
 

プログラム 
 

 
オンデマンド配信のみ 

 
招聘講演 (オンデマンドのみ・2 月 28 日より掲載)  

How the University Of Hawaii School Of Nursing converted clinical to online simulation 
during the COVID-19 Pandemic 

講師：Lorrie Wong  
ハワイ大学看護学部マノア校 准教授 
THSSC シミュレーションセンター⻑ 

座⻑：谷口 初美  
福岡女学院看護大学 

※招聘講演の Q&A は 3 月 14 日のクロージングにて行います（LIVE） 
 

見学ツアー (オンデマンドのみ・2 月 20 日より掲載)  

福岡女学院看護大学シミュレーション教育センター見学ツアー 
 
 

2 月 28 日 ライブ配信 ROOM-1 

 
開会式 （LIVE） 9:30～ 

進行：阿部 幸恵 
東京医科大学医学部看護学科 

 
会長講演 （LIVE+録画オンデマンド） 9：30～10：00 

AI 時代の看護教育 〜先端技術とつながるシミュレーション教育の可能性〜 

藤野 ユリ子 
福岡女学院看護大学 シミュレーション教育センター センター⻑ 教授 

 
基調講演 （LIVE+録画オンデマンド） 10:00～11:00 

考える実践家から研究者へ：COVID-19 感染の中での実践 

講師：向後 千春 
早稲田大学人間科学学術院教授 

座⻑：藤野 ユリ子 
福岡女学院看護大学 
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教育講演Ⅰ （LIVE+録画オンデマンド） 11：00～12：00 

教育実践を研究論文にする際の倫理的配慮について
講師：有江 文栄

国立精神・神経医療研究センター
臨床研究支援部 倫理相談・教育研修室室⻑

座⻑：大川 宣容
高知県立大学看護学部

教育講演Ⅱ （LIVE+録画オンデマンド） 12：30～13：30 

人工知能やヴァーチャルリアリティを活用した教材開発の実践事例
講師：金子 晃介

九州大学サイバーセキュリティセンター 准教授
富士通スペシャリスト育成研究部門

座⻑：村田 洋章
防衛大学校看護学科

ワークショップ （LIVE） 13：30～15：00 

ファシリテーションによる教育の可能性
〜対話のチカラが教育にもたらすもの〜

講師：加留部 貴行
NPO 法人日本ファシリテーション協会 フェロー
九州大学大学院 統合新領域学府 客員准教授
※ 事前申込制（定員 30 名）
※ 参加条件あり（途中入退室不可、PC でのログイン、カメラ・マイクをオンにできる

状態で参加）

リレートーク （LIVE+録画オンデマンド） 15：00～16：30 

After コロナの看護教育におけるシミュレーション教育の活用にむけて
ナビゲーター：阿部 幸恵

東京医科大学医学部看護学科⻑
東京医科大学病院シミュレーションセンター⻑

話題提供：八尋 陽子
福岡女学院看護大学 教授

話題提供：冷水 育
東京医科大学病院シミュレーションセンター 助教

閉会式 16:30～17:00
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2 月 28 日 ライブ配信 ROOM-2 

交流集会は 2 月 20 日から発表ファイルの掲載（オンデマンド配信）を行います。 
2 月 28 日のライブ配信は意見交換が中心となりますので、できるだけ事前に発表ファイ

ルを視聴してからご参加ください。 
 
【交流集会 Ｋ1】 10：00～11：00 

COVID-19 パンデミック下におけるシミュレーション演習を用いた 
精神看護学臨地実習の試み 

○伊東健太郎・守村洋 
札幌市立大学看護学部 

 
【交流集会 Ｋ2】 11：00～12：00 

人生デザインシミュレーションを用いて Advance Care Planning を考える 

○森岡広美 1)・阿部幸恵 2)・片山知美 3) 
１）関⻄医療大学保健看護学部 
２）東京医科大学医学部 
３）京都医療センター臨床研究センター 

 
【交流集会 Ｋ3】 12：30～13：30 

一般病棟における COVID-19 対応看護師の教育を通した支援を考える  
感染症科病棟担当看護師に対する研修の実践をふまえて 

○冷水育 1)・東京医科大学病院看護部 2) 
１）東京医科大学病院シミュレーションセンター 
２）東京医科大学病院 

 
【交流集会 Ｋ4】 13：30～14：30 

ICU における急変時対応能力向上と若手リーダーの役割能力向上を目的とした 
シミュレーション研修への取り組み 

○有薗珠未 1)・山下直美 1)・梶谷真紀子 1)・藤波景子 2)・前田留美 2) 
１）東京医科⻭科大学医学部附属病院 
２）東京医科⻭科大学大学院保健衛生学研究科看護キャリアパスウェイ教育研究センター 

 
【交流集会 Ｋ5】 14：30～15:30 

COVID-19 パンデミック下におけるオンライン・シミュレーション演習の試み 

○守村洋・藤井瑞恵・伊東健太郎・渋谷友紀 
札幌市立大学看護学部 
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2 月 28 日 ライブ配信 ROOM-3 

一般演題は 2 月 20 日から発表ファイルの掲載（オンデマンド配信）を行います。 
2 月 28 日のライブ配信は意見交換が中心となりますので、できるだけ事前に発表ファイ

ルを視聴してからご参加ください。 
 
 
一般演題 第 1 群 母性・小児看護学 10：00～11：00 

座長： 臼井いづみ （千葉大学） 

 
 
1-1 模擬産婦が分娩第 1 期から第 2 期を演じるリアルな分娩介助演習の工夫 

○東原亜希子・山本英子・鈴木幸子 
埼玉県立大学 

 
1-2 遠隔演習における動画教材を活用した助産過程の展開 

−分娩場⾯のシチュエーション・ベースド・トレーニング− 
○山本英子・兼宗美幸・鈴木幸子 
埼玉県立大学 

 
1-3 ⺟性看護学実習の理解を深めるための学内代替実習の実際とシミュレーションの活用 

○田出美紀・阿部聖子・光武玲子・福澤雪子 
福岡女学院看護大学 

 
1-4 ⺟性看護学領域における代替実習 

○内田千恵 
大阪府病院協会看護専門学校 

 
1-5 シミュレーション演習を用いた新型コロナウイルス感染症禍の小児看護学実習の 

取り組み 
○渡辺まゆみ・渡邉晴美・吉村裕三恵 
福岡女学院看護大学 

 
1-6 小児看護学シミュレーション演習に参加する模擬患者のための 

フィードバック研修プログラムとツールの開発 
○松澤明美・眞﨑由香・白木裕子 
茨城キリスト教大学看護学部 
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一般演題 第 2 群 老年看護学 11：00～12：00 

座長： 織井優貴子 （東京都立大学） 

 
 
2-1 老年看護学実習におけるシミュレーション教育のプログラムデザイン  

〜第１報 学内実習プログラムに関する報告 
○記村聡子・廣瀬忍・梅垣弘子・上野理恵 
四條畷学園大学看護学部 

 
2-2 老年看護学実習におけるシミュレーション教育プログラムデザイン 

〜第２報学内実習報告 
○廣瀬忍・記村聡子・梅垣弘子・上野理恵 
四条畷学園大学看護学部 

 
2-3 新型コロナウィルス感染症の影響下にある学内代替実習にシミュレーション学習を 

取り入れた老年看護学実習の実践報告 
○太田里枝・白井ひろ子・穴井めぐみ 
福岡女学院看護大学 

 
2-4 COVID-19 の影響を受けたオンライン授業と学内代替実習を連動した 

シミュレーション教育（老年看護学）の実践報告 
○白井ひろ子・穴井めぐみ・太田里枝 
福岡女学院看護大学 

 
2-5 老年看護学実習の代替として実施した模擬患者を用いたロールプレイの 

成果と課題 
○葛原誠太・平原直子・中島洋子・岡﨑美智子・床島正志・上野幸子・ 

橋本陽子 
⻄九州大学看護学部 

 
2-6 老年看護学実習におけるシミュレーターでの「その人らしさ」への模索 

○梅垣弘子・廣瀬忍・上野理恵・記村聡子 
四條畷学園大学看護学部看護学科 
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一般演題 第 3 群 成人看護学 12：30～13：30 

座長： 小西美和子（兵庫県立大学） 

 
 
3-1 360 度画像を用いた環境整備に関する演習の実践報告 

○山下哲平 1)・松村直 2)・原田雅義 1)・棟久恭子 1)・赤星成子 1) 
１）姫路獨協大学看護学部 
２）姫路メディカルシミュレーションセンターひめマリア 

 
3-2 臨地実習場⾯を再現した学内周術期シミュレーション実習の実践報告 

○永井菜穂子・椙田広明・大和広美・村田洋章 
防衛医科大学校医学教育部看護学科 

 
3-3 病院実習前シミュレーション教育に取り組んだ学生の学習態度に関する気づき 

○野島敬祐 1)・平岡華奈江 1)・マルティネス真喜子 1)・⻄野毅朗 2) 
１）京都橘大学看護学部 
２）京都橘大学現代ビジネス学部 

 
3-4 実践報告： 成人看護学実習（周手術期・学内実習）におけるシミュレーション教育 

○寺門亜子 
神奈川⻭科大学短期大学部 

 
3-5 成人看護学慢性期学内実習における退院指導シミュレーション教育の実践報告 

○⻘木奈緒子・八尋陽子・豊福佳代・潮みゆき・松井聡子・ 
久保山絵理・阿部清美・柿添美帆・平野靖美 

福岡女学院看護大学 
 
3-6 成人看護学実習（慢性）代替案としての学内実習の実践報告 

○⻄尾ゆかり・⻄村理恵・藤永新子・鈴木幸子 
四條畷学園大学看護学部 
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一般演題 第 4 群 基礎看護・統合実習・緩和 13：30～14：30 

座長： 増野園惠 （兵庫県立大学） 

 
 
4-1 初めて模擬患者に対して看護技術を適用する場⾯における看護初学者の対象認識 

および表現の特徴 
○⻫藤しのぶ・和住淑子・⾶世眞理子 
千葉大学大学院看護学研究科 

 
4-2 コロナ禍における実習代替えとしての模擬実習 

−基礎看護学実習での取り組み− 
○奥平寛奈・柿谷絵里・高瀬寛子 
大東文化大学スポーツ・健康科学部 

 
4-3 看護大学 4 年生の統合実習の代替実習についての実践報告  

〜シミュレーショントレーニングを中心とした学内実習〜 
○伊藤綾子・阿部幸恵・渡邊裕見子・川端愛・杉原ひとみ 
東京医科大学医学部看護学科 

 
4-4 オンラインで実施した多職種連携シミュレーションの実践報告 

○髙山詩穂・山田恵子・滝恵津・前田隆子・大⿊理惠・阿部頼子・ 
軽部由有子・刈谷奈緒子・髙木初子・水⼾美津子 

聖徳大学看護学部 
 
4-5 緩和ケアにおけるシミュレーション学習における学びの検討 

○穴井めぐみ・白井ひろ子・太田里枝 
福岡女学院看護大学 

 
4-6 看護系大学における「状況設定シミュレ―ション」に向けた取り組みの現状 

−第２報− 
○滝恵津 1)・髙山詩穂 1)・山田恵子 1)・白鳥孝子 2)・髙木初子 1)・水⼾美津子 1) 
１）聖徳大学看護学部 
２）和洋女子大学看護学部 
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一般演題 第 5 群 バーチャル教育・継続教育 14：30～15：30 

座長： 前田留美 （東京医科歯科大学） 

 
 
5-1 臨床判断のための vSim®を活用したオンラインシミュレーション演習の実践報告 

○⻄村礼子・太田雄⾺・⾜立容子・伊東美奈子・横山美樹 
東京医療保健大学医療保健学部看護学科 

 
5-2 バーチャルシミュレーションの教育効果に関する国外の文献検討 

○⾜立容子・⻄村礼子・太田雄⾺・伊東美奈子・横山美樹 
東京医療保健大学医療保健学部看護学科 

 
5-3 新人看護師が入職後 6 ヶ月で経験した多重課題場⾯の実態 

○石浦夕奈・山下敬吾・石丸章宏 
金沢医科大学クリニカル・シミュレーション・センター 

 
5-4 オンライン・フィジカルアセスメント研修の方略と可能性 

○小出智一 1,2)・鈴木裕香 1)・薬袋貴子 1)・川津尚子 1)・岩﨑景子 1) 
１）東京ベイ・浦安市川医療センター 
２）地域医療振興協会シミュレーションセンター 

 
5-5 企業におけるシミュレーション教育への取り組み 

〜ファシリテーションスキルに焦点を当てた実践報告〜 
○橋本由佳子・吉川千香子 
ニプロ株式会社 医療研修施設 iMEP 

 
5-6 在宅医療における多職種連携のための研修プログラムの評価  

―シチュエーションベースドトレーニングを組み合わせて― 
○小野幸子 1)・多川晴美 1)・舩冨奈々2) 
１）滋賀医科大学医学部附属病院 看護臨床教育センター 
２）滋賀医科大学医学部附属病院 看護部 
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2 月 28 日 ライブ配信 ROOM-4 

 
学生交流集会 （LIVE） 12：00～13：00 

聖徳大学看護学部 
福岡女学院看護大学 

※ 事前申込制（定員 30 名） 
 

 

3 月 14 日 ライブ配信 

 
クロージング （LIVE） 13：00～14：00 

・優秀演題賞発表 
・招聘講演への Q＆A 
・第 3 回 JaNSSL 学術集会案内 
・JaNSSL 研修会案内 
・JaNSSL 調査報告 など 
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