への教育上の
支援のあり方に関する特別事業」について
2．｢教務主任養成講習会受講状況に関する調査報告」

開催日
会場

平成27年 5月25日（月）
アルカディア市ヶ谷（私学会館）

内 メインテーマ 「看護基礎教育の未来に向けた看護学校運営のあり方」
講演テーマ
「これからの保健・医療・福祉の情勢について」
及び講師
講師 星
北斗 氏
（ポラリス保健看護学院学院長、
一般社団法人福島県看護学校協議会会長、
当協議会常任理事）

平成28年 6月13日（月）
アルカディア市ヶ谷（私学会館）
「看護基礎教育の未来に向けた看護学校運営のあり方」
1. 講話「看護師等免許保持者の届け出制度の周知について」
講師 石川 賢司 氏
(厚生労働省医政局看護課 看護職員確保対策官）
2. 講演「地域包括ケアにおける看護師の役割」
講師 高砂 裕子 氏
(一般社団法人全国訪問看護事業協会 常務理事）

容

その他

実態調査報告及び意見交換
1. ｢看護師等養成所の管理・運営等に関する実態調査」
(中間報告）
2. 意見交換

情報提供
1．｢看護師養成所における看護基礎教育に関する調査結果」
2．｢看護学生と他職種学生との合同教育の実態調査結果」

開催日
会場

平成30年 5月30日（水）
アルカディア市ヶ谷（私学会館）

令和元年 5月29日（水）
アルカディア市ヶ谷（私学会館）

内 メインテーマ
講演テーマ
1．情報提供「看護行政の動向について」
及び講師
講師 島田 陽子 氏
（厚生労働省医政局看護課 課長）
2．講演「これからの専門学校教育」
講師 寺田 盛紀 氏
（岡山理科大学キャリア支援センター 教授）
3．講演「変わる日本の教育～資質能力形成への転換～」
容
講師
若江
眞紀 氏

「カリキュラム改正にむけて、今取り組むべき課題」
1. 講演 「これからの看護教育行政」
講師 関根 小乃枝 氏
（厚生労働省医政局看護課 教育体制推進官）
2. 講演 「カリキュラムの評価と開発」
講師 松田 安弘 氏
（群馬県立県民健康科学大学 教授）

（株式会社アクセプト及び株式会社キャリアリンク代表取締役）

その他

協議・報告
1．｢看護師等養成所の管理・運営等に関する実態調査
報告」
2．協議（質問事項への応答など）

協議会からの報告
1．｢看護基礎教育検討会」の進捗状況に関すること
2．｢看護師等養成所の管理・運営等に関する実態調査」
結果に関すること
3．｢教務主任養成講習会」に関すること
協議事項

平成29年 5月30日（火）
アルカディア市ヶ谷（私学会館）
1．情報提供「看護行政の動向について」
講師 島田
陽子 氏
(厚生労働省医政局看護課 課長）
2．情報提供「専修学校関係予算及び政策に関すること」
講師 白鳥
綱重 氏
（文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課
専修学校教育振興室 室長）
3．講演「専門学校の振興と質保証～専門職大学の動向、
看護専門学校の現状を踏まえて～」
講師 関口
正雄 氏
（東京メディカル・スポーツ専門学校 校長、
全国専修学校各種学校総連合会 常任理事）
報告
1．｢看護師等養成所の管理・運営等に関する実態調査の
報告」
2．｢看護教員・実習指導者の養成及び継続教育の今後の
あり方に関する調査の報告」
協議
「カリキュラム改正に関すること」

