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今号は、11 月 23 日（日）に開催された平成 27 年度第 3 回理事会の議事と、第 21 回学術

集会のご案内を中心にお届けします。 

 

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

                12月 14日より、第 21回学術集会の抄録登録を開始します 

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

 

■日本老年看護学会第 21回学術集会  

  テーマ       「死を見据えたケア」 

 学術集会長  桑田美代子（青梅慶友病院／よみうりランド慶友病院） 

 会  期   2016年 7月 23日（土）・24日（日） 

 会  場   大宮ソニックシティ 

 ※事前参加申込締切 2016年 6月 1日まで 

 

■抄録登録期間 2015年 12月 14日（月）～2016年 2月 10日（水）14時まで 

 

■皆さまのご発表をお待ちしています。 

 抄録登録は学会HP（http://www.rounenkango.com/）からとなります。 

 

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

         第 3回 理事会ならびに委員会からの報告とお知らせ 

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

 

■法人化■ 

 法人化については、今年度の総会にてご承認いただいたところですが、去る 10 月 6 日、

無事に「一般社団法人日本老年看護学会」の登記を完了しました。正式な移行は 2016年

4月 1日となります。 

 

■評議員選挙■ 

 2015年 10月 1日～15日を投票期間とした評議員選挙の結果が、選挙管理委員長から報



告されました。開票日は 2015 年 10 月 20 日、投票率は 26.5％でした。評議員選挙規程

に則り、今回は 92名の評議員が選出されました。 

 

■災害支援検討委員会■ 

 「平成 27年 9月関東・東北豪雨」被害に対して、学会 HP、メールマガジン、役員メール 

 にて情報配信が行われました。その結果、当該委員や会員有志が避難所の看護ボランテ

ィアとして活動したことが報告されました。 現在、学会 HP にて「大規模自然災害時

の高齢者支援ガイド」を公開し、皆さまからのご意見を募集しております。この機会に

併せてご覧ください。 

 

■生涯学習支援委員会■ 

 本年 8月の「実践編：災害支援研修」、11月の「応用編：地域包括ケア」の開催状況につ

いて報告がありました。現在、基礎編（九州)大分会場（12 月 20 日開催）での研修参加

者を募集しています。詳しくは後段をご参照ください。 

 

■老年看護政策委員会■ 

 平成 28年度診療報酬改定に向けた医療技術評価の結果、本委員会から出している「在宅

患者モニタリング遠隔管理料」「認知症のチーム医療」が最終審査に 進んでいることが

報告されました。また、理事会後、厚労省に協力し、当該委員会から提出していた非公

開データがこのたび公開となった旨、お知らせがありました。URLは下記のとおり。 

  16ページが本委員会からの資料です。ご参照ください。 

【ホームページ】 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-ryouka/0000105049.pdf 

 

■編集委員会■ 

 ・現在、第 20巻第 2号（1月発行）、第 21巻第 1号（7月発行）の査読・編集中です。 

 ・第 21巻第 2号以降の投稿締切は下記のとおりです。なお、随時査読も受け付けており

ます。 

   ＊第 21巻第 2号（2016年 7月末） 

   ＊第 22巻第 1号（2016年 11月末） 

 

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

             今後の生涯学習支援研修のご案内 

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

 

■基礎編（九州） 2015年 12月 20日（日）開催■ 



 会 場：ホルトホール大分 302会議室 

 時 間：13：00～16：20 

 対 象：老年看護に携わる実践者および教育者 

 定 員：60名（先着順） 

 参加費：会員 1,500円 非会員 3,000円 

 テーマ：高齢者に対する安全・適切な薬物療法の援助  

 プログラム： 

   １．高齢者の薬物療法の原則と薬剤師との協働 

    【講師】伊東  弘樹氏（大分大学医学部薬剤学講座・ 

                            同医学部附属病院薬剤部 教授） 

    ２．高齢者の安全・適切な薬物療法に向けた看護実践   

       【講師】原口  有紀氏（大牟田病院 老人看護専門看護師・副看護師長）  

  申込締切：2015年 12月 10日（金）必着 

 

■実践編（千葉） 2016年 3月 20日（日）開催■ 

 会 場：順天堂大学 浦安キャンパス 

 時 間：9：45～16：00 

 対 象：認知症高齢者と関わりがある看護職および関係職種 

     （認知症および認知症ケアに関して、基礎編レベルの学習はできている方） 

 定 員：100名（先着順） 

 参加費：会員 3,000円 非会員 4,000円  

 テーマ：実践編 急性期病院の認知症ケア  

 プログラム： 

  １．BPSDへのアプローチ 

    【講師】諏訪さゆり氏（千葉大学大学院看護学研究科 教授） 

  ２．物理的環境改善のためのアプローチ 

      【講師】湯浅美千代（順天堂大学大学院看護学研究科 教授） 

    ３．人的環境改善のためのアプローチ 

       【講師】湯浅美千代（順天堂大学大学院看護学研究科 教授） 

   ＊申込締切：2016年 3月 2日（月）必着 

 

■詳細及び申込方法は学会 HP（http://www.rounenkango.com/）をご覧ください。 

 

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

                       災害支援検討委員会 災害支援活動報告 

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



 

理事会報告にもありましたように、11 月に常総市の避難所 2 カ所の看護ボランティアとし

て、3 名の会員が災害支援活動に参加しました。あすなろの里には、長坂 GCNS（キッコ

ーマン総合病院）と松岡委員（佛教大学）、石下総合体育館には北川理事（共立女子大学）

が、健康チェックや相談、11 月末を目処とした避難所に閉鎖に伴う不安等の傾聴を行いま

した。現在避難所は、石下総合体育館（12 月 8 日閉鎖予定）のみが残り、被災者は二次避

難所（ホテル・旅館等）に移動し、自宅再建や市営住宅等の恒久住宅への移行の間、そこ

で生活されます。今後も、現地のボランティア NPOと連絡を取りながら、継続的な支援を

模索したいと考えています。 

 

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

                                   関連団体情報 

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

 

■第 5回 杉浦地域医療振興助成募集のお知らせ■ 

 公益財団法人杉浦記念財団より、研究等助成への募集要項が届きました。概略は下記の

とおりです。 

  詳しくは財団HP（http://sugi-zaidan.jp/assist_decoration/boshuyoko.html）をご覧くだ

さい。 

  １．趣旨 

      超高齢社会を迎えて、医師、薬剤師、看護師等の医療従事者及び介護福祉従事者等 

      の多職種が連携して「地域包括ケア」を実現しようとする活動や研究に対する助成 

  ２．募集方法 

   ・応募期間 2016年 1月 1日～2016年 2月 29日 

   ・応募資格 日本国内で活動する個人又は団体（特に都市部で地域医療従事者として                

実際に業務を行っている多職種の応募を期待） 

   ・応募方法 財団 HPより書類をダウンロード 

   ・助成期間 2016年 4月 1日～2017年 3月 31日 

   ・書類提出先 〒446-0056 

         愛知県安城市三河安城町一丁目 8番地 4 スギホールディングス内 

         公益財団法人 杉浦記念財団 

 

■第 2回 石巻市地域医療福祉セミナーのお知らせ■ 

 被災地の現状周知と医療・福祉の多職種とのネットワーク構築に繋がる機会となること 

を目的とした石巻市のセミナーのご案内です。 

 

http://sugi-zaidan.jp/assist_decoration/boshuyoko.html）をご覧くだ
http://sugi-zaidan.jp/assist_decoration/boshuyoko.html）をご覧くだ


  日 時：平成 28年 2月 27日（土）～2月 28日（日） 

  場 所：石巻包括ケアセンター（宮城県石巻市南境字新小堤 25-1）他 

  テーマ：震災から 5年、石巻の今～地域包括ケアと多職種連携～ 

  対 象：地域での医療・福祉、地域包括ケア、被災地での医療・福祉に興味を      

お持ちの医療・福祉系学生及び医療・福祉職に従事している若手職員 

  定 員：20名程度 

  費 用：実費 1,000円程度（27日の昼食代等） 

      ＊石巻までの往復交通費及び宿泊場所は、各自ご準備願います。 

  申込方法：石巻市ホームページから申込書をダウンロードし、メール添付の上、       

送信してください。 

  【URL】http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10355000/3333/2seminar.html 

  ※インターネットから「石巻市地域医療福祉セミナー」と検索しても、確認できます。 
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