
日　程　表　　　第1日目　8月17日㊍

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

会場名

施設名

第１会場 第 2会場

9:10～10:00
会長講演

「沖縄県の看護学教育の 
  変遷から見えてくるもの」

演者：嘉手苅英子
座長：白水眞理子

9:00～9:10　開会式

12:50～14:20
交流セッション5

「授業研究と看護教員・実習
指導者の成長を結ぶ ～本当の
指導につながる臨地実習の

授業デザイン～」
企画代表者：目黒　　悟

10:10～11:40
交流セッション1

「海外研修へ学生を引率した看護
学部教員の経験、紹介します！」
企画代表者：三上　智子

10:10～11:40
指定交流セッション

「沖縄県における准看護師制度
の適用と停止

―教育の発展プロセスとして
停止を実現した意味を考える―」
企画代表者：垣花美智江

12:50～14:20
交流セッション6

「授業研究：VTR中断法
「あなたならこの場面でどのよう
な教授行動をとりますか？」」
企画代表者：蔵谷　範子

14:30～16:00
交流セッション10

「看護学にTEM/TEA（複線径路
等至性モデリング/アプローチ）
はどう貢献できるか？」
企画代表者：伊東美智子

14:30～16:00
理事会企画Ⅰ

「教育実践を研究にするための
ワークショップⅡ」

研究推進・研究助成委員会

16:10～17:40
理事会企画Ⅱ

「共に磨こう！対象者の権利擁護
を目指した看護学教育における
研究倫理の具体的な取り組み」

研究倫理委員会

16:10～17:40
交流セッション14

「授業研究の企画・運営について
学ぶためのプログラムの提案

－模擬授業研究会を体験しよう－」
企画代表者：池内　里美

18:15～19:45
懇親会

ラグナガーデンホテル　羽衣の間

10:10～11:40
交流セッション2

「看護の「気づき」を育む 
～大学院生と考える臨床判断
モデルの可能性～」

企画代表者：糸賀　大地

12:50～14:20
交流セッション7

「アセスメントポリシー策定に
向けた本学の取組み －看護学
教育の包括的評価として－」
企画代表者：大島　弓子

14:30～16:00
交流セッション11

「放射線看護に係る人材育成―
看護基礎教育・大学院教育課程
における「放射線看護」教育に

関する課題と展望」
企画代表者：西沢　義子

16:10～17:40
交流セッション15

「若手看護教師力向上プロジェ
クト（第3弾）～感じる、届く、
響き合う：教師と学生の感性が

共鳴するために～」
企画代表者：増滿　　誠

10:10～11:10
教育講演Ⅰ

「看護系大学草創期の設立の理
念から看護学教育を再考する」

演者：斉藤しのぶ
座長：戸田　　肇

12:50～14:20
シンポジウムⅠ

「看護技術教育の変化と本質」
シンポジスト：山本　利江
　　　　　　　伊藤　智美
　　　　　　　阿部　幸恵

座長：前田ひとみ
　　　西田　直子

14:30～15:15
一般演題（口演）O-1-1

「学生理解」
座長：生野　繁子

15:25～16:10
一般演題（口演）O-1-2
「看護技術教育」
座長：屋宜譜美子

16:20～16:50　文部科学省企画
「看護学教育モデル・コア・カリ
キュラム策定に関する情報提供」

演者：斉藤しのぶ

17:00～17:30　厚生労働省企画
「厚生労働省における看護行政

の動向について」
演者：関根小乃枝

11:50～12:40
総会

劇場棟 会議場A1
第 3会場
会議場A2

第 4会場
会議場 B1



8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

会場名

施設名

18:15～19:45
懇親会

ラグナガーデンホテル　羽衣の間

10:10～11:40
交流セッション3

「看護シミュレーションセンター
設立から教育実践への取り組み」
企画代表者：藤野ユリ子

12:50～14:20
交流セッション8

「健康と病いの語り（DIPEx－Japan）
の患者の語り（ナラティブ）から何を

学ぶか   Part 6 
－医療者と患者・家族のより良い
コミュニケーション能力獲得を
目指した授業展開－」

企画代表者：森田　夏実

14:30～16:00
交流セッション12

「シミュレーション教育のため
の授業（教授）設計教材として
のシミュレータを活かす：ARCS
動機付けモデルの活用」
企画代表者：織井優貴子

16:10～17:40
交流セッション16

「看護実践力強化のための
シミュレーション教材と
評価方法の開発」

企画代表者：永田亜希子

10:10～11:40
交流セッション4

「看護学実習における学生の学び
を支援する －学生の居場所や
実習物品に着眼して－」
企画代表者：鈴木　佳代

10:10～11:40
一般演題（示説）
ポスター掲示

10:10～11:25
一般演題（口演）O-7-1

臨地実習指導①
座長：安酸　史子

12:50～13:50
一般演題（口演）O-7-2
教員の資質・能力
座長：吉田　澄恵

14:00～15:00
一般演題（口演）O-7-3

教授方略①
座長：常盤　文枝

15:10～16:10
一般演題（口演）O-7-4

教授方略②
座長：田村　由美

16:20～17:20
一般演題（口演）O-7-5

その他
座長：布施　淳子

12:50～14:20
交流セッション9

「触れるケアはイキイキ働く
看護師を育てます2017」
企画代表者：大野　夏代

14:30～16:00
交流セッション13

「小児看護学実習における学生
が陥りやすい問題状況の構造の
分析とその指導方略」
企画代表者：泊　　祐子

16:10～17:40
理事会企画Ⅲ

「ナーシング・サイエンスカフェ
「看護ってどんな仕事？
－これからの看護－」」

広報・渉外・社会貢献委員会

16:10～17:30
ポスター撤去
ポスター掲示

第 8会場（示説）第 7会場

12:50～13:50
一般演題（示説）1

P-1～3
教育評価

継続教育・キャリア開発①
教員の資質・能力①

14:00～15:00
一般演題（示説）2

P-4～7
臨地実習指導①②
看護技術教育①②

15:10～16:10
一般演題（示説）3

P-8～10
学生理解①

臨地実習指導③
教授方略①

展示棟会議場 B5・6・7
第 6会場
会議場 B3・4

第 5会場
会議場 B2



日　程　表　　　第2日目　8月18日㊎
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第１会場 第 2会場

9:00～10:00
教育講演Ⅱ

「特別な配慮を必要とする
学生への合理的配慮」
演者：西村優紀美
座長：金城　芳秀

10:05～10:50
一般演題（口演）O-1-3
臨地実習指導②
座長：田中　京子

10:55～11:40
一般演題（口演）O-1-4
臨地実習指導③
座長：西沢　義子

13:00～14:30
シンポジウムⅡ

「社会人経験を有する看護学生
の特性を活かした教育」
シンポジスト：池西　静江
　　　　　　　中川己代子
　　　　　　　伊藤　惠子

座長：池西　静江
　　　垣花美智江

14:40～16:10
市民公開講座

「「子供の睡眠教育」
～夜型社会の沖縄の子供の生活と
睡眠について考えてみませんか～」

演者：名嘉村　博
座長：永島すえみ

16:20～16:30　閉会式

8:30～10:00
交流セッション17

「「看護師のクリニカルラダー
（日本看護協会版）」を活用した
教育方法に関する検討」
企画代表者：川本利恵子

8:30～10:00
交流セッション18

「大学を超えた繋がりから発展
する若手教員の協働学習

－繋がることで広がる可能性を
考える－」

企画代表者：佐藤　亜紀

10:10～11:40
理事会企画Ⅳ

「第5回看護ハナマル先生
模擬授業」
教育活動委員会

10:10～11:40
交流セッション22

「『ピア学習』で高める看護教員の
教育力（その２） ～仲間と共に
支え合い、学び合うコミュニティ

形成をめざして～」
企画代表者：長峰久美子

8:30～10:00
交流セッション19

「看護を教えるために、看護教
員は何を学ぶことが必要か」
企画代表者：嶋崎　和代

10:10～11:40
交流セッション23

「PDCAサイクルを循環させる
新人教員支援を考える 

―教員役割への移行時の困難さ
を解決するために―」
企画代表者：野崎真奈美

13:00～14:30
交流セッション26

「臨地実習の流動性を含めて評価
するルーブリック評価の試み」
企画代表者：水戸　優子

13:00～14:30
交流セッション27

「今どきの新人教員の実習指導
力を高めるには！」

企画代表者：細川　京子

14:40～16:10
理事会企画Ⅴ

「投稿規程と仲良くなろう」
編集委員会

14:40～16:10
交流セッション31

「看護における省察的実践者の教育
D.A.ショーンのEducating the 
Reflective Practitioner 

からの示唆」
企画代表者：椙山委都子

13:00～14:30
交流セッション28

「協同学習で創る講義・演習・
看護学実習の授業設計 

－学習者が全員主役のアクティブ・
ラーニング－」

企画代表者：緒方　　巧

14:40～16:10
交流セッション32

「看護学生の『臨床の知』から
響き合う看護学実習を再考する」
企画代表者：古都　昌子

11:50～12:50
ランチョンセミナー1

「臨床推論を身につけるシナリオ
シミュレーション ―自ら「気づき」

「考え」「行動する」―」
演者：山内　豊明、野島　敬祐

座長：神里みどり
共催：株式会社京都科学

11:50～12:50　ランチョンセミナー2
「高周波電磁界の健康リスク評
価 ―WHOの国際電磁界プロ
ジェクトを中心にして―」
演者：相本　篤子
座長：徳永　正一

共催：一般財団法人電気安全
環境研究所電磁界情報センター

劇場棟 会議場A1
第 3会場
会議場A2

第 4会場
会議場 B1
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8:30～9:15
一般演題（口演）O-7-6
継続教育・キャリア開発①

座長：金城　祥教

9:25～10:25
一般演題（口演）O-7-7
継続教育・キャリア開発②

座長：松田　安弘

10:35～11:35
一般演題（口演）O-7-8
継続教育・キャリア開発③

座長：泉　キヨ子

13:00～14:00
一般演題（口演）O-7-9
継続教育・キャリア開発④

座長：花田　妙子

14:05～15:05
一般演題（口演）O-7-10

教育評価
座長：細田　泰子

9:30～10:30
一般演題（示説）4

P-11～14
教授方略②③
学生理解②
その他①

10:40～11:40
一般演題（示説）5

P-15～17
継続教育・キャリア開発②

看護技術教育③
教員の資質・能力②

13:00～14:00
一般演題（示説）6

P-18～21
看護技術教育④

教員の資質・能力③
倫理教育
その他②

14:10～15:10
一般演題（示説）7

P-22～24
学生理解③
教授方略④
その他③

15:10～16:10
一般演題（口演）O-7-11

カリキュラム・教育プログラム
座長：北　　素子

8:30～10:00
交流セッション20

「高齢者理解に文化的看護の
必要性を促すアクティブラーニング 
高齢者看護学概論に高齢者
インタビューを活用」

企画代表者：稲垣　絹代

10:10～11:40
交流セッション24

「看護基礎教育における看護
実践能力としての倫理観の育成
－初年次からはじめる教育方略

を目指して－」
企画代表者：神成　陽子

13:00～14:30
交流セッション29

「沖縄の地域の特色を活かした
国際看護の授業展開」
企画代表者：片桐　君佳

8:30～10:00
交流セッション21

「基礎教育の段階からはじめる
新人看護師の離職対策 

－社会人基礎力の育成に焦点を
当てて－」

企画代表者：森川　春美

10:10～11:40
交流セッション25

「出張!　高齢者ケアの教師塾　
in Okinawa 

さまざまなジレンマの中で身体
拘束を教える・学ぶ」
企画代表者：牛田　貴子

13:00～14:30
交流セッション30

「最先端介助技術 キネステティク
“相手を抱えない、持ち上げない”
お互い楽になる介助を目指した

取り組み」
企画代表者：伊波　弘幸

14:40～16:10
交流セッション33

「ペーパーペイシェントの限界
への挑戦 ―臨地実習につながる
技術試験の評価をめざして―」
企画代表者：片野　裕美

11:50～12:50
ランチョンセミナー3

「漢方医学の“診る”を“看る”に生かす」
演者：友利　寛文
座長：嘉手苅英子

共催：株式会社ツムラ

第 8会場（示説）第 7会場
展示棟会議場 B5・6・7

第 6会場
会議場 B3・4

第 5会場
会議場 B2

8:30～9:30
一般演題（示説）
ポスター掲示

15:10～16:10
ポスター撤去


