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               日本老年看護学会    メールマガジン 第 26号  2015/2/10  
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平成 26年度第 3回理事会が、平成 25年 2月 1日（日）に開催されました。 

今号は、第 3回理事会の議事報告を中心にお届けします。 

 

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

                    平成 26年度 第 3回理事会報告 

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

 

◆◆総務報告◆◆ 

 ●引き続き「法人化（一般社団法人）」について検討しました。 

    定款（案）がおおむね固まりました。今後は、評議員の方々からご意見をいただく 

  予定です。 

 ●約一年をかけて検討した「委員会規程」もほぼ整いました。 

  順次、学会ホームページに掲載していきます。 

 ●学会ホームページの「会員専用サイト」の内容が決まりました。 

  これから、立ち上げの作業に入ります。 

 

◆◆編集委員会：投稿論文募集について◆◆ 

 第 19巻 2号（本年 3月発行）、第 20巻 1号（同 7月発行予定）の発行準備中です。 

 現在、第 20巻 2号（2016年 1月発行予定）の投稿原稿を募集しています。 

 締切は 2015年 7月 30日ですが、随時査読も受け付けています。 

 皆さまの原稿をお待ちしています。 

 

◆◆研究教育活動推進委委員会：日本老年看護学会ワークショップ 2015のご案内◆◆ 

 テーマ：科研(科学研究費補助金)に応募しよう！ 

     ～研究活動スタート支援・若手研究・基盤研究（C）の獲得に向けて～ 

 日 時：2015年 8月 9日（日） 13:30～15:30 

 会 場：昭和大学旗の台キャンパス 4号館 600号教室 

 プログラム： 

  ・趣旨説明 

   ・科研審査のしくみ・申請書作成のポイント：審査員の立場から 



  ・申請書作成と研究遂行のポイント：応募者の立場から 

    ※プログラムの詳細、及び申し込み方法は学会ホームページ 

   (http://www.rounenkango.com/)よりご確認ください。 

 

◆◆国際交流委員会：ワークショップのご案内◆◆ 

 第 20回学術集会において 

 「ワークショップ 1：国際共同研究・活動の推進にむけた課題と展望」を開催します。 

 日 時:2015年 6月 13日（土） 10：15～11：45 

 会 場:パシフィコ横浜 N-2会場 

 詳細は学会ホームページ（http://www.rounenkango.com/）をご覧ください 

 

◆◆老年看護政策検討委員会：報告書について◆◆ 

 「老人看護専門看護師および認知症看護認定看護師を対象とした入院認知症高齢者への 

   チーム医療の実態調査報告書」が完成しました。 

  学会ホームページ（http://www.rounenkango.com/）からダウンロードできます。 

   希望者には、冊子をお送りします。残部は 15冊です。 

   学会事務センター（rounenkango@nqfm.ftbb.net）にメールで残部の有無をご確認 

  の上、250円切手を貼付し、送付先住所・宛名を明記した返信用封筒(角 2)を学会事務 

  センターまでお送りください。 

 ※また、看保連より、診療報酬・介護報酬の充実につながる学術的根拠となる研究への 

  助成に対する応募案内がきています。 

  申請を希望する方は、本メルマガ「関連団体情報：平成 27年度看保連研究助成募集」 

  を参照してください。申請に際しては、老年看護政策検討委員長の確認と理事長の 

  サインが必要となります。 

 

◆◆研究論文表彰委員会：研究論文表彰に関する規程の一部改正◆◆ 

 平成 25年度の投稿規程の改正によって、原著論文の掲載本数が増加したことなどを 

 考慮し、平成 18年に定めた「研究論文表彰に関する規程」を見直しました。 

 来年度の選考作業（表彰は平成 28年）から適用します。規程の文面が整い次第、 

 学会ホームページに掲載します。 

 ●選考範囲 現 行 ：過去 2年間の掲載論文 

       改正後 ：過去 1年間の掲載論文 

 ●対象論文 現 行 ：〔優秀賞〕原著論文、〔奨励賞〕全ての論文種類 

       改正後 ：〔優秀賞〕原著論文、〔奨励賞〕原著以外の論文種類 

 

◆◆生涯学習支援委員会：今年度の実績と次年度の課題◆◆ 



 平成 26年度に基礎編研修 3回、実践編 3回、応用編モデル事業を 1回開催しました。 

 いずれも参加者の満足度は高いものでしたが、多くの参加者においでいただくための 

 広報については課題がみられました。 

 今後は、基礎編の講師を担っていただける会員のリスト作りやテキスト作成などに 

 取り組む予定です。 

 今後とも皆さまのご協力をお願いします。 

 

◆◆災害支援検討委員会：災害支援研修のご案内◆◆ 

 テーマ：災害から高齢者の命と生活を守るために; 

          老年看護支援ネットワークづくり(仮) 

 日 時：2015年 8月 29日（土）の午前・午後 

 会 場：慶應義塾大学信濃町キャンパス 

 その他：昨年同様、奨学学習支援研修の「実践編」の一環として開催します。 

 日程、プログラムの詳細、及び申し込み方法は学会ホームページ（後日、掲載予定） 

  よりご確認ください。 

 

◆◆専門看護師・認定看護師活動推進委員会：第 1回研修会の開催報告◆◆ 

  

 2014 年 11 月 1 日（土）に、東京女子医科大学において第 1 回認知症看護認定看護師研

修会を開催しました。当時は 137名のご参加をいただき、「もっと時間が欲しかった」とい

う意見が多く聞かれました。  

 

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

             日本老年看護学会第 20回学術集会 

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

 

◆学術集会長：正木治恵（千葉大学大学院） 

 開 催 日：2015年 6月 12日（金）～14日（日） 

  会 場：パシフィコ横浜 

  テーマ：超高齢社会において看護の可能性を問い直す 

 

◆一般演題登録期間を 1週間延長し、190演題のお申し込みをいただきました。 

 自主企画も予定枠 7題の登録をいただきました。 

 

◆事前参加申込の締切は、2015年 5月 1日（金）となっています。 

 詳しくは、学会ホームページ（http://www.rounenkango.com/）をご覧ください 



 

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

                                   関連団体情報 

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

 

◆◆平成 27年度 看保連研究助成募集のお知らせ◆◆ 

 看保連より、研究助成の案内がきています。申請を希望する会員は下記の要領によって

申請書を作成の上、平成 27年 2月 20日まで 

  に学会事務センターまでお送りください。 

 詳しくは看保連ホームページ（http://www.kanhoren.jp/）にてご確認ください。 

 なお、申請には所属学会の承認のサインが必要となります。 

 募集締切：2015年 3月 2日（月）当日必着有効 

 助成期間：2015年 4月 1日～2016年 3月末日 

 

◆◆「山上の光賞(さんじょうのひかりしょう)」創設のご案内と候補者推薦のお願い◆◆ 

 「日本の広範な健康・医療分野において素晴らしい活躍をし、よりよい社会を築く 

  ことに貢献している 75歳以上の方々を顕彰する『山上の光賞』」が創設され、 

  本学会にも受賞候補者の推薦の案内がありました。 

 この賞は、75歳以上になっても健康・医療に関する広範な分野において 

  活躍されている方々で、例えば医師、研究者、看護師、介護福祉士、NPO職員等を 

  対象に選考の上、表彰するとのことです。 

  ○候補者の推薦方法：推薦用紙を下記のサイトからウンロードのうえ、E-Mail、FAX、 

    郵便にて提出 

   ○締め切り E-Mail、FAX：平成 27年 3月 2日（月）午後 5時 必着 

     郵便：平成 27年 3月 2日（月）必着 

  ○詳しくは当該ホームページ（http://www.sanjo-no-hikari-sho.com）にてご確認 

     ください。 

 

◆◆内閣府主催による「自殺対策連携人材養成研修」のお知らせ◆◆ 

 ○日時と場所 

  ・東京会場：2015年 2月 18日（水）10時～12時／13時～16時 

  ・フクラシア東京ステーション 5F 会議室H 

       （東京都千代田区大手町 2－6－1朝日生命大手町ビル） 

  ・大阪会場：2015年 2月 25日（水）10時～12時／13時～16時 

  ・新大阪丸ビル別館 2階会議室 2-3 

       （大阪府大阪市東淀川区東中島 1-18-22丸ビル別館） 



 ○プログラム東京会場、大阪会場ともに同一の内容 

  10：00～12：00 自治体と民間団体の連携を考える（グループワーク） 

  13：00～13：25 今日から使える自殺関連統計 

  13：30～16：00 認知行動療法をベースにした面接の実際 

 ○参 加 費:無 料 

  ○参加申し込み期限 東京会場：2015年 2月 11日（水） 

           大阪会場：2015年 2月 18日（水） 

 ○申し込み方法 参加を希望される場合、下記サイトよりお申込みください。 

   東京会場：https://ikiru.smktg.jp/cc/0mHD2E0m4r3NSv 

   大阪会場：https://ikiru.smktg.jp/cc/0mHD2F0m4r3NSw 

 

◆◆「第 29回日本医学会総会 2015」のお知らせ◆◆ 

 2015年 4月 11日～13日を中心に、表記の催しが開催されます。 

 事前参加登録の締切は 2月 28日です。 

 詳しくは、当該ホームページ（http://isoukai2015.jp/）をご覧ください。 

 

◆◆長寿科学振興財団より、「国際学会派遣事業」応募者募集のお知らせ◆◆ 

  40歳未満の若手研究者を対象に、表記の事業に対する応募者募集の案内がありました。 

 詳しくは長寿科学振興財団ホームページ 

 （http://www.tyojyu.or.jp/hp/menu000003800/hpg000003704.htm）をご覧ください。 

 申請受付期間は 1～3期に別れています。 

  第 1期の申請締切は 2015年 2月 27日(金)必着です。 

 

◆◆第 3回国連防災世界会議「JANAパブリックフォーラム」のご案内◆◆ 

  テーマ：東日本大震災からの復興と生活再建のための看護系学会の活動  

  日 時：2015年 3月 14日（土） 17:30～19:30 

  会 場：仙台市 AER 情報産業プラザセミナーホール（2） 

 ※本学会からは、災害支援検討委員会の松岡千代評議員が報告します。 

  詳しくは日本看護系学会協議会・震災関連の支援情報のホームページ 

 （http://www.jana-office.com/fatality/20150116.pdf）をご覧ください。 

 

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

                                      訃 報 

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

 長年、本学会の会員としてご活躍され、特に地域在住高齢者への支援や 

  高齢者虐待予防に関する多くのお仕事をされた評議員の津村智恵子先生 



 （人間環境大学教授、大阪府立大学名誉教授）が、2015年 1月 24日（土）に急逝 

  されました。慎んでご冥福をお祈り申し上げます。 
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