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日本看護倫理学会第6回年次大会

開催にあたって

日本看護倫理学会第6回年次大会 

大会長　八代 利香　 鹿児島大学医学部保健学科

ゆくさ、おさいじゃしたもした！

　日本看護倫理学会第6回年次大会を鹿児島の地で開催させていただくことになりました。

　患者の意思決定を支えるためには、医療チーム全体で倫理のあり方を考えていく必要が

あり、「チーム医療のキーパーソン」と言われている看護師は重要な役割を担っています。

教育現場では、医療専門職養成における Interprofessional Education（IPE）の一環とし

ての倫理教育のあり方についても検討されています。

　そこで、第6回年次大会は、患者の選択・意思決定を医療チームで支えるための教育・

実践のあり方を検討し、教育現場・実践現場での課題を共有することをめざして、大会

テーマを「チームで支える患者の選択」といたしました。

　基調講演は、看護倫理の研究者・教育者として世界的に著名な Samantha Mei-che 

Pang 先生、および新しい看護倫理としてのハピネスの研究に取り組まれている Young 

Rhan Um 先生、教育講演は、病院長としてチーム医療を推進しておられる髙本眞一先生

にお話していただきます。

　シンポジウムでは、チーム医療に取り組んでおられる3名のシンポジストに、「チーム

医療と倫理：思いを言葉に！」をテーマに、それぞれの実践や課題についてお話していた

だき、参加者の皆様と議論を深めていただきたいと思います。シンポジウムの後には、

「世界の看護倫理の母」と称され、看護倫理の世界的第一人者である Anne J. Davis 先生

のスペシャルトークを企画しています。また、参加者の皆様の有意義な交流の場となるよ

うに、交流集会と一般演題を組んでいます。

　大会ポスターは、鹿児島の「薩摩切子」のイメージをベースに、医療チームがキラキ

ラした光で編み上げられながら結束し光の固まりになる、そのようなイメージを表現して

います。下方には鹿児島のシンボル「桜島」を配しました。

　是非、他職種の方も含め、たくさんの皆様にご参加いただき、南国鹿児島の豊かな自然、

歴史、文化にも触れてください。
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日本看護倫理学会 第6回年次大会のご案内

■受付について
場　　所：かごしま県民交流センター 2階大ホール（第6会場）前

受付時間： 6月8日（土）8：30～16：10 
6月9日（日）8：30～14：50

1. 事前参加登録をされている方へ

・事前参加登録をされた方は、事前に送付した予稿集とネームカードをご持参下さい。

・当日は、事前参加登録受付にお越しください。ネームホルダーをお渡しします。

・記名台にて、ネームカードに必要事項をご記入の上、会場内での着用をお願いします。

・ 事前に昼食（お弁当）の申し込みをされた方は、お弁当引き換え券も併せてお渡しします。領収書
は、お弁当を引き換える際にお渡しします。

2. 当日参加申し込みの方へ

・ 当日参加受付で、参加費 会員8,000円、非会員9,000円、学生1,000円と引き換えに、予稿集、
ネームカード（領収書・参加証明証付）、ネームホルダーをお受け取り下さい。

・ 記名台にて、ネームカードに必要事項をご記入の上、会場内での着用をお願いします。

・ 学生の方は、受付時に学生証をご提示ください。なお大学院生は、会員・非会員の枠でお申し込
みください。

3. 予稿集の販売

・ 予稿集は、当日会場にて1,000円で販売しております。

■昼食・飲食について
・ 事前にお弁当を申し込まれた方は、お弁当引換券を持参の上、11時30分～13時30分の間に、大

ホールの休憩室内でお弁当を受け取ってください。その際、領収書をお渡しします。会場では、
事前に申し込まれた以外のお弁当の販売はございません。

・ 2階大ホール内に休憩室を設けましたので、飲食・ご休憩にご利用ください。その他、飲食スペー
ス（西棟1F）、展望回廊（東棟6F、西棟6F；開放時間 9：00～18：00）以外のスペースでの飲食
は禁止となりますのでご注意ください。

・ 施設内には、自動販売機・売店（西棟1F）・喫茶（東棟2F）がございます。また、敷地内の県政記
念館にはレストランもごさいます。

・ 当日、飲食店マップを配布いたしますので、ご利用ください。 

■発表用掲示ポスターの写真撮影について
・ 発表者が、ご自身のポスターを写真撮影することは構いません。

・ 他の発表者のポスターを写真撮影することは、原則としてご遠慮下さい。写真撮影をしたい場合
は、発表者の了解を取って頂きますようお願い申し上げます。
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■クロークのご利用について
・ 1階県民ホールホワイエ（舞台に向かって右手側）に、クロークを設置しますのでご利用ください。

ただし、貴重品、こわれもの等はお預かりできませんので、ご確認ください。なお、お預かりす
るものは、お一人様1点に限らせていただきます。

・ ご利用時間　　 6月8日（土）8：30～16：40 
6月9日（日）8：30～15：20

・ 施設内数カ所に、コインロッカーもございます。

■その他
・ 施設内は全館禁煙になっておりますので、ご協力をお願いします。

・ 会場内では携帯電話・PHS 等は、電源をお切りになるかマナーモードにして下さい。

・ 会場内での呼び出しは行いません。
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1. 口演発表の方へ

口演発表は、6月9日（日）13：40～14：50です。

1） 発表時に使用する機材

 （1）発表はすべて PC（パソコン）による発表のみとさせていただきます。

 （2）事務局で用意するPCのOSはWindows7です。この口演ではMacintoshの使用はできません。

2） 発表データについて

 （1）発表データはPowerPoint2000以上のバージョン（2000/2003/2007/2010）で作成してください。

 （2）動画および音声の使用、OHP およびスライドの使用、資料配布はできません。

 （3） 文字化けを防ぐため、使用できるフォントは Windows 標準である［MS 明朝］［MS ゴシッ
ク］ ［MSP 明朝］［MSP ゴシック］とします。

 （4） ファイル名の付け方：演題番号、発表者氏名の順でつけて下さい。 
（例：O‒1　鹿児島花子）

3）PC受付について

 （1）発表用のデータは、6月9日（日）12：30～13：30に発表会場に直接お持ち下さい。

 （2） 発表用のデータの搬入は、DVD‒R・CD‒R もしくは USB フラッシュメモリーでお願いいた
します。

 　　　※ バックアップのデータを必ずお持ちください。
 　　　※ 必ずデータ作成に使用したパソコン以外での動作確認とウィルスチェックを行ってください。
 　　　※  DVD‒R と CD‒R を利用される方は［ISO9660方式］［追記不可能］な設定で保存してください。

 （3） 2）と3）で指定された形式以外のデータないしメディアの動作は保証をいたしかねます。

4）発表について

 （1）発表者は、発表時刻の10分前までに各会場の次演者席にお着き下さい。

 （2） 発表時間は、1演題につき10分（発表7分、質疑3分）です。発表時の PC 操作は、すべて発
表者ご自身で行っていただきます。

 （3） 発表者の欠席が出た場合は、繰り上げて発表していただきます。

5）データの消去

  発表用ノートパソコンに複写した発表データは、著作権及び個人情報保護のために、発表当日の
最終口演終了後に主催者が責任を持って消去いたします。

2. 交流集会で発表される方へ

交流集会は、6月8日（土）の14：40から16：10です。 
会場は、12：30よりご準備いただけます。なお、12：30～13：30の間は会場係が待機しております
ので、会場やPCの使用方法を確認してください。

1）  交流集会は、テーマに関心がある方々にお集まりいただき、主催者の自主運営のもとに討議をし
ていただきます。

発表者と座長の方へのご案内
（一般演題・シンポジウム・交流集会）
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2）  事務局で用意する PC の OS は Windows7です。Macintosh は使用できません。

3）  使用するデータはPowerPoint2000以上のバージョン（2000/2003/2007/2010）で作成してください。

4）  プロジェクターは準備しております。

5）  第1会場・第7会場の座席は固定で移動できません。また、その他の会場でも座席の移動はご遠
慮ください。

3. 示説発表の方へ

示説は、6月8日（土）10：00～16：10および6月9日（日）10：00～14：50です。

1） ポスター掲示スペースは、縦180 ㎝×横90 ㎝です。

2）  事務局では、以下のものを準備します。 
（1）演題番号：掲示板上部左側に演題番号札を取り付け、表示します。 
（2）画鋲等：ポスター貼付用画鋲を用意します。会場でお受け取り下さい。

3） ポスターは、縦160 ㎝×横90 ㎝のスペースに収まるように、下図を参考に作成して下さい。

4）  演題名、所属と演者名の表示を縦20 ㎝×横
70 ㎝で各自ご準備下さい。

5）  発表者は、演題番号ごとに指定された区画にポ
スターを掲示して下さい。 
ポスターの掲示時間は、両日とも9：00～9：30
の間に行ってください。

6）  両日とも、12：35～13：35の間は自由討議と
なっております。座長は設けません。発表者は
討議時間中、発表演題の前に待機し、参加者と
自由に討議してください。

7）  ポスターの撤去時間は、6月8日（土）は16：10
～17：10、6月9日（日）は14：50～15：50となっ
ております。ポスターの撤去時間を過ぎても展
示されている場合は、事務局で撤去、処分いた
しますので、ご了承ください。

4. 座長の方へ

各座長は、座長受付にて、ご担当時間30分前までに受付をお済ませ下さい。

また、ご担当セッション開始10分前に座長席にご着席下さい。

演題名・演者名・所属
（発表者が作成する）

発表内容

演題番号
（事務局作成）

160cm

70cm20cm

20cm
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交通のご案内
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小研修室2

自販機

第5会場

大研修室
3

第4会場

6月７日
評議員会

6月７日
理事会

中研修室１中中研修

小研修室１小小研修
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9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

1F 中央
県民ホール

東棟 3F
大研修室1

東棟 3F
大研修室2

東棟 4F
大研修室3

東棟 4F
大研修室4

西棟 2F
大ホール

西棟 2F
中ホール

第1日目　6月8日土　かごしま県民交流センター
第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場 第7会場

9：00～9：30

ポスター
掲　示

会長講演
「チーム医療にお
ける看護の果たす
べき役割と倫理」
八代 利香

9：30～10：10

会長講演
ライブ中継

10：00～16：10

一般演題

示説1群
P-1～P-18

12：35～13：35

自由討議

10：10～11：20

基調講演1
「Ethics Education 
in the Context of 
Interprofessional 
Practice」
Samantha 
Mei-che Pang

10：10～11：20

基調講演1
ライブ中継

11：20～12：30

基調講演2
「Happiness 
of Health 
Professional 
Teams」

Young Rhan Um

11：20～12：30

基調講演2
ライブ中継

12：30～13：30

交流集会会場
打ち合わせ

12：30～13：30

交流集会会場
打ち合わせ

12：30～13：30

交流集会会場
打ち合わせ

12：30～13：30

交流集会会場
打ち合わせ

12：30～13：30

交流集会会場
打ち合わせ

12：30～13：30

交流集会会場
打ち合わせ

13：40～14：30

総　会

14：40～16：10

交流集会⑥
看護実践現場
でどのように変
化を起せるか？
「患者が主役」
を目指す試み

14：40～16：10

交流集会①
精神看護に潜
む障害者虐待
への倫理感性
を高める

14：40～16：10

交流集会②
自然災害におけ
る看護倫理を
考える

―第2期学術
活動推進委員
会の活動を
通して―

14：40～16：10

交流集会③
高齢者の倫理
的意思決定の
ための支援
～高齢者の
意思は尊重
されているの
だろうか～

14：40～16：10

交流集会④
身体拘束を
倫理的側面
から考える
―生命の安全
と人権の尊重
について―

14：40～16：10

交流集会⑤
アン先生と語ろ
う看護部倫理
委員会
：役割は
倫理審査？
臨床倫理？
その両方？

16：10～17：10

ポスター
撤　去

受　付　8：30～16：10（2F大ホール前）

9：30～10：10
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9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

受　付　8：30～14：50（2F大ホール前）

1F 中央
県民ホール

東棟 3F
大研修室1

東棟 3F
大研修室2

東棟 4F
大研修室3

東棟 4F
大研修室4

西棟 2F
大ホール

西棟 2F
中ホール

第2日目　6月9日日　かごしま県民交流センター
第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場 第7会場

9：00～9：30

ポスター
掲　示

9：30～10：30

教育講演
「患者とともに
生きる」

髙本 眞一

9：30～10：30

教育講演
ライブ中継

10：00～14：50

一般演題

示説2群
P-19～P-36

12：35～13：35

自由討議

10：30～12：10

シンポジウム

「チーム医療と
倫理：思いを
言葉に！」

渡辺　真理
財前　博文
田畑千穂子

10：30～12：10

シンポジウム
ライブ中継

12：10～12：30 12：10～12：30

スペシャルトーク
ライブ中継

12：30～13：30

PC受付

12：30～13：30

PC受付

12：30～13：30

PC受付

12：30～13：30

PC受付

12：30～13：30

PC受付

13：40～14：50

一般演題

口演1群
［ 教育 ］

O-01～O-06

13：40～14：50

一般演題

口演2群
［ 研究 ］

O-07～O-12

13：40～14：50

一般演題

口演3群
［ 実践 ］

O-13～O-18

13：40～14：50

一般演題

口演4群
［ 事例・その他 ］

O-19～O-24

13：40～14：50

一般演題

口演5群
［ 事例 ］

O-25～O-30

14：50～15：50

ポスター
撤　去

Anne J. Davis先生による
スペシャルトーク
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チームで支える患者の選択
Patient Choice and Health Professional Collaboration

1日目：6月8日土

受　　付　　8：30～16：10 第6会場入り口

会長講演　　9：30～10：10 第1会場

座長：田中 美恵子（東京女子医科大学看護学部 学部長・教授）

「チーム医療における看護の果たすべき役割と倫理」

八代　利香（鹿児島大学医学部保健学科 教授）

基調講演1　　10：10～11：20 第1会場

座長：小西 恵美子（長野県看護大学名誉教授、鹿児島大学医学部客員研究員）

“Ethics Education in the Context of Interprofessional Practice”
「チーム実践における倫理教育」

Samantha Mei-che Pang, RN, PhD
（  Professor, School of Nursing, The Hong Kong Polytechnic University

香港理工大学看護学部 教授）

基調講演2　　11：20～12：30 第1会場

座長：八代 利香（鹿児島大学医学部保健学科 教授）

“Happiness of Health Professional Teams”
「医療チームのハピネス」

Young Rhan Um, RN, PhD
（  Professor, Nursing Department, College of Medicine, Soonchunhyang University

順天郷大学医学部看護学科 教授）  

一般演題（示説） 10：00～16：10（自由討議 12：35～13：35） 第6会場

日本看護倫理学会第6回年次大会 プログラム
平成25年6月8日土・9日日
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総　　会　　13：40～14：30 第1会場

交流集会　　14：40～16：10  第1会場～第5会場、第7会場

2日目：6月9日日

受　　付　　8：30～14：50 第6会場入り口

教育講演　　9：30～10：30 第1会場

座長：吉田 愛知（鹿児島大学名誉教授、鹿児島大学医学部客員研究員）

「患者とともに生きる」

髙本　眞一（社会福祉法人 三井記念病院 院長）

シンポジウム　　10：30～12：10 第1会場

座長：前田 樹海（東京有明医療大学看護学部 教授）

「チーム医療と倫理：思いを言葉に！」

シンポジスト： 渡辺 真理（社会福祉法人 三井記念病院 心臓血管外科 特定看護師）

財前 博文（大分県厚生連鶴見病院 循環器内科部長）

田畑 千穂子（鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 看護部副看護部長）

Anne J. Davis先生によるスペシャルトーク　　 12：10～12：30 第1会場

一般演題（示説）　　10：00～14：50（自由討議 12：35～13：35） 第6会場

一般演題（口演）　　13：40～14：50 第2会場、第3会場、第4会場、第5会場、第7会場

6月8日・9日の両日、第1会場（県民ホール）で開催される主な
プログラムは、第7会場（中ホール）にてライブ中継されます。
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会 長 講 演

日 時：6月8日土　9：30～10：10
会 場：第1会場（県民ホール）

「チーム医療における看護の果たすべき役割と倫理」

八代　利香
鹿児島大学医学部保健学科 教授

座　長

田中 美恵子
東京女子医科大学看護学部 学部長・教授
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チーム医療における看護の
果たすべき役割と倫理

　今日、安心・安全で質の高い医療を求める患者・家

族の声が高まる一方で、医療の複雑化に伴う業務の増

大により医療現場の疲弊が指摘されるなど、医療のあ

り方が根本的に問われています。私たちを取り巻く病

気の構造は大きく変わってきており、かつてのように

感染症中心ではなく、慢性疾患の比重が圧倒的に大き

くなってきています。さらに、社会の高齢化とともに

老人退行性疾患といわれるものが増えており、また精

神疾患も目立つようになってきました。

　こうした状況のもと、WHO は2003年に、ヘルス

ディベロップメント指針の基本戦略として、健康関連

事項に対する医学の独占の終結と、医学への文化的・

社会的依存の終結を示しました。国内においては、厚

生労働省により「チーム医療の推進に関する検討会」

の報告書が2010年3月に取りまとめられ、チーム医

療を推進していく方針が出されました。この報告書の

中では、チーム医療を担う役割をもった看護師として

「医師の包括的指示の下で規定の医療行為を行うこと

ができる特定看護師（仮称）」が提示され、現在は、

「看護師特定行為・業務試行事業対象看護師」として

進めていくことが決定されています。

　チーム医療は、医療が高度化・専門化するなかで、

患者の人権や尊厳を守り、患者がその人らしく生きて

いくことを支える上で、ますます重要になってきてい

ます。先の報告書で、看護師は「チーム医療のキー

パーソン」と示されたことからも分かるように、看

護師は様々な場面で他職種と関わる機会が多い職種で

す。看護師が医療現場で感じる倫理的な問題の対象者

として最も多くあげられたのは、「医師」という報告

があります。患者の意思決定を支えるためには、医療

チーム全体で倫理のあり方を考えていく必要がありま

す。また、教育現場においても、医療専門職養成にお

ける Interprofessional Education（IPE）を取り入れ

る大学が増えており、IPE の一環としての倫理教育の

あり方についても検討が加えられつつあります。

　ここ鹿児島県は、28の有人離島を有しており、離

島面積及び離島人口はともに全国1位です。その中で

も十島村（トカラ列島）は、日常的に本土との往来が

困難な隔絶性の高い外海遠洋離島であり、点在する有

人7島すべてに看護師は常駐していますが、うち、6

島は無医島となっています。十島村の島民は、島での

最期を望んでいながら、最期をむかえるときには、住

みなれた島を離れ350 ㎞も離れた本土の病院への入院

を余儀なくされています。これは、人がよりよく生き

る権利や自己決定権が守られているとは言い難い現状

です。十島村のように医師が常駐せず、また今後も常

住の期待できない離島やへき地では、看護師の活動が

大きく期待されます。このような状況を改善するため

にも、多職種共同が不可欠であり、看護師の裁量権拡

大が必要となってくると思っています。

八代 利香
鹿児島大学医学部保健学科 教授

会 長 講 演



基調講演1

“Ethics Education in the Context of 
Interprofessional Practice” 

「チーム実践における倫理教育」

Samantha Mei-che Pang, RN, PhD
Professor, School of Nursing, The Hong Kong Polytechnic University

香港理工大学看護学部 教授

座　長

小西 恵美子
長野県看護大学名誉教授、鹿児島大学医学部客員研究員

日 時：6月8日土　10：10～11：20
会 場：第1会場（県民ホール）
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Ethics Education in the Context of
Interprofessional Practice

In view of the gaps and inequities in health per-

sist both within and between countries together 

with new health challenges in contemporary era, 

The Lancet Commissions on education of health 

professionals for the 21st century calls for a sys-

tems based education reform, with a vision that 

all health professionals in all countries should be 

educated to mobilize knowledge and to engage in 

critical reasoning and ethical conduct so that they 

are competent to participate in patient and popula-

tion-centred health systems as members of locally 

responsive and globally connected teams.  To this 

end, a new professionalism should be promoted that 

uses competencies as objective criteria for classifi -

cation of health professionals and that develops a 

common set of values around social accountability 

(The Lancet Commissions 2010, p.1924).  Drawing on 

the Commissions’ recommendations, World Health 

Organization (WHO) published the policy guidelines 

on transformative scale up of health professional ed-

ucation in 2011, which states that reforms in educa-

tion must be informed by community health needs 

and evaluated with respect to how well they serve 

these needs. 

To scale up health professional education with the 

goal to transform population health, WHO policy 

guideline (WHO 2011) states that a process of re-

form driven by the people and communities who 

are the users of health services is required. Actors 

needed to reform include national authorities work-

ing with public and private educational institutions, 

with support from a broad coalition of stakehold-

ers.  The challenge will be how to strengthen col-

laborations among diff erent sectors so that health 

professional capacity as well as capabilities can be 

aligned with the realities of health service delivery 

for improving health outcomes. Against this back-

ground, this paper will draw on the fi ndings of an 

empirical study which explicates the empowering 

and disempowering experiences of a cohort of per-

sons with severe mental illness (SMIs) along their 

journeys of recovery over a period of 12 months, 

and examine the pivotal role of ethics education in 

developing a new professionalism that emphasizes 

inter-professional collaborations in helping people 

who are living with complex health problems.   

An empirical analysis of the SMIs’ narratives re-

veals that clinical recovery and personal recovery 

are complementary and interrelated, which process 

is iterative and multi-faceted, characterized by a 

spark of hope to carry on with life, desire to move 

from institutional to community living, redefi ning 

oneself, gaining a sense of normalcy in activities of 

daily living, willingness to volunteer and engage-

ment in treatment. The interplay between empow-

ering and disempowering experiences that aff ect 

health outcomes are examined to determine the 

triggers that enhance or hinder recovery. With the 

insights gained from the study, an array of empow-

ering strategies and community resources for men-

Samantha Mei-che Pang, RN, PhD
Professor, School of Nursing, The Hong Kong Polytechnic University

基調講演1



基調講演2

“Happiness of Health Professional Teams”

「医療チームのハピネス」

Young Rhan Um, RN, PhD
Professor, Nursing Department, College of Medicine, 

Soonchunhyang University 
順天郷大学医学部看護学科 教授

座　長

八代 利香
鹿児島大学医学部保健学科 教授

日 時：6月8日土　11：20～12：30
会 場：第1会場（県民ホール）



― 28 ―

Happiness of Health Professional Teams

Why can't nurses be happy? 

Everyone has the right to seek happiness. Howev-

er, nurses don’t think that the term of happiness 

is related to them. Why? The fi rst reason is mis-

understanding of the concept of happiness. Gener-

ally, happiness are considered as ‘joyful or pleasant’ 

conditions. Nurses care for patients who suff er from 

diseases or disability. So nurses may feel guilty if 

they are happy while caring for patients. However, 

the concept of happiness is not simple. Some schol-

ars classifi ed levels or kinds of happiness. Tradi-

tional Eastern scholars consider mental happiness 

more important than physical. Aristotle suggested 

that there are 3 types of happiness: 1) the vulgar 

(pleasant amusement, bodily pleasure): 2) the politi-

cal (the happiness that comes from seeing the good 

in others and doing the good for others.): and 3) the 

contemplative (encompasses a reach for fullness and 

perfection of happiness). Nettle (2005) also classifi ed 

3 levels of happiness: Level 1 momentary feeling 

(joy, physical pleasure); Level 2 judgment about feel-

ings (well being, satisfaction); and Level 3 quality 

of life (fl ourishing, fulfi lling potential). Admittedly, 

it seems strange for nurses to seek Level 1 hap-

piness during their care of patients, but they can 

however pursue level 2 or 3 (internal satisfaction or 

self-actualization). 

The second reason is the perfectionism found in 

the nursing culture.  Nurses think all their actions 

should be perfect because any nursing error could 

negatively impact patient’s life and health. Senior 

nurses tend to scold new nurses’ small mistakes, 

even if it is irrelevant to a patient’s condition. This 

has a negative eff ect on nurses’ confi dence and often 

leads to high dropout rate. Ben-Shahar (2009) dif-

ferentiated positive perfectionism from negative. He 

referred to negative perfectionism simply as perfec-

tionism, and positive perfectionism as optimalism. 

If nurses try to be optimalists, they could accept 

reality as it is, and become more generous to inex-

perienced behavior of new nurses. 

Why must nurses be happy?

Recently the focus of quality control moves from 

the quality care (caregivers’ perspective) to quality 

patient experience (care consumers’ perspective). 

Hospital management weighs the positive patient 

experience with the direct satisfaction of patients in 

healthcare service. For this, hospital managers are 

interested in exploring the value of understanding 

patient experience, and how care professionals and 

systems can improve the experience of patients in 

their care. 

Nowadays, nurses have to make patients satisfi ed 

with their care. However, an unhappy person is not 

able to make others happy. Russell (1930) empha-

sized that, even if we should desire the happiness 

of those whom we love, it should not be as an alter-

native to our own. It would better have everyone 

pleased. Therefore, nurses must be happy in order 

to make their patients happy. 

Young Rhan Um, RN, PhD
Professor, Nursing Department, College of Medicine, Soonchunhyang University

基調講演2



教 育 講 演

「患者とともに生きる」

髙本　眞一
社会福祉法人 三井記念病院 院長

座　長

吉田 愛知
鹿児島大学名誉教授、鹿児島大学医学部客員研究員

日 時：6月9日日　9：30～10：30
会 場：第1会場（県民ホール）
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患者とともに生きる

　医療の中で我々が知らないことは周りになんと多い

ことであろう。患者に生命があるという神秘の中に数

知れない無知の領域がある。人間の体は小宇宙と言わ

れ、大宇宙と同じように無限大の広がりを持つぐらい

に無知の神秘に覆われている。人工心肺を使った心臓

手術も随分進歩してきたが、不明な点、不可解な点は

山ほどある。しかし、酸素を送り、血液を送血して体

外循環している限り、患者は生命をなんとか持ちこた

えてくれる。そして、治癒に向かうのは何よりも患者

の生命力である。我々医療者が僅かの知識で医療を行

うことを許されているのは、患者に生命があり、その

生命が我々医療者の至らぬ点を補ってくれるからであ

ろう。その意味で、我々医療者は患者の前で「俺が

治してやった」などと大胆なことは言えないはずで

ある。医療者は生命を持った患者を大切にし、ともに

生きる気持ちを持つことが大切であろう。不可解な点

を解明し、できるだけ安全度を高める必要があるが、

完全に生命の現象を解明することはできない。我々に

できることは我々の力を尽くして、患者のために患者

とともに生きることではないだろうか。

　そもそも医療にとっての主役は患者であり、われわ

れ医療者は患者の持つ力を援助する存在に過ぎないこ

とを考えれば、チーム医療は医療者側のチームだけで

なく、患者も含めたチームでなければいけない。そし

てこのチームは、ただ単に表面的なものではなく、お

互いに信頼しあい、不足を補い合う心のこもったチー

ムでなければならないであろう。また、同じチームに

いるからこそ、患者にも相応の責任を持ってもらう必

要がある。チーム一丸となって治療に取り組むからこ

そ成功したときの喜びも大きくなる。

　医療は年々進歩を遂げているが、医療を通じて患者

に生きる力をもたらし得るには、これまで以上に患者

と医療者とが、互いに信頼し合える関係が必要であろ

う。「生命」を持った患者と「ともに生きる」ことが

我々に課された任務であろう。

髙本 眞一
社会福祉法人 三井記念病院 院長

教 育 講 演



シンポジウム

「チーム医療と倫理：思いを言葉に！」

シンポジスト： 渡辺 真理
（社会福祉法人 三井記念病院 心臓血管外科 特定看護師）

財前 博文
（大分県厚生連鶴見病院 循環器内科部長）

田畑 千穂子
（鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 看護部副看護部長）

座　長

前田 樹海
東京有明医療大学看護学部 教授

日 時：6月9日日　10：30～12：10
会 場：第1会場（県民ホール）



プログラム

交 流 集 会

一般演題（口演）

一般演題（示説）
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交流集会　プログラム
6月8日土　14：40～16：10

交流集会1 第2会場（大研修室1）

 精神看護に潜む障害者虐待への倫理感性を高める
○日下 修一1）、田辺 有理子2）

1）獨協医科大学大学院看護学研究科、2）岩手県立大学看護学部

交流集会2 第3会場（大研修室2）

 自然災害における看護倫理を考える 
―第2期学術活動推進委員会の活動を通して―

○勝原 裕美子1）、小島 操子2）、鈴木 恵理子3）、細見 明代4）、小笹 由香5）、 
野口 恭子6）、番匠 千佳子1）、ウイリアムソン 彰子7）

1）聖隷浜松病院、2）聖隷クリストファー大学、3）淑徳大学、4）兵庫医療大学、 
5）東京医科歯科大学 生命倫理研究センター、6）岩手県立大学、7）三木市立三木市民病院

交流集会3 第4会場（大研修室3）

 高齢者の倫理的意思決定のための支援 
～高齢者の意思は尊重されているのだろうか～

○鶴屋 邦江1）、花房 由美子2）、川上 由香3）、坂上 晶代4）

1）医療法人 川崎病院、2）地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院、
3）神戸市看護大学、4）医療法人社団 坂上医院

交流集会4 第5会場（大研修室4）

 身体拘束を倫理的側面から考える　―生命の安全と人権の尊重について―
○中尾 久子1）、原田 博子1）、福本 京子2）

1）九州大学医学研究院保健学部門看護学分野、2）抑制廃止とケアの質を高める会 副会長

交流集会5 第7会場（中ホール）

 アン先生と語ろう看護部倫理委員会：役割は倫理審査？ 臨床倫理？ その両方？
○小西 恵美子1）、前田 樹海2）、八尋 道子3）、坂本 明子4）

1）鹿児島大学医学部、2）東京有明医療大学、3）佐久大学、4）水戸赤十字病院

交流集会6 第1会場（県民ホール）

 看護実践現場でどのように変化を起せるか？　「患者が主役」を目指す試み
○高田 早苗1）2）、長尾 幸恵2）、内山 孝子2）

1）日本赤十字看護大学、2）日本赤十字看護大学 大学院
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一般演題（口演）　プログラム
6月9日日　13：40～14：50

口演1群　［ 教育 ］ 第2会場（大研修室1）

座長：向窪 世知子（鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 看護部長）

O-01 文献から看護倫理教育プログラム作成を試みる
○三輪 恵里、金山 洋子
富山県済生会富山病院

O-02 昭和大学におけるチーム医療教育（第1報） 
［医療人マインドの獲得と共感］を育成する学部連携 PBLチュートリアル

○入江 慎治1）、榎田 めぐみ1）、刑部 慶太郎2）、倉田 知光2）、菅原 スミ1）

1）昭和大学 保健医療学部 看護学科、2）昭和大学 富士吉田教育部

O-03 昭和大学におけるチーム医療教育（第2報） 
―実践力習得に向けた参加型チーム医療学習―

○榎田 めぐみ、入江 慎治、菅原 スミ
昭和大学 保健医療学部 看護学科

O-04 臨地実習における看護倫理カンファレンスへの取り組みの結果についての報告
○大保 まり子、冨安 恵子
鹿児島中央看護専門学校

O-05 卒後2年目看護師が体験する倫理的問題への悩みと対処行動の検討
○楠元 裕佳、濵島 ゆかり、田中 久美子、永田 亜紀、田畑 千穂子
鹿児島大学医学部・歯学部附属病院

O-06 看護倫理研修会によって道徳的感受性は変化するのか
○前田 樹海1）、小西 恵美子2）、八尋 道子3）

1）東京有明医療大学、2）鹿児島大学、3）佐久大学

口演2群　［ 研究 ］ 第3会場（大研修室2）

座長：中重 敬子（公益財団法人慈愛会 統括看護部長）

O-07 新人看護職員に求められる基本姿勢と態度における看護倫理上の到達目標の 
到達度について

○伊藤 千晴1）、太田 勝正2）

1）中部大学 生命健康科学部 保健看護学科、2）名古屋大学大学院医学系研究科
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O-08 看護師の DNR（DNAR）の見解
○渡邉 明日香
藤枝市立総合病院

O-09 高齢者ケアにおける倫理的判断
○広瀬 会里、片岡 純、百瀬 由美子
愛知県立看護大学

O-10 精神科病棟入院患者以外への看護師による身体抑制に関する法的評価 
―平成22年1月26日最判以降の裁判例から―

○奥津 康祐
東京女子医科大学 医学部 医療・病院管理学

O-11 看護師の倫理的葛藤における道徳的志向の特徴
○恒松 佳代子1）2）

1）熊本大学大学院医学教育部博士課程、2）熊本保健科学大学保健科学部 看護学科

O-12 看護師の倫理観尺度の開発
○大出 順
伊東市民病院

口演3群　［ 実践 ］ 第4会場（大研修室3）

座長：田上 みや子（鹿児島市立病院 看護部長）

O-13 終末期がん患者の尊厳感覚 ―患者の視点から「尊厳」を問い直す―
○今野 麻衣子1）、伊藤 登茂子2）、中村 光江2）、渡邉 知子2）

1）秋田大学医学部附属病院、2）秋田大学大学院医学系研究科 保健学専攻 臨床看護学講座

O-14 産婦人科病棟での婦人科疾患終末期の援助に関する一考察 
～ジョンセンの症例検討シートを使用して～

○竹内 佳寿子1）2）、山田 聡子2）

1）大阪市立十三市民病院、2）中部大学生命健康科学研究科看護学専攻

O-15 婦人科疾患終末期患者の本人の意思を尊重したケアに関する一考察 
～ジョンセンの症例検討シート使用後のデスカンファレンスの意見から～

○竹内 佳寿子1）2）、山田 聡子2）

1）大阪市立十三市民病院、2）中部大学生命健康科学研究科看護学専攻

O-16 施設内看護部倫理委員会組織化に向けた富山県看護協会倫理委員会の実践報告
○白井 志津世1）2）、伊藤 澄美子1）3）、川田 佳代子1）4）、宮崎 泰子5）、松本 陽子6）、
柴田 友子7）

1）富山県看護協会倫理委員会、2）富山赤十字病院、3）金沢医科大学氷見市民病院、 
4）黒部市民病院、5）砺波総合病院、6）済生会高岡病院、7）厚生連高岡病院
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O-17 回復期リハビリテーション病棟における倫理的課題
○内山 孝子
日本赤十字看護大学大学院

O-18 がん看護専門看護師のコーディネーション 
～チーム医療の実践内容からの分析～

○廣瀬 理絵1）、伊福  セツ子1）、渡邉 智子2）

1）福岡県社会保険医療協会 社会保険田川病院、2）福岡県立大学 看護学部

口演4群　［ 事例・その他 ］ 第5会場（大研修室4）

座長：中宮 チズ子（県民健康プラザ 鹿屋医療センター 副院長兼総看護師長）

O-19 看護者の道徳的感性と倫理教育との関連
○明田 裕美、宮田 千春
自衛隊阪神病院

O-20 終末期患者の意思決定への看護師の役割
○永井 八千代、上牧 ちなみ、松岡 香奈子、峯元 絹枝、潟山 勝美、大坪 啓子
鹿児島市立病院

O-21 家族の希望が優先され患者の思いを支援できなかった看護師のジレンマ
○谷村 昭子、竹ノ下 時子、篠原 郁代
鹿児島市立病院

O-22 ケアすることの哲学的意味 ―ケアリングを看護倫理の基礎としてどう位置づけるか
○堀井 泰明
天使大学 看護栄養学部

O-23 臨床現場に埋もれている看護倫理への取り組み
○鈴木 真理子
佐久大学

O-24 特別養護老人ホームで働く看護職の専門職的自律性と個人要因・職場要因との関連
○森 幹雄1）、小野 美喜2）

1）特別養護老人ホーム百華苑、2）大分県立看護科学大学成人老年看護学研究室



一般演題（口演）

6月9日日　13：40～14：50

口演1群　［ 教育 ］ 第2会場（大研修室1）

口演2群　［ 研究 ］ 第3会場（大研修室2）

口演3群　［ 実践 ］ 第4会場（大研修室3）

口演4群　［ 事例・その他 ］ 第5会場（大研修室4）

口演5群　［ 事例 ］ 第7会場（中ホール）



一般演題（示説）

6月8日土　10：00～16：10（自由討議 12：35～13：35）

示説1群　［ 実践 ］ 第6会場（大ホール）

示説1群　［ 事例 ］ 第6会場（大ホール）

6月9日日　10：00～14：50（自由討議 12：35～13：35）

示説2群　［ 教育 ］ 第6会場（大ホール）

示説2群　［ 研究 ］ 第6会場（大ホール）

示説2群　［ その他 ］ 第6会場（大ホール）
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