日本難病看護学会学術集会ニュース
第 24 回日本難病看護学会学術集会（第 2 報）
テーマ：
「生（活）きる力」を支える多様で多彩な看護
会
会

期：2019 年 8 月 23 日(金)～8 月 24 日(土)
場：山形県立保健医療大学 講堂等
（〒990-2212 山形県山形市上柳 260 番地）

第 24 回日本難病看護学会学術集会では、難病を持つ方とご家族に対して、現在をそ
して未来の「生（活）きる力」を支援することをメインテーマとしました。
難病の特徴は進行性で原因不明であること。しかし、医療技術の進歩やサービスの充
実は、病気の進行を緩和し、確実に延命へとつながっています。そのため、ライフサイ
クルにそった支援とともに、難病を持つ方や家族の生活の質をもっと向上し、もう一歩
前（未来）をみた「生（活）きる力」を看護として支えていきたいと考えました。
本学会のテーマの「生きる」を支えるは、生命の維持そのものを支えるという意味を
持ち、「活きる」を支えるのは、その人らしく生き生きとした生活の実現を支えること
を意味しました。難病を持つ若い女性の難病患者の支援を皮切りに、多職種による療養
支援や看取りまでのライフサイクルに沿った看護の在り方を考えるとともに、就労支援
や遺伝・意志決定などへのいきることに対する看護を組み込みました。
さらに本学術集会では、マスメディアの発達により変動している患者・家族会にも焦
点を当てています。また、当事者でありながら「夢をもって飛ぶことをあきらめない」
生き方も語っていただこうと考えております。この学術集会を企画するにあたり、人の
つながりという目に見えない財産を大切にしたいと感じております。
かつて山形は最高温度の日本記録を持っていました。暑い山形ですが、難病を持つ方
の『「生（活）きる力」』を支える多彩で多様な看護』を熱く語り、多くの方々とのつな
がりという財産を広げてみませんか。
難病に関わる看護師・保健師・看護研究者、関係職種の多くの皆様にご参加いただけ
ればと思います

山形県立保健医療大学

後藤 順子
保健医療学部看護学科

2019 年 8 月 23 日（金）
✿ 会長講演
「生（活）きる力」を支える多様で多彩な看護
後藤順子（山形県立保健医療大学）

✿ 鼎談【共催：公益財団法人

在宅医療助成

勇美記念財団】

「難病看護と患者会の協働-難病とともに生きる患者会活動と看護への期待-」
講師
森
幸子（日本難病・疾病団体協議会）
鈴木 省三（山形県難病等団体連絡協議会）
川村佐和子（聖隷クリストファー大学大学院）

✿ ランチ企画 1
当事者が奏でる音楽のしらべ（2-1g ループ)

✿ 基調講演【共催：公益財団法人

在宅医療助成

勇美記念財団】

「難病患者の長期療養を支える－今日の神経難病医療－」
講師：川並 透（国立病院機構 山形病院）

✿ 公開セミナー1
「看護師の意思決定支援の構造」
講師：申 于定（東京医科歯科大学 医学部附属病院)

他

✿ 教育セミナー1
「難病を持つ子どもの教育支援」
講師：下川和洋（NPO 法人 地域さぽーと研究所）

✿ 公開シンポジウム【共催：公益財団法人

在宅医療助成

勇美記念財団】

「多職種が支援する難病患者の長期療養」
シンポジスト
皆川正晴（当事者）
山岸広明（居宅介護支援事業所 つばさ天童）
佐藤美香（山形県看護協会立訪問看護ステーションやまがた）
北山真樹（あすか山訪問看護ステーション）

✿ 公開セミナー２
「難病患者の就労支援」
講師：春名 由一郎（障害者職業総合センター）
小笠原眞佐子（山形県難病相談支援センター）

✿ 公開セミナー3
「難病患者の災害看護」
講師：菅野真衣（国立病院機構
調整中

山形病院）

✿ 交流集会１：「心のケアとして聴くこと」
コーディネーター：小長谷百絵（上智大学）他

✿
✿
✿
✿

一般演題（口演）
一般演題（示説）
企業展示（医療器械・福祉器具他）
懇親会（山形国際ホテル）

2019 年 8 月 24 日（土）
✿ 教育セミナー2
「難病患者のターミナルとグリーフケア」
講師：小館貴幸（立正大学人文科学研究所）

✿ 公開セミナー４
「難病患者の外来看護」
講師：枩本智子（東邦大学医療センター大森病院）
赤坂麻美（国立病院機構 青森病院）

✿ ランチ企画 2
「神経難病のニューロリハビリテーションの現状と課題」
講師：山口智史（山形県立保健医療大学）

✿ ランチ企画 3
「ジャーナリストがみた難病・障害児の在宅生活」
（案）

✿ ランチ企画４
「難病看護師交流会」

✿ 公開セミナー5
「難病患者の在宅医療と看護」
講師：田中総一郎（あおぞら診療所ほっこり仙台）
川田 恵 （松戸神経内科訪問看護ステーション)

✿ 交流集会２：「難病をもつ若い女性への支援」
コーディネーター：竹田憲子（当事者）他

✿ 交流集会３：「難病看護と遺伝」
コーディネーター：柊中智恵子（熊本大学）他

✿ 交流集会４：「子どもの在宅医療」
コーディネーター：小西かおる（大阪大学大学院）他

✿ 交流集会５：「神経難病のリハビリテーション」
コーディネーター：中山優季（東京都医学総合研究所）他

✿ 市民公開シンポジウム【共催：公益財団法人

在宅医療助成

勇美記念財団】

「それぞれが夢をもってはばたく－加藤健一の生き方－」
講師：加藤健一（当事者 山形バリアフリー観光ツアーセンター）
「支援者が奏でる音楽のしらべ」
演奏者：一音一会

✿ 一般演題（口演）
✿ 一般演題（示説）
✿ 企業展示（医療器械・福祉器具他）

一般演題募集について
１． 演題登録方法
オンラインでの演題登録になります。
URL：http://square.umin.ac.jp/intrac/conventionentry.htm
１）演題登録の前に、参加登録を行ってください。
２）一般演題の詳細につきましては、
「一般演題応募要領」をご覧ください。
３）オンラインによる演題登録が困難な方は事務局までお申し出ください。
４）発表者並びに共同研究者は日本難病看護学会員に限りますので、未入会の方は
演題登録の前に入会手続きをお願いいたします。


入会についてのお問い合わせ先
〒156-8506 東京都世田谷区上北沢 2-1-6 東京都医学総合研究所
難病ケア看護プロジェクト内 日本難病看護学会事務局
電話 03-6834-2290（直通）
FAX 03-6834-2291（直通）
＊「入会申込書」入手方法：学会ホームページ（https://naｍbyokango.jp/）
学会についての情報も掲載しておりますので是非ご覧ください。

２． 一般演題登録期間
2019 年 1 月 22 日（火）～4 月 26 日（金）12：00 までに変更しました。

参加申込（参加登録）について
１．参加申込方法
オンラインでの参加登録になります。
URL：http://square.umin.ac.jp/intrac/conventionentry.htm
２．事前参加登録期間
2019 年 1 月 22 日（火）～5 月 31 日（金）
（ただし演題登録される方は 4 月26 日（金）まで）
３． 参加登録の流れ
１）オンライン大会登録システムにて、基本情報登録と参加登録を行ってください。
懇親会および昼食の申し込みも受け付けます。登録完了後、参加登録受付メール

が自動送信されますので必ずご確認ください。
２）参加登録受付メールに記載された期限までにお申し込み参加費合計額をお振り
込みください
３）
【ご注意】
・オンラインでの参加登録を済まされましても期限までにお振り込みがなされな
い場合、無効となります。
・一旦振り込まれた参加費等は返金いたしませんのでご了承ください。
４． 参加費
学会員 ： 8,000 円
非会員 ： 9,000 円
療養者・家族および学生（院生を除く） ： 3,000 円
※当日会場でも参加を受け付けますので、参加を希望される方はぜひお越しください
（参加費は事前参加登録の場合と同額です）
。
５．懇親会（オンライン申込）
日時：8 月 23 日（金）18 時から、場所は山形国際ホテルです。
金額は 5,000 円です。オンライン参加登録時にお申し込みください。
定員に満たない場合は、当日申込も受け付けます。
６．昼食（オンライン申込）
各日一食 1,000 円です。オンライン参加登録時にお申し込みください。
会場周辺は飲食店が少ないです。
７．参加費の振込
１）参加費の振込だけでは事前参加登録は成立しません。必ず先にオンライン大会登
録システムにて参加登録をお済ませください。
２）参加登録受付メールに明記されているお申し込み参加費合計額をお振り込みくだ
さい。
３）振込手数料は各自ご負担ください。
４）払込取扱票 1 枚につき 1 名分をお支払いください。また払込取扱票の通信欄に、
参加登録受付メールに明記されている必要事項を必ず記載してください。
５）一度入金された参加費、懇親会費、昼食代等は返金できません。また払込取扱票
の控えは必ず保管してください。
６）学会員には、専用の払込取扱票を学会誌第 23 巻第 3 号に同封して送付します。
８．参加費の振込先
●郵便振替口座
口座記号番号 ： 02290-9-123902
加入者名 ： 難病看護学会学術集会
９．当日受付
１）会場にて当日参加受付を行いますので、受付へお越しください。
２）公開シンポジウム及び公開セミナーのみの参加も可能です。この場合、当日、会
場で受けつけます。参加費は一日 1,000 円です。

10．プログラム・抄録集
学会員には、日本難病看護学会誌 第 24 巻第 1 号 として送付いたします（事前参加
登録された方の参加証等一式は別便で送付いたします）
。
非会員の事前参加登録された方には、参加証等とともに送付いたします。

一般演題応募要領
１．応募資格：
一般演題（口演・示説）の演題発表者・共同研究者は日本難病看護学会の会員に限り
ます。 非会員の方は、演題登録の前に入会手続きをお取りください。
２．演題の種類：
１）研究報告
２）実践活動報告
※先駆的実践の取組みや、ケアのアイディア・工夫など、研究としてはまとめにく
い内容を扱う報告です。 発表形式については、研究報告・実践活動報告ともに、
「口演」と「示説」です。
３．演題に関する事項：
１）発表時間口演・示説ともに 10 分、質疑応答は口演 5 分、示説 2 分。
２）示説発表のポスターの掲示板の大きさは、縦 167cm×横 87cm。
３）演題には COI(利益相反状態)開示の表記をお願いいたします。

４．演題申込期間：
2019 年 1 月 22 日（火）〜4 月26 日（金）まで
申込方法はオンラインでの演題登録になります。
URL：http://square.umin.ac.jp/intrac/conventionentry.htm
５．演題登録の流れ
１）演題登録は、演題発表者が行ってください。
２）演題登録の前に、オンライン大会登録システムにて参加登録を行ってください。
なお、一旦振り込まれた参加費等は返金いたしませんので、査読結果（採否）
により参加申込の有無を確定したい方は、参加登録までお済ませいただき、参加
費は査読結果の通知があるまで振り込まないでください
３）演題登録にあたり、下記の事項が必要となりますので、あらかじめご用意くださ
い。
・演題発表者および共同研究者の氏名、ふりがな、所属機関、会員番号
・演題発表者および共同研究者は学会員に限りますので、入会状況を必ずお確かめく
ださい。
・抄録原稿は、日本難病看護学会第 24 回学術集会ホームページより、ダウンロード
し、作成してください。
４）演題登録画面にて、演題情報（著者情報、タイトル等）を入力し、抄録原稿（Word
ファイル）をアップロードしてください。これにて演題登録が完了となります。

５）登録が完了しますと、演題登録受付メールが自動送信されますので必ずご確認く
ださい。
６）演題登録締め切りまでの間であれば、抄録ファイルの差し替えが可能です。
６． 査読・実施日時や会場の通知
１） 査読の結果（採否）については、発表者あてにメールで 5 月中旬までにお知らせ
します。5 月末までに査読の結果が届かない場合は、学術集会事務局までご連絡
ください。
（nanbyo24@yachts.ac.jp）
２） 査読の結果（採否）により修正等をお願いする場合があります。必要な場合のみ
ご連絡いたします。
３） 発表日時、会場等については査読の結果（採否）通知ののち、学術集会開催日の
約 1 か月前にプログラム送付にて通知します。

お問い合わせ先
✿オンライン大会登録システム（参加登録。演題登録に関して）
【第 24 回日本難病看護学会学術集会サポートデスク】

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入る西大路町 146
中西印刷（株）内
電話 075-415-3661（直通）
、FAX 075-415-3662（直通）
E-mail ：nanbyo24@nacos.com

✿第 24 回日本難病看護学会学術集会の内容に関して
〒990-2212 山形県山形市上柳 260 番地
山形県立保健医療大学 看護学科 内
大会長 後藤 順子
E-mail ：nanbyo24@yachts.ac.jp

✿入会及び学会活動に関して
〒156-8506

東京都世田谷区上北沢 2-1-6 東京都医学総合研究所
難病ケア看護プロジェクト内 日本難病看護学会事務局
電話 03-6834-2290（直通）
FAX 03-6834-2291（直通）
＊「入会申込書」入手方法：学会ホームページ（https://naｍbyokango.jp/）

✿第 24 回日本難病看護学会学術集会ホームページ
開催概要 http://square.umin.ac.jp/intrac/convention.htm
演題登録・参加申込 http://square.umin.ac.jp/intrac/conventionentry.htm

✿宿泊等の案内に関して
株式会社近畿日本ツーリスト東北山形支店 担当：村上・岡崎・鈴木
電話 023-632-3211 FAX 023-625-7351
〒990-0039 山形県山形市香澄町２−２−３９ 須藤ビル４Ｆ
E-mail：yamagata@or.knt-th.co.jp

 会場までのアクセスご案内
会場：⼭形県⽴保健医療⼤学
ＪＲ⼭形駅から約 20 分。

交通：タクシー

ＪＲ（１）ＪＲ奥⽻本線で「南出⽻駅」下⾞、徒歩約 10 分。
（２）ＪＲ仙⼭線・奥⽻本線で「⽻前千歳駅」下⾞、徒歩約 20 分。
バス

ＪＲ⼭形駅前から「県⽴中央病院」⾏に乗り、終点下⾞（乗⾞約 30 分）、
徒歩約５分。

鉄道をご利⽤の場合
・東京 →⼭形新幹線→⼭形駅 (所要時間： ２時間 30 分)
・福島 →⼭形新幹線→⼭形駅 (所要時間：１時間 17 分)
・仙台 →仙⼭線→⼭形駅 (所要時間 ：１時間)
⾶⾏機をご利⽤の場合（空港シャトルバス

空港〜⼭形駅 35 分、）

・札幌

→

⼭形空港 (所要時間 ：１時間 10 分)

・東京

→

⼭形空港 (所要時間 ：55 分)

・⼤阪

→

⼭形空港 (所要時間 ：１時間 15 分)

・名古屋

→

⼭形空港 (所要時間 ：１時間 05 分)

⾞をご利⽤の場合
・浦和 I.C.→東北⾃動⾞道 →⼭形
⾃動⾞道→⼭形北 I.C. (所要時
間：４時間 20 分)
・福島飯坂 I.C. →東北⾃動⾞道 →
⼭形⾃動⾞道→⼭形北 I.C. (所要
時間：60 分)
・仙台宮城 I.C. →東北⾃動⾞道 →
⼭形⾃動⾞道→⼭形北 I.C. (所要
時間：50 分)

