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特別講演１2019年10月23日（水）11：10～12：10

講師：河合 満（トヨタ自動車株式会社 副社長）講師：河合 満（トヨタ自動車株式会社 副社長）講師：河合 満（トヨタ自動車株式会社 副社長）
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教育講演 2019年10月24日（木）10：40～11：40

講師：二木 立（日本福祉大学 名誉教授）講師：二木 立（日本福祉大学 名誉教授）講師：二木 立（日本福祉大学 名誉教授）
座長：白鳥 さつき（一宮研伸大学看護学部 教授）座長：白鳥 さつき（一宮研伸大学看護学部 教授）座長：白鳥 さつき（一宮研伸大学看護学部 教授）
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記念講演 2019年10月23日（水） 9：40～10：20
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演 題 登 録 期 間 ２月１日（金）～６月10日（月） 事前参加登録期間 ７月９日（火）～９月９日（月）

基調講演
未来を拓く看護管理～変えてはならないものと変えていくもの～
鈴木 正子（愛知県看護協会 会長） 福井 トシ子（日本看護協会 会長）

10:20 ～ 11:10

記念講演
第50回記念講演 日本看護学会学術集会のこれまでとこれから
福井 トシ子（日本看護協会 会長）

9：40～10：20

座長

10月24日木

特別講演２
地域包括ケアシステム構築に伴う看護職員需給対策の考え方
（厚生労働省「医療従事者の需給に関する検討会  看護職員需給分科会」より）

鎌田 久美子（日本看護協会 常任理事）

15:40 ～ 16:40

特別講演１
トヨタ副社長から学ぶ
AIロボット時代におけるモノづくり・人づくり
河合 満（トヨタ自動車株式会社 副社長）

眞野 惠子（愛知県看護協会 副会長、藤田医科大学病院 副院長・統括看護部長）

11:10 ～ 12:10

座長

勝又 浜子（日本看護協会 専務理事）座長

熊谷 雅美（日本看護協会 常任理事）座長

教育講演
地域包括ケアと地域医療構想～看護管理者の役割にも触れながら～
二木　立（日本福祉大学 名誉教授）

白鳥 さつき（一宮研伸大学看護学部 教授）

10:40 ～ 11:40

座長

交流集会１
看護チームにおいて1人1人が責務を果たすための組織マネジメント
宮崎 貴子（杏林大学医学部付属病院 教育専任看護師、主任）
粕谷 照枝（本庄総合病院 看護部長）

13:30 ～ 14:30

交流集会２
将来にわたり持続可能な看護職の働き方を考える
～明日からどう働く?どう働いてもらう?～
佐々木 司（大原記念労働科学研究所 上席主任研究員）
中原　 淳（立教大学経営学部 教授）

14:40 ～ 15:40 特別レポート
新たな認定看護師制度と現行の認定看護師及び
教育機関への移行支援について
木澤 晃代（日本大学病院看護部長、救急看護認定看護師、

急性・重症患者看護専門看護師、特定行為研修修了者）
新 美保恵（川崎医科大学総合医療センター 看護部長）

●地下鉄　約 20分
東山線「栄」で乗り換え、名城線「西高蔵」（新瑞橋方面）または名港線「日比野」（名古屋港行）下車、徒歩 5分
●電車　約 20分
JRまたは名鉄で「金山」下車、地下鉄に乗り換え、
名城線「西高蔵」（新瑞橋方面）または名港線「日比野」（名古屋港行）下車、徒歩 5分

●タクシー　名古屋駅から約 20分、栄から約 15分

名古屋国際会議場　名古屋市熱田区熱田西町 1番１号

9:30 ～ 10:30

シンポジウム１
日本・中国・韓国における看護管理者の育成
～看護管理者のキャリアパスを考える～
胡　秀英（コシュウエイ）（四川大学華西護理学院・華西病院 教授）

（キムヨンヒ）（アサンメディカルセンター 副病院長 兼 看護部長）
吉川 久美子（日本看護協会 常任理事）

吉川 久美子（日本看護協会 常任理事）
三浦 　昌子（名古屋大学医学部附属病院卒後臨床研修･

キャリア形成支援センター看護キャリア支援室 教授）

13:30 ～ 15:30

座長

シンポジウム２
個性を大切にしたグローカルマネジメント
松任 徹治（株式会社ジェイアール東海ホテルズ 名古屋マリオットアソシアホテル 常務取締役 総支配人）
亀島 加代（公立陶生病院 看護局長）
正木 義博（社会福祉法人恩賜財団 済生会支部神奈川県済生会 支部長、常務理事）

村瀬 　智子（日本赤十字豊田看護大学 学部長）
小島 登美香（愛知県看護協会認定看護管理者教育課程 専任教員）

9:30 ～ 11:30

座長

シンポジウム３
地域包括ケアをマネジメントする
～「その人らしく生きる」を支えるまちづくり～
篠田 道子（日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科 教授）
谷口　 功（椙山女学園大学人間関係学部人間関係学科 教授）
澤田 真紀（医療法人偕行会偕行会城西病院 副看護部長）
三輪 恭子（よどきり医療と介護のまちづくり株式会社 取締役、地域看護専門看護師）

篠田 道子（日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科 教授）
藤野 泰平（みんなのかかりつけ訪問看護ステーション名古屋 所長）

13:20 ～ 15:20

座長

坂之上 ひとみ（名古屋第一赤十字病院 副院長 兼 看護部長）座長

鎌田 久美子（日本看護協会 常任理事）座長

荒木 暁子（日本看護協会 常任理事）座長

交流集会３
次世代を担うナースたちの未来予想図
平岡 　翠（名古屋市立大学病院高度医療教育研究センター 特命センター長補佐）
山田 正己（気の里看護小規模多機能型居宅介護「つむぎのて」 施設長）
小林 美和（愛知医科大学病院 看護師長）

13:10 ～ 14:10

交流集会４
地域包括ケアシステムにおける看護管理者と統括保健師の連携
島田 陽子（厚生労働省医政局 看護課長）
幾田 純代（愛知県健康福祉部医療福祉計画課 主幹）
關　 靖子（札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課 認知症支援・介護予防担当課長）

10:40 ～ 11:40

名古屋駅から名古屋国際会議場へは

●名鉄 空港特急＋地下鉄＋徒歩　約 40分
「金山」下車、地下鉄に乗り換え、名城線「西高蔵」（新瑞橋方面）または名港線「日比野」（名古屋港行）下車、徒歩 5分
●タクシー　約 40分

中部国際空港セントレアから名古屋国際会議場へは




