
日本災害看護学会　第19回年次大会　プログラム
会長講演

会 長 講 演： 災害看護と「まちの保健室」
座長：増野　園惠（ 兵庫県立大学）
講師：近田　敬子（鳥取看護大学 　学長）

特別講演
特 別 講 演： 日本のはじまりの地・山陰

座長：近田　敬子（鳥取看護大学 　学長）
講師：多羅尾整治（古代歴史研究家）

特別企画講演（公開）
特別企画講演： 災害に対峙する〜発災から「福興」への道〜

座長：南　　裕子（高知県立大学大学院看護学研究科　特任教授）
講師：平井　伸治（鳥取県知事）

教育講演
教 育 講 演 1： 専門職の仕事に活かすソーシャルキャピタル

座長：片田　範子（関西医科大学）
講師：藤原　佳典（ 東京都健康長寿医療センター研究所　社会参加と地域保健研

究チーム　研究部長 （チームリーダー））

教 育 講 演 2： 認知症と災害
座長：山本あい子（ 兵庫県立大学）
講師：浦上　克哉（ 鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座環境保健学分野　教授）

シンポジウム
シンポジウム１： 熊本地震における中長期支援

座長：石井美恵子（ 東京医療保健大学　東が丘・立川看護学部看護学科　看護基
盤学）

シンポジスト： 宇佐美しおり（ 熊本大学生命科学研究部（保健学系）臨床看護学 
精神看護学　教授）

　　　　　　　「熊本地震における中長期支援」
　　　　　　　  小早川義貴（ 国立病院機構災害医療センター　災害医療部　福島

復興支援室・DMAT事務局運営室）
　　　　　　　「熊本地震における中長期支援」
　　　　　　　嶋田　晶子（公益社団法人熊本県看護協会　会長）
　　　　　　　「熊本地震における熊本県看護協会の中長期支援について」
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シンポジウム２： 鳥取県中部地震に学ぶ
座長：齋藤　正子（東京家政大学看護学部看護学科）
シンポジスト： 安田　達昭（鳥取県危機管理局　局長） 

「鳥取県中部地震における県の対応と「福興」、 
 自助・共助・公助と減災」 
塚根　智子（倉吉市社会福祉協議会　常務理事・事務局長） 

「災害時におけるボランティアセンターの役割」 
牧野　紀史（倉吉市西郷地区公民館　館長） 

「災害にも強いまちづくり」 
美舩　智代（鳥取看護大学　看護学部　看護学科　准教授） 

「災害時における看護大学の取り組み」

ワークショップ
ワークショップ１： DNSO企画：病院における災害時の図上型訓練教材開発part２ 〜これであ

なたも訓練の企画者に！？〜
企画担当：酒井　明子（NPO法人　災害看護支援機構（福井大学　医学部　看護学科））

ワークショップ２： 安全で安心して行ける避難所のトイレ
企画担当：山崎　達枝（山崎絆塾）

ワークショップ３： シミュレーション　避難所における災害時の要配慮者トリアージ 
―地域住民への伝承方法の実際―

企画担当：小原真理子（（前）日本赤十字看護大学　看護学部）

ワークショップ４： てつがくカフェ―〈心の復興〉を問い直す
企画担当：西村　高宏（福井大学　医学部　医学教育・倫理学領域）

交流集会
温泉交流セッション１： つながろう！災害支援ナースと保健師の連携　 

〜「平成28年熊本地震」における避難所での活動を通じて〜
企画担当：中板　育美（日本看護協会）

温泉交流セッション２： 地域の防災活動の継続と活性化を目指した公立看護系I大学の活動と役割 
－学生とともに担う災害につよい街づくり－

企画担当：武山　雅志（石川県立看護大学）

温泉交流セッション３： 大規模地震被災者が暮らす避難所での感染症予防の啓蒙活動について
の報告

企画担当：稲田　千明（鳥取看護大学　看護学部　看護学科）

交流集会１： 大学生が自ら考える冬季の災害ボランティア活動 
〜厳冬期の災害時を想定した「赤十字みんなの防災ウィンターキャンプ」〜
企画担当：及川　真一（日本赤十字秋田短期大学）

交流集会２： マスギャザリングにおける看護の役割を考える　 
〜東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えて〜
企画担当：野島　真美（高知県立大学　看護学研究科　共同災害看護学専攻）
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交流集会３： 鳥取県中部地震被災地での活動を通して、災害サイクルにおける活動の役割と多
職種連携・協働のあり方を考える
企画担当：美舩　智代（鳥取看護大学　看護学部　看護学科）

交流集会４： 生活復興にむけての意識を継続するために
企画担当：高田　美子（鳥取看護大学　看護学部　看護学科）

学会企画
学会企画１： 東日本大震災看護プロジェクトの６年間の活動報告

企画担当：吉田　俊子（宮城大学　看護学群）

学会企画２： 災害発生時、病院及び避難所におけるトイレの初動マネージメント
災害看護教育活動委員会

学会企画３： 市民公開講座　三角巾を用いた応急処置とレスキューフーズの試食
企画担当：山崎　達枝（（前）東京医科大学　医学部　看護学科）

学会企画４： 仙台防災枠組みと看護からのThe Commitment into Action
国際交流委員会

学会企画５： 組織会員委員会【情報交換会】 
これまでの災害から振り返る組織の役割と課題 
企画担当：大柴　福子（独立行政法人　国立病院機構　災害医療センター）

学会企画６： 災害看護用語検討プロジェクトの取り組み
企画担当：片田　範子（関西医科大学）

共催ランチョンセミナー
ランチョンセミナー１：

座長：小村　三千代（鳥取看護大学　看護学部　特任教授）
「鳥取県における「まちの保健室」の取り組みについて」
講師：田中　響（鳥取看護大学　看護学部看護学科　教授）

「日本財団在宅看護支援センターと起業家育成の取り組み」
講師：吉田　もも（日本財団　公益事業部　国内事業開発チーム）
共催： 公益財団法人日本財団

ランチョンセミナー２：
座長：美舩　智代（鳥取看護大学　看護学部看護学科　准教授）
講師：西村　一弘（駒沢女子大学　人間健康学部　健康栄養学科　教授）
共催： 大山乳業農業協同組合

ランチョンセミナー３：災害時の「食」と農業・協同の支え合い
座長：早川　大輔（鳥取看護大学　看護学部　看護学科）
講師：佐藤　幸也（関東学院大学理工学部　教授）
共催： JA鳥取中央
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プログラム

【第１会場】（大ホール）

開会式 9：00〜

会長講演 9：00〜9：30
 災害看護と「まちの保健室」
 座長：増野　園惠（ 兵庫県立大学）
 講師：近田　敬子（鳥取看護大学　学長）

特別講演 9：30〜10：30
 日本のはじまりの地・山陰
 座長：近田　敬子（鳥取看護大学　学長）
 講師：多羅尾整治（古代歴史研究家）

シンポジウム1　10：40〜12：10
 熊本地震における中長期支援
 座長：石井美恵子（東京医療保健大学　東が丘・立川看護学部看護学科　看護基盤学）
 シンポジスト： 宇佐美しおり（ 熊本大学生命科学研究部（保健学系）臨床看護学　精

神看護学　教授）
 　　　　　　　小早川義貴（ 国立病院機構災害医療センター　災害医療部　福島

復興支援室・DMAT事務局運営室）
 　　　　　　　嶋田　晶子（公益社団法人熊本県看護協会　会長）

特別企画講演（県民公開）　13：20〜14：20
 災害に対峙する〜発災から「福興」への道〜
 座長：南　　裕子（高知県立大学大学院看護学研究科　特任教授）
 講師：平井　伸治（鳥取県知事）

教育講演2 14：55 〜15：55
 認知症と災害
 座長：山本あい子（兵庫県立大学）
 講師：浦上　克哉（ 鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座環境保健学分野　教

授）

日本災害看護学会　第19回年次大会　総会　16：00〜17：20

第１日目：8月25日（金）
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【第２会場】（小ホール）

教育講演１ 11：00〜12：00
 専門職の仕事に活かすソーシャルキャピタル
 座長：片田　範子（関西医科大学）
 講師：藤原　佳典（ 東京都健康長寿医療センター研究所　社会参加と地域保健研究

チーム　研究部長 （チームリーダー））

ランチョンセミナー１　12：15〜13：15
 座長：小村三千代（鳥取看護大学　看護学部　特任教授）
 「鳥取県における「まちの保健室」の取り組みについて」
 講師：田中　響（鳥取看護大学　看護学部看護学科　教授）
 「日本財団在宅看護支援センターと起業家育成の取り組み」
 講師：吉田　もも（日本財団　公益事業部　国内事業開発チーム）

 共催： 公益財団法人日本財団

シンポジウム２　14：25 〜15：55
 鳥取県中部地震に学ぶ
 座長：齋藤　正子（東京家政大学看護学部看護学科） 
 シンポジスト： 安田　達昭（鳥取県危機管理局　局長） 

塚根　智子（倉吉市社会福祉協議会　常務理事・事務局長） 
牧野　紀史（倉吉市西郷地区公民館　館長） 
美舩　智代（鳥取看護大学　看護学部　看護学科　准教授）

【第３会場】（セミナールーム3）

ワークショップ１　9：30〜11：00
  DNSO企画：病院における災害時の図上型訓練教材開発part ２  

〜これであなたも訓練の企画者に！？〜
 企画担当：酒井　明子（NPO法人　災害看護支援機構（福井大学　医学部　看護学科））

ランチョンセミナー２　12：15〜13：15
 座長：美舩　智代（鳥取看護大学　看護学部　看護学科　准教授）
 講師：西村　一弘（駒沢女子大学　人間健康学部　健康栄養学科　教授）
 共催： 大山乳業農業協同組合

ワークショップ２　14：25〜15：55
 安全で安心して行ける避難所のトイレ
 企画担当：山崎　達枝（山崎絆塾）
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【第４会場】（リハーサルルーム）

ランチョンセミナー３　12：15〜13：15
 「災害時の「食」と農業・協同の支え合い」
 座長：早川　大輔（鳥取看護大学　看護学部　看護学科）
 講師：佐藤　幸也（関東学院大学理工学部　教授）
 共催： JA鳥取中央

【第５会場】（セミナールーム1）

ワークショップ３　13：20〜14：50
 シミュレーション 
 避難所における災害時の要配慮者トリアージ
 ―地域住民への伝承方法の実際―
 企画担当：小原真理子（（前）日本赤十字看護大学　看護学部）

交流集会１ 14：55 〜 15：55
  大学生が自ら考える冬季の災害ボランティア活動 

〜厳冬期の災害時を想定した「赤十字みんなの防災ウィンターキャンプ」〜
 企画担当：及川　真一（日本赤十字秋田短期大学）

【温泉セッション会場】（三朝館）

温泉交流セッション　14：30 〜 15：30

　１（錦） つながろう！災害支援ナースと保健師の連携　 
 〜「平成28年熊本地震」における避難所での活動を通じて〜
 企画担当：中板　育美（日本看護協会）

　２（宴）  地域の防災活動の継続と活性化を目指した公立看護系I大学の活動と役割 
－学生とともに担う災害につよい街づくり－

 企画担当：武山　雅志（石川県立看護大学）

　３（月光） 大規模地震被災者が暮らす避難所での感染症予防の啓蒙活動についての報告
 企画担当：稲田　千明（鳥取看護大学　看護学部　看護学科）
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【第１会場】（大ホール）

学会企画１ 10：30〜12：00
  東日本大震災看護プロジェクトの６年間の活動報告
 企画担当：吉田　俊子（宮城大学　看護学群）

閉会式 14：00〜

【第３会場】（セミナールーム3）

学会企画２ 9：00〜10：30
 災害発生時、病院及び避難所におけるトイレの初動マネージメント
 災害看護教育活動委員会

学会企画３ 「市民公開講座」　12：30〜14：00
 三角巾を用いた応急処置とレスキューフーズの試食
 企画担当：山崎　達枝（（前）東京医科大学　医学部　看護学科）

【第４会場】（リハーサルルーム）

ワークショップ４　9：00〜10：30
 てつがくカフェ―〈心の復興〉を問い直す
 企画担当：西村　高宏（福井大学　医学部　医学教育・倫理学領域）

学会企画４ 10：45〜12：15
 仙台防災枠組みと看護からのThe Commitment into Action
 国際交流委員会

学会企画５ 13：00〜14：00
 組織会員委員会【情報交換会】 
 これまでの災害から振り返る組織の役割と課題 
 企画担当：大柴　福子（独立行政法人　国立病院機構　災害医療センター）

【第５会場】（セミナールーム1）

学会企画６ 9：00〜10：00
 災害看護用語検討プロジェクトの取り組み
 企画担当：片田　範子（関西医科大学）

第２日目：8月26日（土）
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交流集会２ 10：10 〜 11：10
 マスギャザリングにおける看護の役割を考える　 
 〜東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えて〜
 企画担当：野島　真美（高知県立大学　看護学研究科　共同災害看護学専攻）

交流集会３ 11：20 〜 12：20
  鳥取県中部地震被災地での活動を通して、災害サイクルにおける活動の役割と多

職種連携・協働のあり方を考える
 企画担当：美舩　智代（鳥取看護大学　看護学部　看護学科）

交流集会４ 13：00 〜 14：00
 生活復興にむけての意識を継続するために
 企画担当：高田　美子（鳥取看護大学　看護学部　看護学科）
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