
■代議員選挙結果

投票期間：2019年10月1日～15日
開票日：2019年10月21日
投票率：18.3％
代議員候補者 90 名を選出

■役員（理事・監事）選挙結果

投票期間：2019年12月23日～2020年1月14日
開票日：2020年1月20日
投票率：90.0％
理事候補者 13 名，監事候補者 2 名を選出

※令和 2 年度の社員総会にて承認を受ける予定

■テーマ 高齢者の“声”をきいていますか？

当事者とともに創る超高齢看護学

■学術集会長 原 祥子（島根大学医学部看護学科）

■会 期 2020 年 6 月 20 日（土）～21 日（日）

■会 場 島根県民会館（島根県松江市殿町 158）
■参加費（事前参加申込み 2020 年 5 月 12 日迄）

会 員 事前  8,000 円  当日 10,000 円

非会員 事前 10,000 円  当日 12,000 円

学 生 当日のみ  6,000円 (大学生・専門学校生のみ)
■プログラム（抜粋）

第 1 日目 6 月 20 日（土）

13：10～14：00 【大ホール】

会長講演：高齢者の“声”をきいていますか？

14：10～15：10 【大ホール】

特別講演 1：胎児科学から老年を考える

15：20～16：50 【大ホール】

シンポジウム 1：急性期病院における認知症ケア

9：30～10：30 【中ホール】

将来構想検討プロジェクト企画

10：40～11：40 【中ホール】

専門看護師・認定看護師活動推進委員会企画

14：10～15：10 【中ホール】

教育講演 1：聞かせてください，あなたの人生

15：20～16：20 【中ホール】

教育講演 2：超高齢社会へのメッセージ

14：10～15：10 【大会議室】

研究・教育活動推進委員会企画

15：20～16：20 【大会議室】

国際交流委員会企画

 口演発表 【308 会議室】

 示説発表 【展示ホール・多目的ホール】

 自主企画 【大会議室，303会議室，307会議室】

第 2 日目 6 月 21 日（日）

9：30～10：30 【大ホール】

特別講演 2：超高齢社会における高齢者の

死別体験とグリーフケア

10：40～11：40 【大ホール】

教育講演 3：超高齢者から学ぶ老年的超越

13：30～15：00 【大ホール】

シンポジウム 2：生ききるを支えたい

9：30～10：30 【中ホール】

教育セミナー1：一人ひとりの可能性を見出す

排泄ケア

令和元年度日本老年看護学会 選挙結果

2020 年 3 月 10 日発行
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が拡大する中，多くの会員の方々が対応に尽力されている
ことと拝察いたします．今後の当学会の事業活動においても，状況の変化を見極めながら検討させて
いただき，ホームページにてお知らせしたいと考えております．
さて，本学会の理事長を拝命し，早いもので 2年が経とうとしています．今期は，本学会の方向性

を明らかにすべく，将来構想プロジェクトを立ち上げました．本学会の現状と課題分析をふまえ，今
後の展望と使命を検討し，次の社員総会でご承認いただけるよう準備しております．また，令和元年
度は選挙年であり，新代議員，新役員が令和 2年度の社員総会で承認する予定です．令和 2年度は新
体制のもと，将来構想検討プロジェクト報告書の具体化に取り組む，という新たな段階になることと
思います．会員数も多くなっておりますので，会員のニーズに応えながら，超高齢社会に求められる
本学会の役割を自覚し，真摯に取り組んでいきたいと存じます．
さて，2020年 6月に開催される第 25回学術集会は，本学会として初めて中国地方での開催となり

ます．会期中に会員総会を開催し，令和元年度の総括と令和 2年度の事業計画や新役員体制を報告さ
せていただく予定です．

一般社団法人日本老年看護学会 理事長 大塚眞理子

ごあいさつ

日本老年看護学会第 25回学術集会のご案内



 
 

10：40～11：40 【中ホール】 
教育セミナー2：高齢患者の心地よさ comfort を

目指したケア 
13：30～15：00 【中ホール】 

シンポジウム 3：地域のニーズを見据えて当事者

とともに創るケアシステム 
9：30～10：30 【大会議室】 

編集委員会企画 
研究論文賞受賞者講演・査読者賞表彰式 

10：40～11：40 【大会議室】 
教育セミナー3：摂食嚥下障害がある高齢者の食

支援 
13：30～15：00 【大会議室】 

災害支援検討委員会企画  

 口演発表 【308 会議室】 
 示説発表 【展示ホール・多目的ホール】 
 自主企画 【303 会議室】 

■社員総会 
 6 月 20 日（土）17：00～18：20【大会議室】 
■会員総会 

6 月 21 日（日）12：30～13：20【303 会議室】 
 

 
■学会誌「老年看護学」への投稿締切 

巻号 発行予定 締切日 
第25巻第2号 2021年1月発行 2020 年 7 月 31 日 
第26巻第1号 2021年7月発行 2020 年 11 月 30 日 
投稿は随時受付をしております．皆様の論文を是

非ともご投稿ください． 
■「事例報告」の投稿募集 
 学会誌では，実践事例を投稿してもらうための取

り組みとして，論文の種類として新たに「事例報告」

を追加しました． 
「事例報告」の執筆要領・審査基準等の詳細につ

きましては，学会誌「老年看護学」第 24 巻第 2 号，

152 頁の学会誌投稿規程，および 154 頁の編集委員

会編集方針をご覧ください． 
皆様の日頃の看護実践の成果をまとめ，投稿して

いただけることをお待ちしています． 
 

 
会員が行う研究と，本学会の委員会が行う研究を

対象として，研究倫理審査の受付をしています． 
所属施設等に研究倫理審査委員会がない場合など

において，審査を希望される方は，学会誌「老年看

護学」第 24 巻第 2 号，149～150 頁の「研究倫理審

査委員会規程」をご確認の上，学会ホームページの

会員専用サイトから必要書類をダウンロードして作

成し，審査の申請をしてください． 
学会誌「老年看護学」第 23 巻第 2 号，84～87 頁

の「研究倫理審査委員会活動報告」にも審査の詳細

がありますのでご参照ください． 
 

 
会員専用サイトからご利用いただいている「メデ

ィカルオンライン学会誌無料閲覧サービス」は毎年，

専用アカウントが更新されます． 
下記新 ID・パスワードへの切り替えは，2020 年

3 月 19 日(木)の正午より行いますが，現在の ID・パ

スワードも 3 月末まではご利用可能です．なお，切

り替え以降は，現在と同様に，学会ホームページ会

員専用サイト内の当該アイコン横に，新規 ID とパ

スワードを掲載します．どうぞご活用ください． 
〔新 IDとパスワード〕 

学会専用 ID：1100007185-05 
パスワード：mr98ariw 
 

■2020 年 3 月 1 日時点の会員数 2,621 名 
■郵送物の未着と，住所変更のお願い 
 学会誌等の郵送物が，住所不明等により事務セン

ターへ大量に戻ってきています． 
未着の方は，下記事務センターまでお問い合わせ

いただくとともに，学会ホームページの会員専用サ

イトの「変更申請」から，住所変更を行ってくださ

い． 
■メールマガジン用メールアドレス登録のお願い 

本学会では，会員のみなさまへメールマガジンを

配信しています．配信を希望する方は，会員専用サ

イトからご登録いただくか，下記事務センターまで

メールにてご連絡ください． 
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学会誌のお知らせ 

研究倫理審査の受付をしています 

メディカルオンライン電子ジャーナル 
専用アカウントのお知らせ 

事務センターからのお知らせ 


