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集会長講演  

在宅看護のサステナビリティ  

 川添 高志（ ケアプロ株式会社 ） 

パネルディスカッション／シンポジウム  

8050／9060 時代に求められる在宅看護  
ー複合的な課題を持つ家庭に対して、在宅看護は何ができるのか？ー  

 和気 純子（ 東京都立大学人文社会学部人間社会学科 ） 

 酒井 直人（ 中野区区長 ） 

 梅原 悦子（ 中野区中野地域包括支援センター ） 

 立石 愛（ 中野区中部すこやか福祉センター ） 

 福元 さくら（ 中野区中部すこやか福祉センター ） 

 藤井 多希子（ 中野区地域支えあい推進部 ） 

地域包括ケアの進化を目指す働き方のサステナビリティ  

 濱田 安岐子（NPO法人看護職キャリアサポート ） 

 丸山 充帆（ 株式会社アオアクア ） 

 田母神 裕美（ 公益社団法人日本看護協会 ） 

 藤野 泰平（ 株式会社デザインケアみんなのかかりつけ訪問看護ステーション ） 

在宅医療の安全と危機管理 ー暴言・暴力に立ち向かう事業所の運営ー  

 髙村 浩 （ 髙村浩法律事務所 ） 

 野々内 美加（Langley Mental Health Substance Use Program Fraser Health, BC ）  

 村田 直子（ 公益社団法人兵庫県看護協会 ） 

 原子 英樹 ( 株式会社円グループ ） 

訪問看護の質ー評価から質改善へー  

 藤井 麻耶 （ 厚生労働省老健局老人保健課 ） 

 山本 則子（ 東京大学大学院医学系研究科 ） 

 天野 博（AGO株式会社みのり訪問看護ステーション ） 

 大橋 奈美 （ 医療法人ハートフリーやすらぎ ） 

 吉原 由美子（ 一般社団法人全国訪問看護事業協会 ）  

在宅看護のサステナビリティを高めるためのテクノロジー  

 富樫 千代美（ 鶴岡市立荘内病院  ） 

 遊間 和子（ 株式会社国際社会経済研究所 ） 

 亀井 智子（ 聖路加国際大学大学院看護学研究科 ） 

 小室 貴之（ 株式会社楓の風 ） 

ランチョンセミナー  

訪問看護ステーションの採用について  

 共催　株式会社エス・エム・エス 

生活者支援の視点で進化が求められること  

 共催　株式会社ストローハット 

情報交換会  

訪問看護事業承継ガイドラインと 事業承継事例  

 坪田 康佑（ 一般社団法人医療振興会 ） 

 高丸 慶（ 一般社団法人訪問看護支援協会 ） 

新卒訪問看護師についてみんなの関心あるテーマで話し合おう！  
ーきらきら訪問ナース研究会ー  

 山田 雅子（ 聖路加国際大学大学院看護学研究科 ） 

 佐藤 直子（ 東京ひかりナースステーション ） 

市民講座  

全ての人がその人らしい人生を  
ー分身ロボットカフェ「DAWN」Ver.β とみかんぐみの紹介ー  

教育講演  

質的研究から捉える現象の世界　看護における質的研究のこれから  

 西村 ユミ（ 東京都立大学人間健康科学研究科 ） 

パネルディスカッション／シンポジウム  

地域の実情や工夫から考える  
ー支え合いながら暮らし続けるための地域のサステナビリティー  

 本田 和也（ 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター ） 

 柏木 久美子（ 福島県立医科大学 会津医療センター附属病院 奥会津在宅医療センター ） 

組織戦略から見る経営のサステナビリティ  

 中島 朋子（ 株式会社ケアーズ東久留米白十字訪問看護ステーション ） 

 藤野 泰平（ 株式会社デザインケアみんなのかかりつけ訪問看護ステーション ） 

 大串 優太（ 株式会社 Footage） 

 金坂 宇将（ ケアプロ株式会社 ） 

2022 年カリキュラム改定 地域・在宅看護論で何を変えるのか？  
「どこを目指して、何を教えるか」「看護基礎教育に何を求めるのか」  

 冨安 眞理（ 静岡県立大学大学院看護学研究科 ）  

 村山 浩代（ 神奈川県立平塚看護大学校 ） 

 竹森 志穂（ 聖路加国際大学大学院 看護学研究科 ） 

 服部 絵美（ 株式会社ケアーズ白十字訪問看護ステーション ）

 樋口 秋緒（ 社会医療法人北晨会 恵み野訪問看護ステーション「はあと」 ） 

 柏木 聖代（ 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科 ） 

 山田 雅子（ 聖路加国際大学大学院看護学研究科 ） 

在宅看護の実践をサステナブルにする機能強化型訪問看護ステーション  

 福井 小紀子（ 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科 ） 

 吉澤 環（ 南砺市民病院 ） 

 今井 めぐみ（ 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団訪問看護ステーションけやき ） 

在宅看護の事業継続計画 (BCP) の重要性と展望  

 菅野 太郎（ 東京大学大学院工学系研究科 ） 

 木村 浩美（ 社会医療法人寿量会ホームケアサポートセンター ） 

 川口 奏子（ 在宅看護研究センター附属訪問看護ステーション ） 

 酒井 美知子（ メディカル・ハンプ訪問看護ステーション ） 

 石田 千絵（ 日本赤十字看護大学大学院看護学研究科 ） 

  

ランチョンセミナー  

多職種協働で支える栄養食事支援  

 共催　株式会社大塚製薬工場 

健康増進プログラムVitalityを活用した健康経営のご提案  

 共催　住友生命保険相互会社 東京東支社 

モーニングセミナー  

在宅看護の視点から考える「帯状疱疹」の予防の重要性  

 共催　グラクソ・スミスクライン株式会社 

おくりびとが伝える看取り後にできること  

 共催　ディパーチャーズ・ジャパン株式会社 

  

  

  

  

  

　　　※上記は予定であり変更の可能性があります。
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