
 
 

 
 

第 27 回日本難病看護学会学術集会 
 

「難病看護のやりがいを未来につなぐ」 
 
 

the 27th Academic Meeting of the Japan Intractable Illness Nursing Society 

 
 

【ＷＥＢ開催 会期】 
LIVE 配信：  2022 年 8 月 20 日(土)～8 月 21 日(日)* 

オンデマンド配信：  2022 年 8 月 29 日(月)～9 月 30 日(金) 
                 *一般演題はどちらの期間もオンデマンドで配信 

 

 

 

  

一般演題募集・参加申込要項 
演題募集期間：2022 年 2 月 15 日(火)～4 月 11 日(月) 

参加申込期間：2022 年 2 月 15 日(火)～9 月 29 日(木) 
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ご挨拶 
 

この度、日本難病看護学会第 27回学術集会大会長を拝命しました東邦大学看護学部の 

原三紀子でございます。 

第 27 回日本難病看護学会学術集会では、「難病看護のやりがいを未来につなぐ」をメイ

ンテーマとして 8 月 20 日・21 日に開催させていだきます。COVID-19 感染症による社会

情勢により、学術集会はWEB 開催で予定しております。 

本学術集会では、これまでの難病患者の支援に関わるさまざまな活動の歴史を振り返

り、変化する時代の中でこれからの難病看護師に求められること、今後の方向性を探るこ

とを目的としました。 

今年は、難病看護学会が「難病看護師認定制度」を発足させて 10年目の節目の年にあ

たります。難病看護の質の向上に主体的に取り組む難病看護師の「やりがい、専門性の追

求、多職種からのエール」に焦点を当て、看護師の役割と可能性を再確認したいと考えま

す。また、専門職としてのキャリアを発展させていくために「教育」に関する講演を日本

とカナダから発信していく予定です。 

学術集会はWEB 上での交流となりますが、時空間を越えてより多くの皆様にご参加い

ただけるように準備を進めております。皆様のご参加をこころよりお待ちしております。 

 

 

2022 年 1 月吉日 

大会長：原 三紀子 
東邦大学 看護学部 

 

  



 
 

 開催（配信）方法   
 

「LIVE 配信」「オンデマンド配信」の２つの期間を設け、 
いずれも『WEB開催』として行います。 

  



 
 

 プログラム（予定）   
 

大会長講演 難病看護としての心のケア 
 原 三紀子（東邦大学看護学部） 

基調講演 難病看護のやりがい 
 牛久保 美津子（群馬大学大学院保健学研究科） 

特別講演１ 難病看護がつなぐべきものー専門性のあるべき姿― 
 川村 佐和子（聖隷クリストファー大学看護学部看護学科） 

特別講演２ 難病の子どものきょうだい支援 
 久田 満（上智大学総合人間科学部心理学科） 

特別講演３ 倫理的課題に向き合うことの意味 
 宮脇 美保子（慶應義塾大学看護医療学部） 

教育講演 ＱＯＬ研究と看護～SEIQoL DWを用いた研究実践を通して～（仮） 
 秋山 智（広島国際大学 看護学部） 

教育特別講演１ 難病医療への取り組みから得られた視座 
 岩田 誠（メディカルクリニック柿の木坂 院長） 

教育特別講演２ 慢性看護における教育的関わり実践モデルの開発 
 河口 てる子（日本赤十字北海道看護大学看護学部） 

教育特別セミナー１ 質的研究の探求：質的研究の特徴とデータ分析のポイント 
 北 素子（東京慈恵会医科大学医学部看護学科） 

教育特別セミナー２ 量的研究の探求：心理尺度を用いた量的研究方法 
 久田 満（上智大学総合人間科学部心理学科） 

教育セミナー１ パプアニューギニアで見た病と癒し 
 夏原 和美（東邦大学看護学部） 

教育セミナー２ 難病の親を持つ子どもたち 難病ヤングケアラーの現在地とこれから 
 鈴木 佳代子（ALS を実親に持つ娘の会 ALS 48） 

教育セミナー３ 遺伝に関わる難病ケア 
 柊中 智恵子（熊本大学医学部保健学科） 

 



 
 

 
パネルディスカッション 

カナダにおける看護師のキャリア支援 
 Andrea Bauman（McMaster University School of Nursing） 
 有賀 誠一（前カナダ合同教会） 

シンポジウム１ 難病相談の軌跡から私たちに投げかけられていること 

シンポジウム２ 難病看護師育成 10年の節目を迎えて 

シンポジウム３ 支援の可能性を広げる「雇用施策との連携による重度障害者等就労支
援事業」 

シンポジウム４ 未来につなぐ意思決定支援 

交流集会１ 地域で暮らす難病と障害のある子どもの“学ぶ”を考える 

交流集会２ 難病看護師対象『実践報告の書き方講座』 

交流集会３ 神経難病療養者の心のケアとして聴くこと 

交流集会４ 疾病当事者とケアワーカー－それぞれが捉えるリアル－（仮） 

交流集会５ （調整中） 

交流集会６ 在宅人工呼吸器療法の事故防止を考える 

交流集会７ 難病と栄養 

市民公開講座１ 想いや気持ちを引き出すコーチング 
 近藤 真樹（株式会社コミュニケーション・ファンデーション） 

市民公開講座２ アトピー性皮膚炎―肌と心のケアー 
 上出 良一（ひふのクリニック人形町 院長） 
 岸本 早苗（京都大学大学院医学研究科） 

共催セミナー  4セミナー 

一般演題  オンデマンド配信 

歌のしらべ  音楽家：渡邉 由美子 
 歌 唱：東京女子医科大学看護学部 音楽部 OB 

 

 

 



 
 

 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。学術集会ホームページ（https://jiins2022.jp/）の 
「一般演題募集」ページよりご登録ください。 

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、「一般演題募集要項」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運営事務局までお申し出ください。 
4. 筆頭演者（発表者）および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（「正会員」入会申込書の「会員管理事務局」
への郵送による提出）をお願いいたします。 
 

●入会に関するご案内 
 日本難病看護学会ホームページをご覧ください。 
●会員番号のお問い合わせ・入会申込書送付先 
 一般社団法人学会支援機構 日本難病看護学会会員管理事務局 
 〒112-0012 東京都文京区大塚 5-3-13 小石川アーバン 4F 
 E-mail：nambyokango@asas-mail.jp 
 TEL：03-6834-2290／FAX：03-6834-2291 

 
2．一般演題登録期間 

2022年 2月 15日（火）正午頃～4月 11日（月） 
 
一般演題募集要項 
 
1．応募資格 
一般演題の筆頭演者および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 
演題の種類は、研究報告、症例報告、実践報告です。実践報告は、先駆的実践の取組みや、
ケアの工夫など、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、「オ
ンデマンド配信による口演発表」のみとなります。 
演題登録時には、以下に、該当する 2種カテゴリを選択していただきます。 

  

https://nambyokango.jp/mbrship/
mailto:nambyokango@asas-mail.jp


 
 

 

報告カテゴリー 

1. 研究報告 

2. 症例報告 

3. 実践報告 

演題区分カテゴリー 

1. 診断・治療 11. 外来支援 

2. 呼吸管理 12. 移行期医療・支援     

3. 栄養管理 13. 退院支援 

4. リハビリテーション 14. 在宅療養支援 

5. コミュニケーション支援 15. 家族支援 

6. 緊急対応・災害時支援 16. 相談支援 

7. リスクマネジメント 17. 就学・就労支援 

8. 倫理、意思決定支援 18. 遺伝 

9. 緩和ケア・ターミナルケア 19. 教育・研修 

10. チーム医療・多職種連携 20. その他 

 
3．発表に関する事項 

1. 発表時間は 10 分で「音声入りパワーポイント（MP4）」を作成いただき、会期中、
学術集会ホームページに掲載します。（「音声入りパワーポイント（MP4）」作成マニ
ュアルは採択後にお送りします。） 
掲載中の質問は学術集会ホームページにて受け付け、内容を筆頭演者に運営事務局
よりメールにてご連絡します。運営事務局に回答いただき、回答内容は学術集会ホ
ームページに掲載します。 

2. 演題発表にあたり、「筆頭演者 COI申告書」の提出、「COI開示スライド」の提示が
必要となります。学術集会ホームページ（https://jiins2022.jp/）「利益相反（COI）」
のページからダウンロードの上、提出・提示ください。 
 

4．演題申込期間 
2022年 2月 15日（火）正午頃～4月 11日（月） 
申込方法はオンラインでの演題登録になります。 



 
 

 
5．演題登録の流れ 

1. 演題登録は、筆頭演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。 
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。 

o 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 
o 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。 
o 抄録原稿は、学術集会ホームページ（https://jiins2022.jp/）「一般演題募集」

ページにある下記ボタンを押して入力画面に入り、ご登録ください。 
 

 
 

抄録原稿には下記記載をお願いします。 
※【研究目的】【研究方法】【結果】【考察】等の項目を設ける 
※【研究方法】には必ず倫理的配慮の記述を含む 
 

4. 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。 

5. 演題登録締め切りまでの間であれば、抄録の変更が可能です。 
 
 

6．査読について 
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。 
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。 
 

7．発表用スライド作成について 
• 発表用のスライドの作成方法については査読の結果（採否）通知ののち、学術集会

ホームページに掲載します。 

  

https://www.gakkainavi7.jp/endai/jiins2022/


 
 

 参加登録について  
 
〈参加申込方法〉 
オンラインでの参加登録になります。学術集会ホームページ（https://jiins2022.jp/）の 

「一般演題募集」ページにある下記「参加登録」ボタンから登録フォームに入り、お申込み
ください。決済方法はクレジットカード決済となります。 
 
 
登録フォーム入力後、「申込（入力）完了のご案内」のメールが送られてきますので、決済
をお済ませください。 
※会員番号のお問合せは、学会事務局へメール（nambyokango@asas-mail.jp）にてお願い
します。 
 
〈参加登録期間〉 

登録期間：2022年 2月 15日（火）正午頃～配信終了前日まで 
〈参加費〉 

学会員 8,000円（入会手続き中を含む。） 

非会員 9,000円 

 
〈参加費のお支払い〉 
参加費のお支払いは、クレジットカード決済（VISA，MasterCard，JCB，AMEX, Diners）

のみとなります。 
 『領収書』はご決済後、参加登録システムのマイページ（参加登録確認/帳票発行）より
ご自身でダウンロードください。 
※銀行振込を希望される方は上記申込を終えた上で、参加登録窓口にご連絡ください。 
 参加登録窓口：jiins@media-ps.jp 
※決済完了後のキャンセルならびに返金はお受けできませんのでご了承ください。 
 
 
※マイページ（参加登録確認/帳票発行）に入る場合は、【申込（入力）完了のご案内】また
は【登録（決済）完了のご案内】のメールに記載されたマイページのログイン IDとパスコ
ードを使ってログインしてください。 
 
〈プログラム・抄録集〉 
会員には事前に抄録集が送付されます。非会員の方は後日、ホームページに掲載されます
PDF版抄録集をご利用ください。 

https://www.gakkainavi7.jp/sanka/jiins2022/
https://www.gakkainavi7.jp/sanka/jiins2022/update_form.php
mailto:nambyokango@asas-mail.jp
mailto:jiins@media-ps.jp


 
 

〈参加登録～参加方法までの流れ〉 
• 学術集会ホームページ（https://jiins2022.jp/）のオンライン大会登録システムにて、

お申込ください。 

 
 

• お申込後、「申込（入力）完了のご案内」メールが自動送信されますので必ずご確認
ください。 

• 参加費は「申込（入力）完了のご案内」メール到着後 3日以内にクレジットカード
にてご決済ください。 



 
 

• オンラインでの参加登録を済まされましてもご決済のない場合は無効となります。 
一旦決済された参加費等は返金いたしませんのでご了承ください。 

• 当日は Zoomによるライブ配信を予定しております。また、プログラムの一部はオ
ンデマンド配信のみとなります。 

• 参加登録の決済完了後に送られる「登録（決済）完了）のご案内」メールに視聴ペ
ージへのパスワードが記載されています。 

• 会期当日にホームページに表示される視聴ぺージのバナーからパスワードを使って
視聴ページにログインしてください。 
 

【参加登録システムのお問い合わせ先】 
第 27回日本難病看護学会学術集会 参加登録窓口 
株式会社コンベンションアカデミア上野分室 
〒110-0015 東京都台東区東上野 1-6-10 ARTビル 4F 
E-mail：jiins@media-ps.jp 
TEL：03-5816-1058 FAX：03-5816-1056 

  



 
 

 問い合わせ先一覧  
 

お問い合わせ項目 問い合わせ先 

入会に関するご案内 

日本難病看護学会ホームページ

（https://nambyokango.jp/mbrship/） 

をご覧ください。 

会員番号のお問い合わせ・入会

申込書送付先 

一般社団法人学会支援機構 日本難病看護学会会員管理事務局 

 〒112-0012  

東京都文京区大塚 5-3-13 小石川アーバン 4F  

 E-mail：nambyokango@asas-mail.jp 

 TEL：03-6834-2290／FAX：03-6834-2291 

参加登録・演題登録 

システムのお問い合わせ 

《参加登録窓口》 

 株式会社コンベンションアカデミア上野分室 

 〒110-0015  

東京都台東区東上野 1-6-10 ART ビル 4F 

 E-mail：jiins@media-ps.jp 

 TEL：03-5816-1058 FAX：03-5816-1056 

学術集会 開催（配信）に関する

お問い合わせ 

《運営事務局》 

 株式会社コンベンションアカデミア 

 〒113-0033  

東京都文京区本郷 3-35-3 本郷 UC ビル 4 階 

 電話 03-5805-5261 Fax 03-3815-2028 

 Email：jiins27＠coac.co.jp 

その他 お問い合わせ 

《大会事務局》 

 東邦大学看護学部内  

第 27 回日本難病看護学会学術集会事務局 

 〒143-0015 東京都大田区大森西 4-16-20 

 


