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日本老年看護学会第 19 回学術集会 事前参加申し込みについて 

*.───・───・───・───・───・───・───・───・───・───* 

 

◆会 期：2014年 6月 28日（土）･29日（日） 

◆会 場：愛知県産業労働センター ウィンクあいち 

     （愛知県名古屋市中村区名駅 4-4-38）※名古屋駅より徒歩 3分 

◆事前参加申し込みの受付期日は、【 5月 15日(木)】です。 

 期日が迫っておりますので、ぜひ事前の参加申し込みをお願いいたします。 

 事前参加申し込みは参加費の入金も含め、上記日付となっております。 

 参加申し込みは、学会HP（http://www.rounenkango.com/）より行ってください。 

 5月 16日以降の参加申込は、当日、会場にて受け付けます。 

 

＜主なプログラム＞ 

●6月 28日（土） 1日目 

  会長講演「高齢者が主体的に生きることを支える老年看護学の探求」百瀬由美子氏 

  特別講演「高齢者と家族の意思決定を支える」清水哲郎氏 

  海外招聘講演「Mental Health Care foe Family Caregivers of Old People  

  with Dementia」Theresa A.Harvath氏 

  一般演題 

  ワークショップ「高齢者うつ病のケアを考える」 

  交流集会 1「高齢者排尿誘導ガイドラインの開発」 

  交流集会 2「認知症看護認定看護師教育課程を修了しての学び」 

 

●6月 29日（日） 2日目 

  教育講演 1「認知症高齢者の持てる力を引き出す看護」鈴木みずえ氏 

  教育講演 2「科学的視点に基づく介護予防」鈴木隆雄氏 

  シンポジウム「高齢者の意思を尊重した地域包括ケア」 

  一般演題 

  交流集会 3「急性期医療におけるパーソン・センタード・ケア」 



  交流集会 4「生涯学習支援研修基礎編を地域で開催しよう」 

  交流集会 5「学会誌編集方針・投稿規程・査読プロセス」 

  交流集会 6「被災地における連携・協働のとり方を考える」 

  交流集会 7「今こそつながろう。認知症看護認定看護師の輪」 

  交流集会 8「高齢者とのコミュニケーションを考える」 

  ランチョンセミナー2題（参加券は 28日、29日の両日に分けて配布） 
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その他のご案内 
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◆◆国際交流委員会より◆◆ 

 国際学術集会開催予定情報を更新しました。 

 詳しくは学会 HP（http://www.rounenkango.com/）をご覧ください。 

 

◆◆関連団体情報◆◆ 

●シンポジウム「高齢者が安心して暮らせる健康コミュニティを目指して」のご案内 

 ・日 時：2014 年 7 月 5 日（土）13 時～16 時 

 ・場 所：桜美林大学大学院 四谷キャンパス B1 （東京都新宿区四ツ谷 1-21） 

 ・主 催：日本学術会議 健康・生活科学委員会 高齢者の健康分科会 

 ・共 催：日本老年学会 

 ・定 員：90 名（先着順） 

 ・申込締切：2014 年 6 月 30 日（木） 

 ・申込方法：日本老年医学会宛てに FAX（03-3814-8604） 

  ※内容の詳細および申し込み方法は日本老年医学会 HP 

    (http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/shukai_tihou/kyousai/kyousai_2014_01.html） 

    をご覧ください。 

 

●第 15 回日本認知症ケア学会大会 

 ・会 期：2014 年 5 月 31 日（土）・6 月 1 日（日） 

 ・会 場：東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内 3-5） 

  ※詳しくは日本認知症ケア学会 HP（http://www.chihoucare.org/）をご覧ください。 

 

●日本老年社会科学会第 56 回大会 

 ・会 期：2014 年 6 月 7 日（土）・8 日（日） 

 ・会 場：下呂交流会館アクティブ（岐阜県下呂市森 2270-3） 



 ※詳しくは日本老年社会科学会 HP（http://www.rounenshakai.org/）をご覧ください。 

 

●一般社団法人医療安全全国共同行動からのセミナー等のご案内 

◇共同行動キックオフセミナーのご案内 

 9 つの行動目標と推奨対策を再確認して今年度の取り組みの参考にしていただくために、 

 6 月 28（土），29 日（日）に国立オリンピック記念青少年総合センター（東京、代々木） 

 におきまして共同行動キックオフセミナーを開催いたします。 

 

◇Clean Care is Safer Care （“清潔ケア”は“安全ケア”） 

 来る 5 月 5 日は手指衛生の普及を促進する国際デーです（SAVE LIVES: Clean Your 

Hands -WHO's global annual campaign）。この機会に、自分たちの施設で手洗いが、

正しくかつ 徹底して行われているかチェックしましょう。 

 また、WHO は手指衛生の徹底に取り組んでいる施設に対して、WHO の手指衛生推進世

界 共同行動に登録するよう呼びかけています。この機会に、ぜひ登録いただいて、自

施設の 意志と努力を世界にアピールしてください。 

 （登録方法：http://www.muikamachi-hp.muika.niigata.jp/academic/RegistforWHO.pdf） 

 

 ＊共同行動 HP の「世界は今」のサブメニュー「患者安全国際共同行動」に 

  「WHO 手指衛生記念日によせて（WHO の院内感染防止の取り組み）」を掲載しました。 

  ぜひご覧ください。（http://kyodokodo.jp/now_world_2.html） 

 

◇フォーラム／セミナー情報 

2014 年 2～4 月のフォーラム、セミナー等をご案内します。 

詳細は共同行動カレンダー（http://kyodokodo.jp/event_list.html ）をご覧ください。 

・4 月 18 日（金） 

 沖縄／弾性ストッキング・コンダクター講習会〈沖縄地区〉（日本静脈学会主催） 

・5 月 17 日（土） 

 東京／医療安全管理者養成講習会 アドバンストコース（日本病院会主催） 

・5 月 30 日（金）・31 日（土） 

 東京／医療安全管理者養成課程講習会／平成 26 年度 第 1 クール（講義） 

 （日本病院協会、（一社）日本医療法人協会主催） 

・5 月 30 日（金）・31 日（土） 

 東京／感染制御講習会講習会／平成 26 年度 第 1 クール（日本病院会主催） 

・6 月 6 日 (金) ・ 6 月 7 日 (土) 

 東京／医療安全管理者養成講習会 第 1 クール（日本病院会主催） 

 



・6 月 21 日（土） 

 広島／弾性ストッキング・コンダクター講習会〈広島地区〉（日本静脈学会主催） 

・6 月 27 日（金）・28 日（土） 

 東京／医療安全管理者養成課程講習会／平成 26 年度第 2 クール（講義） 

 （日本病院協会、（一社）日本医療法人協会主催） 

・7 月 4 日（金） 

 東京／医薬品安全管理者責任者等講習会（日本病院薬剤師会主催） 

・7 月 18 日（金）・19 日（土）・20 日（日） 

 東京／医療安全管理者養成研修会／平成 26 年第１回（医療の質・安全学会主催） 

・7 月 25 日（金） 

 宮城／医薬品安全管理者責任者等講習会（日本病院薬剤師会主催） 

・8 月 1 日（金） 

 新人助産師研修・医療安全について（千葉県看護協会主催） 

・8 月 2 日（土）・3 日（日） 

 福井／医療安全、まずこれだけは！－部署の取り組みを進めるスキル 

（日本看護協会出版会主催） 

・8 月 7 日（木）・8 日（金）・9 日（土） 

 東京／医療安全管理者養成研修会／平成 26 年第１回（医療の質・安全学会主催） 

・8 月 8 日（金） 

 富山／医薬品安全管理者責任者等講習会（日本病院薬剤師会主催） 

・8 月 29 日（金） 

 愛知／医薬品安全管理者責任者等講習会（日本病院薬剤師会主催） 

・8 月 30 日（土） 

 愛知／医療安全管理者養成講習会 アドバンストコース （日本病院会主催） 

・9 月 5 日（金）・6 日（土） 

 東京／医療安全管理者養成講習会 第 2 クール（日本病院会主催） 

・9 月 6 日（土）・7 日（日） 

 宮城／医療安全、まずこれだけは！－部署の取り組みを進めるスキル 

 （日本看護協会出版会主催） 

・10 月 10 日（金） 

 岡山／医薬品安全管理者責任者等講習会（日本病院薬剤師会主催） 

・10 月 17 日（金） 

 北海道／医薬品安全管理者責任者等講習会（日本病院薬剤師会主催） 

・10 月 24 日（金） 

 福岡／医薬品安全管理者責任者等講習会（日本病院薬剤師会主催） 

 



●全国老人保健施設協会からのご案内 

◇平成 26 年度 介護老人保健施設 認知症ケア研修会 

  ～認知症短期集中リハビリテーション研修（医師対象）～【東日本会場】 

 開催日 ： 平成 26 年 5 月 24 日（土） 

 開催会場： TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター 

             (東京都新宿区市谷八幡町 8 番地) 

 ※詳細は HP(http://www.roken.or.jp/wp/archives/6696)をご覧ください． 

 

◇認知症研修「感激的！ビフォーアフター～環境でここまで変わる認知症ケア～」 

 開催日 ： 平成 26 年 10 月 15 日（水） 

 開催会場： メトロポリタン盛岡 NEW WING 

      （岩手県盛岡市盛岡駅前北通 2-27） 

 ※全国大会スケジュール http://www.roken2014-iwate.jp/schedule.html 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

※このメールは 2014 年 5 月 9 日現在のご登録情報をもとにお送りしております。 

   配信先の変更や停止については、下記事務センターまでご連絡ください。 

※このメールの発信元アドレスは、送信専用アドレスです。本メールへの返信はできません。 

  お問い合わせは、下記学会事務センターのアドレスにお送りください。 
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