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10：00～11：00 
 

【基調講演】 
看護の力で健康な社会を！ 

～Nursing Now キャンペーンから 
継承するもの～ 

 
講師：福井 トシ子 

11：30～12：30 
 

【特別講演2-2】 
ケアイノベーション2021 

～AI時代におけるこれからの 
看護とは～ 

 
講師：真田 弘美 

座長：森内 みね子 

9：30～10：30 
 

【教育講演1】 
未来に向かって看護の真価を発揮 
～生涯にわたり専門職の誇りと 

自覚を持ち続ける～ 
 

講師：手島  恵  
座長：斎藤 有子 

11：00～12：40 
 

【シンポジウム1】 
母子が健やかに子育てできるまちづくりに取組もう！ 

 
講師：佐藤 拓代・津山 美由紀・ 

本藤 美奈子・猪瀬 紗都子 
座長：井本 寛子 

11：00～12：00 
 

【交流集会1】 
はじめよう！地域課題の解決に 

むけた事例検討会 
～保健師・助産師・看護師が 

つながる新たなカタチ～ 
 

講師：岩本 里織・萱間 真美 
座長：佐藤 由美 

11：00～12：00 
 

【交流集会4】 
多職種協働に向けたDiNQL 

データの活用 
～労働と看護の質向上を目指して～ 

 
講師：松本 美保子・佐藤 浩二 

座長：叶谷 由佳 

9：30～10：30 
 

【交流集会7】 
2040年を見据えた看護職資格

の活用基盤の強化 
～20年後も人々の健康を支え

るために～ 
 

講師：秋山 智弥・上田 順子・ 
習田 由美子 

座長：勝又 浜子 

16：30～17：30 
 

【交流集会8】 
看護が健康な社会をつくるための 

リーダーシップとエビデンス 
 

講師：大田 えりか・町屋 晴美・ 
山本 則子 

座長：荒木 暁子・中野 夕香里 

15：30～16：30 
 

【交流集会6】 
継続教育の形が変わる 

～オンライン教材を活用した 
看護実践力の強化～ 

 
講師：西村 礼子・松永 智香 

座長：渋谷 美香・太田 真里子 

12：30～13：30 
 
【都道府県看護協会公募企画4 

：愛知県】 
地区支部が初動する災害時応援体制 

～医療機関からのSOS情報を 
キャッチし、応援体制を整える～ 

 
講師：髙木 仁美・間瀬 有奈 

座長：三浦 昌子 

15：00～16：40 
 

【シンポジウム4】 
「新型コロナウイルス感染症から学ぶ」 

～保健・医療・介護・福祉の連携を考える～ 
 

講師：松本 珠実・淺香 えみ子・朝野 愛子 
座長：鎌田 久美子 

11：00～12：00 
 

【特別講演1】 
2040年を見据えた看護の課題と 

その対応 
 

講師：井伊 久美子 
座長：勝又 浜子 

13：00～14：00 
 

【教育講演2】 
データヘルス改革によって 

医療・看護現場がどう変わるか 
～健康寿命の延伸、効果的・効率的な 
医療・看護サービスを目指して～ 

 
講師：北岡 有喜  
座長：秋山 智弥 

13：30～14：30 
 

【教育講演3】 
これからの社会に期待される 

看護の役割 
～看護の力で健康な社会を！～ 

 
講師：大谷 泰夫 

座長：吉川 久美子 

12：00～13：00 
 

【教育講演4】 
コロナ禍におけるハラスメント対策 
～看護職をとりまく状況から～ 

 
講師：友納 理緒 
座長：齋藤 訓子 

15：00～16：40 
 

【シンポジウム3】 
2025年に向け、あなたの施設で必要な人財は？ 
～「特定行為研修を活用したマネジメント」～ 

 
講師：吉岡 佐知子・新 美保恵・樋口 秋緒 

座長：井本 寛子 

9：30～11：10 
 

【シンポジウム2】 
タスク・シフト/シェアの流れに看護は 

どう対応していくべきか 
～看護の専門性を発揮するタスク・シフト／シェア～ 

  
講師：井本 寛子・奥田 悦子・村本 多江子 

座長：齋藤 訓子 

13：30～14：30 
 

【交流集会2】 
看護の力をさらに引き出す 

～看護業務の効率化を 
進めよう！～ 

 
講師：保坂 明美・馬場﨑 喜美子 

座長：小坂 晶巳 

15：00～16：00 
 

【交流集会3】 
知ってトクするナースセンター活用術！ 
～仕事探しだけじゃない！ 

あなたのキャリアをキャリア 
コンサルタントが支援します～ 

 
講師：廣島 博美・河井 友子・ 

長谷川 陽一 
座長：森内 みね子 

13：00～14：30 
 

【交流集会5】 
看護の力、新たなアイデアで 

健康な社会をつくろう！  
～看護職の地域における活動の場の広がり～ 

 
講師：高橋 弘枝・島袋 富美子・渡邊 カヨ子  

座長：橋本 美穂 

13：30～14：30 
 

【都道府県看護協会公募企画6 
：奈良県】 

在宅看護特別教育プログラム 
～看護学生の時から在宅看護実践力を 

育てる継続教育プログラム～ 
 

講師：小竹 久実子・伊藤 絹枝・ 
平井 彩夏 

座長：飯尾 美和 

14：00～15：00 
 
【都道府県看護協会公募企画5 

：新潟県】 
専門性の高い看護職員の 

育成に向けて 
～県内の各機関と連携しての取組み～ 

 
講師：小泉 美佐子・杉田 洋子・ 

海老 菜穂子・帆苅 久美 
座長：斎藤 有子 

14：30～15：30 
 

【特別講演3】 
COVID-19これまで、 

そしてこれから 
 

講師：尾身 茂 
座長：福井 トシ子 

16：00～17：00 
 

【一般公募企画3】 
行政と特定機能病院が連携した 
フレイル/オーラルフレイル予防 

 
企画代表者：渡邊  仁美 

17：00～18：30 
 

【交流集会9】 
コロナ禍の経験から構築する地域の協働による                             

新人看護職の育成 
 

講師：安土 直輝・川本 利恵子・今西 裕子 
座長：木澤 晃代 

16：00～17：20 
 

【交流集会10】 
看護の未来を創る 

～「Nursing Nowニッポン宣言」と 
私の目指す看護～ 

 
講師：福井 トシ子 

学生代表：山下 涼斗・信田 聖太・ 
浦 愛香・福林 由依子・平沼 由梨奈・ 
大字 菜々子・吉田 仁美・東辻 朝彦 

座長：小山 眞理子 


