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            ライブ配信（９月３日）のみ ※ お見逃しなく                                     

大会プログラム 
ワークショップ 

1.看護に活かすスフィアスタンダード 

2.防災ゲーム「クロスロード」でコロナ禍でもできる減災について考える 

交流集会 

1.災害時における遺族支援ワークショップ 

2.防災意識をつなげていくために必要なこと 

一般演題 

「ライブ質疑･有り」群の質疑部分（L-1-1 〜 L-6-5） 

 

学会企画 
学会企画１．【若手アカデミープロジェクト】 

若手アカデミープロジェクトと考える要配慮者支援に向けた取り組むべき課題 

企画担当：香川 真実 （ケアプロ訪問看護ステーション東京） 

学会企画２．【災害看護教育活動委員会（まちの減災ナース指導者研修会）】 

学会認証「まちの減災ナース指導者」養成研修 修了生の活動 

―「ヒト」・「モノ」・「コト」の視点から語る― 

企画担当：松岡 千代 （甲南女子大学） 

 

     ライブ配信（９月３日）後、オンデマンド配信（９月６日以後）       

大会プログラム 
大会長講演 

特別講演  

【特別講演１】災害に強いコミュニティ〜安全で安心な社会構築に向けて〜 

演者：室﨑 益輝 （神戸大学） 

【特別講演２】コロナ禍、いま改めて大学の果たすべき役割と課題 

演者：南 裕子 （神戸市看護大学） 

 

教育講演 

【教育講演１】パンデミックから考える国際化への健康課題  

演者：高山 義浩 （沖縄県立中部病院感染症内科)  

【教育講演２】気候危機のリスクと社会の大転換 

演者：江守 正多 （東京大学未来ビジョン研究センター／国立環境研究所） 

【教育講演３】新型コロナウイルス感染症－今までわかってきたこと､これからの対策へ－ 

演者：小林 寅喆 （東邦大学看護学部) 

 

シンポジウム 

【シンポジウム１】南海トラフ地震災害を見据えた取り組み 

座長：木下真里 （高知県立大学）・山田 覚 （高知県立大学） 

演者：新谷 絢子 （ピースウィンズジャパン） 

演者：林田 享子 （高知県安芸福祉保健所） 

演者：山﨑水紀夫 （高知防災プロジェクトさんすい防災研究所） 

【シンポジウム２】コミュニティ減災と要配慮者支援 

座長：松岡千代 （甲南女子大学）・石川麻衣 （群馬大学） 

演者：大川 貴子 （福島県立医科大学） 

演者：野口 裕子 （高知県幡多福祉保健所） 

演者：松岡 千代 （甲南女子大学） 

演者：三宅 一代 （兵庫県立大学看護学部客員研究員/社会福祉法人芳友） 

【シンポジウム３】COVID-19に対する自治体や地域（専門職）の対応 

座長：森下安子 （高知県立大学）・森下幸子 （高知県立大学） 

演者：家保 英隆 （高知県健康政策部） 

               プログラムの概要 



 

 

演者：杉本 尚美 （神戸市兵庫区保健福祉部(兵庫保健センター）） 

演者：平山 司樹 （医療法人葛西医院 訪問看護ステーション） 

演者：安岡しずか （高知県訪問看護連絡協議会） 

【シンポジウム４】複合災害への対応：新型コロナウイルス感染症と災害看護スペシャリストたち 

座長：渡邊智恵（日本赤十字広島看護大学）・小林賢吾（熊本赤十字病院） 

演者：網木 政江 （山口大学大学院） 

演者：稲垣真梨奈 （厚生労働省健康局） 

演者：梶山 和美 （北里大病院） 

共催セミナー 

１．TOMODACHI J&J 災害看護研修プログラム（公益財団法人米日カウンシルージャパン） 

２．災害医療に向けた常時からの備え（株式会社パシフィックメディカル） 

 

       オンデマンド配信のみ（８月２６日〜９月２２日）                   

学会企画 
学会企画３．【組織会員活動推進委員会】 

自施設の災害訓練を見直す 

企画担当：高橋 弘枝 （公益社団法人大阪府看護協会） 

 

学会企画４．【国際交流委員会】 

SDGｓ及び仙台防災枠組の国際動向を踏まえた災害看護の方向性 

企画担当：神原 咲子 （神戸市看護大学） 

 

学会企画５．【社会貢献・広報委員会】 

市民公開講座：すまいの構造とそれぞれの防災 

－戸建/マンション・木造/鉄筋で備えはどう変わる？建築学からの提案－ 

演者：室﨑 益輝（神戸大学） ・ 田中 綾子（関西国際大学） 

 

大会プログラム 
ワークショップ 

3.災害看護と情報共有 up to date 

交流集会 

3.学生×災害防災×○○ 

一般演題（ライブ質疑有り） ･･･ ライブ質疑については、９月３日のみ 

    Ｌ-1-1 〜 Ｌ-6-5 

一般演題（オンデマンドのみ）   

Ｏ-1-1 〜 Ｏ-8-1 

 

企業展示 
 

              大会参加登録のご案内                                         
事前参加登録期間 

第一次募集（銀行振込・クレジットカード決済）： 2022年 4月 4日（月）～7月 28日（木） 

第二次募集（クレジットカード決済のみ） ：2022年 7月 29日（金）～9月 21日（水） 

参加費 

一般：日本災害看護学会 学会員 10,000円 ・ 非会員 11,000円 

学生：2,000円（大学院生、認定看護師教育受講生は一般（会員／非会員）となります） 

お申し込み方法 

※ オンラインでの参加登録受付のみとなります。 

※ 詳細は、大会のホームページをご確認ください。https://med-gakkai.jp/jsdn24/ 
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 ライブ配信
(9/3)のみ 

ライブ配信後
オンデマンド
配信(9/6-22) 

オンデマン
ド配信のみ
(8/26-9/22) 

特別講演    

 【特別講演１】災害に強いコミュニティ〜安全で安心な社会構築に向けて〜  ○  

 【特別講演２】コロナ禍、いま改めて大学の果たすべき役割と課題  ○  

教育講演    

 【教育講演１】パンデミックから考える国際化への健康課題   ○  

 【教育講演２】気候危機のリスクと社会の大転換  ○  

 【教育講演３】新型コロナウイルス感染症－今までわかってきたこと､これからの対策へ－  ○  

シンポジウム    

 【シンポジウム１】南海トラフ地震災害を見据えた取り組み  ○  

 【シンポジウム２】コミュニティ減災と要配慮者支援  ○  

 【シンポジウム３】COVID-19に対する自治体や地域（専門職）の対応  ○  

 【シンポジウム４】複合災害への対応：新型コロナウイルス感染症と災害看護スペシャリストたち  ○  

学会企画    

 学会企画１．若手アカデミープロジェクト 要配慮者支援に向けた取り組むべき課題 ○   

 学会企画２．災害看護教育活動委員会（まちの減災ナース指導者研修会） ○   

 学会企画３．組織会員活動推進委員会 自施設の災害訓練を見直す   ○ 

 学会企画４．国際交流委員会 SDGs及び仙台防災枠組の国際動向を踏まえた災害看護の方向性   ○ 

 学会企画５．社会貢献・広報委員会 市民公開講座：すまいの構造とそれぞれの防災   ○ 

共催セミナー    

 1.TOMODACHI J&J 災害看護研修プログラム  ○  

 2.災害医療に向けた常時からの備え  ○  

大会一般演題・ワークショップ・交流集会    

 ワークショップ    

  1.看護に活かすスフィアスタンダード ○   

  2.防災ゲーム「クロスロード」でコロナ禍でもできる減災について考える ○   

  3.災害看護と情報共有 up to date   ○ 

 交流集会    

  1.災害時における遺族支援 ○   

  2.防災意識をつなげていくために必要なこと ○   

  3.学生×災害防災×○○   ○ 

 一般演題（ライブ質疑･有り）  Ｌ-1-1 〜 Ｌ-6-6 質疑のみ  ○ 

 一般演題（オンデマンドのみ）  Ｏ-1-1 〜 Ｏ-8-1   ○ 
 

9月 3日（土）ライブ配信日程表 
 第 1会場 第 2会場 第 3会場 第 4会場 

9:30 9:30 開会挨拶    

10:00 9:40 大会長講演   9:40一般演題 L1 
COVID19 10:30 10:30 特別講演１ 

演者：室﨑 益輝 

10:20 一般演題 L2 
被災者 

10:20 ＷＳ1 
ｽﾌｨｱｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 11:00 10:40 一般演題 L3 

実践の振り返り 11:30 11:40 特別講演２ 
演者：南 裕子 

11:30 シンポ１ 
南海ﾄﾗﾌを見据えた取組 

11:30 交流集会 1 
遺族支援 12:00 12:00 ＷＳ2 

ｸﾛｽﾛｰﾄﾞと ZOOM体験 12:30 12:40 共催ｾﾐﾅｰ 1 
TOMODACHI研修 J＆J 

12:40共催ｾﾐﾅｰ 2 
災害医療に向けた常時から

の備え 

 
13:00   
13:30  

13:50 シンポ２ 
ｺﾐｭﾆﾃｨ減災と要配慮者 

 

 

13:50 教育講演１ 
演者：髙山 義浩 

 

13:50 交流集会 2 

防災意識を繋げる為に 

13:40 一般演題 L4 
調査･研究の取組 14:00 

14:30 14:50 一般演題 L5 
病院の備え 15:00 15:00 シンポ３ 

COVID19 自治体･地域 
15:00 教育講演２ 

演者：江守 正多 
15:00 学会企画 

若手ｱｶﾃﾞﾐｰ 15:30  

16:00 一般演題 L6 

地域の備え 

16:00 16:10 シンポ４ 
複合災害とｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

16:10 教育講演３ 
演者：小林 寅喆 

16:10 学会企画 
まちの減災ﾅｰｽ 16:30 

17:00 17:10 閉会挨拶    
 ライブ配信後オンデマンド配信(9/6〜9/22) ライブ配信(9/3)のみ   他はｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ配信(8/26-9/22) 

 

                 全プログラム一覧 

皆さまのご参加登録を、心からお待ちしています。 


