
          「看護基礎教育の力で未来を切り拓く　～新たなる挑戦～」

時間 内容

  9：00 ～  開場・受付

  9：20 ～  9：30  オリエンテーション

  9：30 ～ 10：00  開会式

 10：00 ～ 10：30  講演　「看護行政の動向」

 10：40 ～ 12：00

　 　講師　　山内豊明氏（放送大学大学院　教授）

 12：00 ～ 13：00  昼食

 13：00 ～ 14：30  講演　「臨床判断能力を育成するための看護診断」

 14：40 ～ 16：10

 16：20 ～ 17：50  演題発表（口演・示説）

 18：30 ～ 20：30

時間 内容

  9：00 ～  開場・受付

  9：10 ～  9：15  オリエンテーション

  9：20 ～ 11：10

 11：20 ～ 12：05  演題発表（口演・示説）

 12：05 ～ 13：00  昼食

 13：00 ～ 14：20  演題発表（口演・示説）

 14：30 ～ 15：30  特別講演　「四国の道・看護の道」

 15：35 ～ 15：45

　

テーマ

8月23日（金）　　学会1日目

　　コーディネータ　片山　陽子氏（香川県立保健医療大学 教授）

　　講師　　菅 智潤氏（真言宗善通寺管長・総本山善通寺派法主）

　講師　岡本麻美子氏（厚生労働省医政局看護課　看護教育係長）

　　 講師　　江川隆子氏（関西看護医療大学　学長）

 シンポジウム　「これからの在宅看護の教育の方向性」

 閉会式　　 次年度第32回学会(北海道)の案内

8月24日（土）　　学会2日目

　　シンポジスト　　長内　秀美氏（香川県看護協会高松訪問看護ステーション 所長）

　　　　　　　　　　尾崎　美智氏（訪問看護ステーションたきのみや 所長）

　　　　　　　　　　阿部美知子氏（四国医療専門学校 教員）

   第３１回（一社）日本看護学校協議会　学会

 講演　「これからの看護基礎教育～第5次カリキュラム改正を見据えて～」

     講師　　池西静江氏（一般社団法人日本看護学校協議会　会長）

 懇親会（サンポートホール高松シンボールタワー30階　アリスin高松）

             〒760-0019　　香川県高松市サンポート2番1号

              TEL 087-825-5000

 講演　「フィジカルアセスメント能力を定着させる教育方法」

　開催日　　２０１９年８月２３日【金】・２４日【土】
　会　場　　サンポートホール高松

ご案内

プログラム

ひら



　　　              　学会長　大麻　悦冶

　

演題発表者、学会に参加される方は、事前に申し込んでいただく必要があります。
学会ホームページからアクセスし、お申し込み下さい。

学会ホームページ　(一社)日本看護学校協議会　http://www.nihonkango.org/society.html
TEL　03-3537-7381　　FAX 03-3537-7382

2019年5月7日[火]～7月12日[金]

会員校一人　10,000円　　非会員校一人　12,000円
当日参加の会員校は11,000円、非会員校は13,000円とさせていただきます。
学会1日目（8月23日）の終了後、懇親会を開催します。多数ご参加下さい。
(場所　サンポートホール高松　　タワー棟30F　アリスin高松　TEL　087-823-6088　参加費6,500円） 

学会参加費及び懇親会参加費のお支払いにつきましては、上記学会ホームページからお申込みいただき、
指定の口座へ期日までにお振込みいただきますようお願い申し上げます。

　
    一般社団法人日本看護学校協議会学会は、看護学教育、看護基礎教育の質的向上を図り、日本の保健
医療福祉の充実と発展に寄与することを目的とし、31年目を迎えます。
　 平成元年の第1回学会から「看護の本質」を主軸とし、常に社会の情勢による看護行政の変革に呼応した
テーマを掲げ、専任教員をはじめ、学校職員の教育実践に根差した研究を発表し、ディスカッションを通して相
互に学びあう場として参りました。
　　前回の第30回学会は「看護教育維新～学生が輝くために～」をテーマとし、学生の学びと成長を主体とし
た専門職連携教育の考え方の示唆もあり、皆さんとともに考える機会を持てて大変有意義な学会でした。
　  第31回学会は、「看護基礎教育の力で未来を切り拓く～新たなる挑戦～」をメインテーマとし、香川県高松
市で開催いたします。平成30年4月、厚生労働省の「看護基礎教育検討会」が発足し、看護基礎教育（保健
師、助産師、看護師、准看護師）について
  ○看護基礎教育を取り巻く現状と課題
  ○将来を担う看護職員に求められる能力
  ○免許取得前に習得すべき能力を養うために必要な教育内容と方法
  ○教育の多様性への対応（教育方法、教育体制等）
  ○今後の教員や実習指導者のあり方について検討されています。社会の期待に応える看護師を養成するに
は①臨床推論力を養う教育やフィジカルアセスメント能力の強化ができる教育②複雑な状況にある人を全人
的に捉え、判断し対応する実習の強化③在宅領域に関する教育の追加等の教育内容の見直しを掲げていま
す。そこで第31回学会では、関西看護医療大学学長　江川隆子氏から「臨床判断能力を育成するための看護
診断」について、放送大学大学院教授　山内豊明氏から「フィジカルアセスメント能力を定着させる教育方法」
についてご講演頂き、さらにシンポジウムを通し「これからの在宅看護の教育の方向性」について講義・演習・
実習のあり方など、具体例を基に考えます。
　 今回は新カリキュラム改正に向けて各看護師等養成施設が、自校の教育課程の構築ができるよう、検討会
の委員である池西静江会長から「これからの看護基礎教育　～第5次カリキュラム改正を見据えて～」につい
てお話し頂き、各養成施設の新たなる挑戦を期待したいと思います。さらに四国八十八か所霊場開祖の空海
の教えから心の教育や思いやりの心・おもてなしの心で人に寄り添える教育はいかにすべきかを総本山善通
寺派法王で真言宗善通寺管長の菅智潤氏に「四国の道・看護の道」と題してご講演頂きます。
   8月23日（金）、24日（土）の2日間、皆様とともに看護専門職者の資質を高め、看護実践能力を発展させるこ
とを目指した看護基礎教育のあり方について考えたいと思います。
   学会開催に当たり、関係機関並びに関係者諸氏の深いご理解とご支援を賜りましたことに厚くお礼申し上
げます。

　　　　　　　　               第31回　（一社）日本看護学校協議会　学会

学会長あいさつ

学会参加申し込み方法

参加申込期間

学会参加費及び懇親会参加費



看護基礎教育（実習施設も含む）に関わっている方。
一般社団法人日本看護学校協議会の会員校、非会員校を問いません。

･別記の「一般演題申込書」にご記入の上、下記メールアドレスに送付してください。

・「抄録」は、メールにて下記宛ご送付下さい。
　（Ａ4横書き1,000字以内、「テーマ」、「（○）発表者氏名」、「共同研究者名」を必ず記載して下さい。）

送付先 　　学会事務局　（学校法人大麻学園　四国医療専門学校　看護学科）

　　　住 　所：〒769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁62-1
　　　電　 話：0877-41-2350　
       F A X ：0877-41-2352
      メールアドレス：kango.gakkai@459.ac.jp

 　　　　　 　　
                           　　　　　　　　　　 

2019年3月1日（金）～5月3１日（金）

・送付いただいた抄録により、査読委員が選考します。
・採否については、2019年6月7日（金）までにメールにて通知します。

　・発表形式の口演、示説のいずれかをお選び下さい。

　 口演：発表8分（1群終了後質疑応答　約10分）　
　  　　　　会場に発表用パソコン及びプロジェクターを準備しておきます。
　　　　　　ソフトはパワーポイント2016まで使用可能です。
　　　　　　発表データは7月31日(水）までに下記メールに送付してください。

学会事務局　メールアドレス：kango.gakkai@459.ac.jp
　　　　　　なお、当日の機材の操作については、発表者側でお願いします。

　　示説：発表8分（1群終了後自由討議20分）
　　　　　　示説資料は１演題につき　90cm（横）　×　180cm（縦）　の大きさで作成して下さい。
　　　　　　パネルに資料を貼る両面テープは、事務局で準備します。
　　　　　　選考の結果、発表形式の変更をお願いする場合があります。

採用となった場合、学会用集録用原稿をお送りいただきます。
・提出期限 2019年7月5日（金）必着

・集録の書式は、別記「学会集録用原稿の作成方法」をご参照下さい。
・共同研究者がいる場合、全員の氏名を記入して下さい。

・一施設からの複数演題の応募も可能です。
・未発表のものに限ります。

一般演題に関するご案内

１．応募資格

２．応募方法

３．演題募集期間

４．採否について

５．一般演題発表形式

６．学会集録原稿の提出

７．その他



1）原稿作成はWord (Windows版）をご使用ください。
2）A4の横書き、天地余白（上30mm･下15mm）、左右余白（18mm）、2段組としてください。
3）枚数は1枚（下記枠内に500字×2）、字体（明朝･標準）、11ポイントで記載してください。
4）演題名は、上段30mm中央に14ポイントで記載してください。
5）発表者（氏名に○）、共同研究者名、所属を記載してください。
6）図表は5点以内で掲載大で作成してください。センターガイド（段組）をこえても結構です。
7）ページ数は記入しないでください。

   提出していただいたものは返却しません。

送付先 　学会事務局　（学校法人大麻学園　四国医療専門学校　看護学科）

　住 　所：〒769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁62-1
　電　 話：0877-41-2350　
   F A X ：0877-41-2352
  メールアドレス：kango.gakkai@459.ac.jp

抄録原稿の作成方法

第22回 日本看護学校協議会学会 学会長平成22年会員校一人 8,000円 非会1．演題名2．応募区分３．発表者氏名所属施設名ＴＥＬ〒施設所在地メールアドレス４．発表機材 １）パワーポイント５．抄 録

1段目

演題名（文字は大きめに14P）
発表者名･共同研究者名･所属

（11P）

上余白 30m

下余白

余白

18mm

15m

抄録原稿見本

１ページ

20字

25

段

余白

18mm



1）原稿作成はWord (Windows版）をご使用ください。
2）Ａ4の横書き、天地余白（上30mm･下15mm）、左右余白（18mm）、2段組としてください。
3）枚数は学会集録掲載2ページ分で、字体（明朝･標準）、11ポイントで記載してください。
4）演題名は1枚目の上段30mm中央に14ポイントで記載してください。
5）発表者（氏名に○）、共同研究者名、所属を記載してください。
6）図表は5点以内で掲載大で作成してください。センターガイド（段組）をこえても結構です。
7）ページ数は記入しないでください。
8）演題、氏名、所属を明記してメールアドレスに送付してください。
   提出していただいたものは返却しません。

　　 　　　学会事務局　（学校法人大麻学園　四国医療専門学校　看護学科）　 

　　　　　　住 　所：〒769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁62-1
　　　　　　電　 話：0877-41-2350　
　　　 　 　 F A X ：0877-41-2352
             メールアドレス：kango.gakkai@459.ac.jp

集録用原稿の作成方法

第22回 日本看護学校協議会学会 学会長 荒川真紀子宛 平成22年 月平成22年5会員校一人 8,000円 非会員校一人 10,000円1．演題名2．応募区分３．発表者氏名 職名所属施設名 ＦＡＸＴＥＬ〒 住所施設所在地メールアドレス４．発表機材 １）パワーポイント ２）使用なし５．抄 録

1段目

演題名（文字は大きめに14P）
発表者名･共同研究者名･所属

上余白 30mm

下余白

余白

18mm 18mm

15mm

学会集録原稿見本

1ページ 2ページ

上余白 30mm

余白

18mm

余白

18mm

下余白 15mm

余白

送付先



1．演題名 　　　　　　　　　　　　　　

2．応募区分

演題について下記の１～2のそれぞれに該当する項目を選んで下さい。
（但し、応募者多数の場合、調整しますのでご了承下さい。）

3.　発表者

                                        

4．抄　録
　　4ページの「抄録原稿の作成方法」をご参照ください。

第31回 （一社）日本看護学校協議会学会 演題申込書

一般演題申込書

FAX

１） □ ① 口演 （パワーポイント使用） □ ② 示説 （なし）

平成22年5

氏名 職名

所属施設名

ＴＥＬ

〒 住所

施設所在地

メールアドレス

2） □ ① 会員校 □ ② 非会員校




