2日目

2022年7月10日(日)

第１会場
（3F メインホール)

第２会場
(5F 国際会議室501)

9：00

9:00～10:00

O-10-1～O-10-4

第３会場
(5F 502+503)

OD 9:00～10:00

O-12-1～O-12-4

こどもと家族への看護技術

日程表

座長：小迫

10:00

10:00～11:00

特別講演２

第４会場
(4F 409+410)

OD 9:00～10:00

O-16-1～O-16-4

こどもと家族への看護：
病気の認識とケア

幸恵

座長：茎津

OD

こどもの健康支援
座長：桑田

智子

弘美

OD

天神さまの細道の先
―こどもの守り神―
講師：味酒 安則
座長：森藤香奈子

10:40～11:40

O-13-1～O-13-4

11:00

12:00

OD 10:40~11:40

O-17-1～O-17-4

こどもと家族の病気体験

地域連携・専門職連携

座長：名古屋祐子

座長：内

12:00～13:00

12:00～13:00

12:00～13:00

座長：岡田 賢司
演者：古野 憲司、原田 香奈
共催：佐藤製薬株式会社 / 北里薬品産業株式会社

座長：甲斐 美里
演者：三浦 美穂
共催：ニプロ株式会社

座長：高田 雄史
演者：大久保千代次
共催：一般財団法人電気安全環境研究所 電磁界情報センター

ランチョンセミナー1

OD

正子

ランチョンセミナー2
ランチョンセミナー3
®
みんなでつくる子どもに優しい医療処置環境 保育施設におけるイオンレス（次亜塩素酸水） 携帯電話の電磁波って危ないの？
～疼痛緩和の意義と実践～
－WHOの見解を紹介します－
シーエルファイン®の除菌性能に関する報告

13:00

13:20～14:20

教育講演２

OD

13:20～14:20

O-14-1～O-14-4

座長：友田

裕子

14:40~16:10

15:00

シンポジウム２

O-18-1～O-18-4

OD 14:40～15:40

O-11-1～O-11-4

尋子

OD 14:40～15:40

O-15-1～O-15-4

座長：松浦

和代

OD 14:40～15:40

O-19-1～O-19-4

九州・沖縄小児看護教育研究 こどものセルフケア・成人移 在宅支援・訪問看護・継続看 終末期・緩和ケア
行支援
護
会ジョイント企画
座長：松岡 真里
小児看護の基礎教育・臨床教
座長：河俣あゆみ
育について語ろう －こども 座長：本田 真也
と家族の反応と行動の意味を
考えることと実践をつなぐ－

16:00 座長：飯野 英親
松岡

OD

子育て支援・養育環境・虐待 小児看護における看護倫理

妊娠期から子育て期にわたる切
れ目のない支援の実現に向けて

14:00 講師：内田 愛子
座長：濵田

OD 13:20～14:20

聡美

閉会式

17:00

18:00

6

OD

OD ： 後日オンデマンド配信予定
（テーマセッションは変更の可能性がございます）

第５会場
(4F 411+412)

第６会場
(4F 413+414)

OD 9:00～10:20

9:00～10:20

スキルアップセミナー３

10:40～12:00

テーマセッション9

OD 9:00～10:20

9:00～10:20

テーマセッション16

テーマセッション20

ポスター会場
(2F 多目的ホール)

OD

OD

災害対策委員会
子どもと家族を支える地域包 現場での後輩への教育の工夫
病院内での災害対策への取組 括ケアについて考えよう
を共有したい方、集合！
み
―先天性心疾患の子どもへの
小児病棟・NICU での災害時 企画代表者：倉田 慶子
看護に焦点をあてて―
の対策や日頃の備えはできて
企画代表者：宗村 弥生
いますか？
企画代表者：伊藤

企画代表者：辻尾有利子

第８会場
(4F 404~406)

久美

OD 10:40～12:00

テーマセッション13

日程表

集中治療から病棟まで、みん
なで考えよう 明日から活か
せる看護の工夫
～点滴・ドレーン・挿管チュー
ブの固定～

テーマセッション12

第７会場
(4F 401~403)

ポスター閲覧
OD 10:40～12:00

10:40～12:00

テーマセッション17

小児看護学に遺伝ゲノム学を こどもの高次脳機能障害の症
診療報酬検討委員会
意思決定支援は診療報酬につ 導入した実践モデル構築を目 状出現を考慮したケアとは
指して
ー急性期からの退院支援ー
ながるか
・・・子ども自身が遺伝・ゲ
企画代表者：萩原 綾子
ノム染色体についてわかるこ 企画代表者：小室 佳文
との意義・・・
企画代表者：中込さと子

テーマセッション21

OD

COVID-19 パンデミック下
おけるこどもの療養生活：
看護師の思い・経験を共有し
よう！
企画代表者：小林

京子

11:30～12:00

討論３

P-9-1 ～ P-9-3 終末期・グリーフケア
P-10-1 ～ P-10-4 子育て支援・養育環境・虐待
P-11-1 ～ P-11-3 こどもと家族への看護：小児がん
P-12-1 ～ P-12-6 こどもと家族への看護：NICU
P-13-1 ～ P-13-4 小児看護教育３
13:00～14:20

テーマセッション10

OD 13:00～14:20

編集委員会
掲載される論文のために、こ
んなところを見直してみませ
んか？
ー編集委員からの提案ー
企画代表者：平林

優子

14:40～16:00

テーマセッション11

OD 13:00～14:20

テーマセッション18

OD

患者・家族の意思を尊重する 小児慢性疾患をもつ子どもの
意思決定支援とは？
保育園・幼稚園の就園支援を
～もっと知ろう！子どもと家 考えよう！
P-14-1 ～ P-14-4
族が大切にしていること～
P-15-1 ～ P-15-4
企画代表者：仁尾かおり
P-16-1 ～ P-16-3
企画代表者：井上みゆき
P-17-1 ～ P-17-5
P-18-1 ～ P-18-4

OD 14:40～16:00

総務委員会
利益相反（COI）を知ってい
ますか？学会活動における利
益相反（COI）管理を学びま
しょう
企画代表者：塩飽

テーマセッション14

テーマセッション15

14:40～16:00

テーマセッション19

OD

子 ど も が 力 を 発 揮 で き る、 マルトリートメント事例にか
ディストラクション・プレパ かわる看護師の困難感・ジレ
レーション
ンマ
企画代表者：弓気田美香

企画代表者：川口めぐみ

仁

7

OD

ポスター閲覧
地域連携・専門職連携２
こどものセルフケア・成人移行支援 2
COVID-19・災害支援
小児看護における看護倫理
こどもと家族への看護：医療的ケア児
14:30～15:00

討論４

ポスター撤去

