第 10 回 東京女子医科大学看護学会 学術集会のご案内

看護の知と実践力の探求
東京女子医科大学看護学会も設立 10 周年を迎えました。記念大会を開催できることを多くの皆
様に感謝いたします。
今回は、東京女子医科大学における教育・研究・臨床の 3 側面から看護を育んできた経緯の中か
ら、看護の知と実践力の探求をテーマにその現状と課題などについてシンポジウムと教育講演を開
催します。また、臨床の中で日々実践されている看護の知と実践について、多様な領域から教育セ
ミナーを企画しました。是非、皆様、お誘い合わせのうえ、ご参加ください。
東京女子医科大学第 10 回学術集会会長 小川久貴子
学術集会企画委員 一同

【期日】平成 26 年 10 月 4 日（土） 【会場】東京女子医科大学弥生記念講堂
****************************************************************************************

会場までの交通案内

■地下鉄利用
都営地下鉄大江戸線「若松河田」駅下車徒歩４分 または 都営地下鉄新宿線「曙橋」駅下車徒歩 10 分
■都バス利用 女子医大下車
○JR 線新宿駅西口より女子医大行（宿 74、75）
○JR 線渋谷駅東口又は原宿駅より早大正門行（早 81）
○JR 線市ヶ谷駅より高田馬場駅行（高 71）
○JR 線高田馬場駅より九段下行（高 71）
○東京ﾒﾄﾛ東西線早稲田駅より渋谷駅東口行（早 81）
○東京ﾒﾄﾛ東西線九段下駅より高田馬場駅行（高 71）
○都営地下鉄新宿線九段下駅より高田馬場駅行（高 71）
○東京ﾒﾄﾛ丸の内線四谷３丁目駅より早大正門駅（早 81）
＊お車でお越しの場合は、学内有料駐車場をご利用ください。なお駐車場は限られておりますのでなるべく公共交
通機関をご利用ください。
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■学術集会プログラム
9:55～

開催の辞

10:00～10:25 会長講演「看護の知と実践力の探求 －ウーマンズヘルスの視点から－」
演者：小川久貴子

（東京女子医科大学看護学部・教授）

10:30～11:20 シンポジウム「東京女子医科大学における看護教育と実践力の探求 」
シンポジスト:
尾岸恵三子

（日本赤十字秋田看護大学・教授）

坂本 倫美

（東京女子医科大学病院・看護副部長）

原 三紀子

（東京女子医科大学看護学部・講師）

宮子あずさ

（東京女子医科大学看護学部・非常勤講師）

11:25～12:45 理事会企画 招聘講演
講師：Catharine Critz（ハワイ・パシフィック大学教授）
12:50～13:20 総会
13:25～14:25 演題発表 （口演・ポスター）
14:30～15:30 ミニ教育セミナー「日々の看護実践を探求しよう」
ミニ教育セミナー１ 「補助人工心臓を携えた人の QOL 向上」
講師：山中 源治

（東京女子医科大学病院・専門看護師）

ミニ教育セミナー２ 「3 施設で連携して新人を育てる-助産師の場合‐ 」
講師：大舘 博美

（東京女子医科大学病院・師長）

講師：牧野 仁美

（東京女子医科大学八千代医療センター・師長）

講師：馬木小夜子

（東京女子医科大学東医療センター・師長）

ミニ教育セミナー３ 「口から食べるを援助する 」
講師：篠 聡子

（東京女子医科大学病院・師長）

ミニ教育セミナー４ 「感染対策の必需品！個人防護具（PPE）のより良い選択・
使用のために‐日々のケアでどんな PPE を使っています
か？‐」
講師：中野 聖子

（東京女子医科大学東医療センター・認定看護師）

15:35～16:35 教育講演「日本の看護職における看護の知と実践力の探求」
講師：福井トシ子

（日本看護協会常任理事）

16:40～16:50 音楽部合唱
16:55～16:58 第 11 回大会長挨拶
日沼 千尋
16:58 ～

（東京女子医科大学看護学部・教授）

閉会の辞
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■一般演題の募集
一般演題として、研究発表および実践報告を募集しております。
この機会に是非ご発表ください。
実践報告とは：看護実践などの成果報告で、事例報告や看護業務改善、院内教育活動などの
成果報告をさします。
【発表形式】 （1）口演 （2）示説
口演は、発表 8 分、質疑応答 2 分を予定しています。総演題数により、発表形式を決定し、
8 月下旬までにお知らせいたします。
【申し込み方法】
① 学会ホームページ（http://www.nrctwmu.jp/）から演題申込用紙および抄録原稿の書式を
ダウンロードしてください。ダウンロードできない場合は Fax にて学術集会事務局宛に各
書式をご請求ください。
② 演題申込用紙および抄録原稿に必要事項を記入のうえ、E-mail nrc-10.bk@twmu.ac.jp に
演題申込用紙および抄録原稿の二つのファイルを添付のうえ、平成 26 年 6 月 27 日（金）
必着でお申し込みください。
③ 内容は、未発表のものに限ります。ただし、所属の施設内発表は可とします。
④ 演題申し込みは、共同研究者を含め、学会員または入会手続き中の方に限ります。
（入会方
法は 4 頁参照）発表の採否は査読の結果によります。尚、抄録原稿は修正・再提出を求め
ることがあります。

【抄録作成方法】
① 学会ホームページ上の「原稿作成のための手引き」に従って、抄録原稿（1200 字程度）を
作成してください。
② 一般演題サポート窓口を開設しています。演題申し込み、抄録原稿作成、発表に関してサ
ポートいたしますので、お気軽に下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先・サポート窓口】
〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1 東京女子医科大学看護学部内
「東京女子医科大学看護学会 第 10 回学術集会」事務局
（担当：竹内道子・宮内清子）
E-mail nrc-10.bk@twmu.ac.jp
FAX

03-3357-4866
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■学術集会参加申し込み方法
【事前参加申し込み】
（１）参加費の振り込み：郵便局備え付けの払込取扱票で、平成 26 年 8 月 29 日（金）までに
参加費をお振り込みください。参加者 1 名につき払込取扱票 1 枚をご使用ください。
（２）メールによる参加登録：事前参加登録は、参加費の振り込みとメール登録をもって完了
いたします。名前、会員種別、会員番号、所属、住所、電話番号を記入の上、大会事務
局 nrc-10.bk@twmu.ac.jp へご送信ください。
【参加費】
区

分

事前申し込み（8／29 まで）

当日参加

正会員（手続き中の方を含む）

3,000 円

4,000 円

非会員

4,000 円

5,000 円

2,000 円

3,000 円

1,000 円

1,000 円

大学院生
認定看護師教育センター学生
看護学生（抄録代）

（１）払込取扱票は、
「氏名」に「ふりがな」をふってください。また、通信欄に「区分」と
「会員番号」
、「所属」をご記入ください。
口座記号番号 00170-4-764730
口座名称

東京女子医科大学看護学会第 10 回学術集会

（２）払込(金)受領書をもって、領収書に代えさせていただきます。一旦払い込まれた参加費
は不参加の場合も返却いたしませんので、ご了承ください。

■その他
（１）事前申し込みの方には抄録集と参加証を発送いたします。
（２）当日のお手荷物は各自お持ちください。ただし、お手荷物が多くお困りの方は、受付に
てお申し出ください。
（３）会場内は飲食禁止となっております。

■東京女子医科大学看護学会への入会
東京女子医科大学看護学会への入会については、ホームページから申込用紙をダウンロード
して学会事務局宛に送付してください。ダウンロードできない場合は FAX にて学術集会事務
局宛にご連絡ください。
（演題発表をされる方は 6 月 27 日までに入会手続きをお願いいたします。
）
〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1 東京女子医科大学看護学部内
「東京女子医科大学看護学会」事務局
ホームページ http://www.nrctwmu.jp/admission.html
E-mail nrc-somu.bk@twmu.ac.jp
FAX

03-3357-4866
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