
 

第 17回新潟医療福祉学会学術集会 

 

開催趣意書 

 

 

会 期 

 2017年（平成 29年） 10月 28日（土） 

 

 

 

会 場 

 新潟医療福祉大学 第 2講義棟 2階 Q201（講義室）  

          第 9研究・実習棟 2階 S201（学生食堂） 

（新潟市北区島見町 1398 番地） 

 

 

 

 

 

 

 

大会長 

 塚本 康子（新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 健康科学部長・学科長・教授） 

  

 

〔実行委員長〕 

宇田 優子（新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 准教授） 

 

      事務局：新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 

〒950-3198 新潟市北区島見町 1398 番地 

          電話・ファックス: 025-257-4553 

                    URL: http://www.nuhw.ac.jp/gakkai/ 

  



ご挨拶   

21世紀に入り、保健・医療・福祉・スポーツの分野は ICTや技術革新により急速に

発展し高度化、複雑さを増しています。併せて日本社会は少子高齢化や国際化、成熟

した社会へと進展し、社会は安全を求めています。 

シミュレーション教育法はコミュニケーションエラーやヒューマンエラーによる

航空機事故を防止するためのパイロット訓練を端緒に始まり、1999年に米国で医療職

教育への取り入れの提言１）があり全米に浸透しました。2011 年には WHO が患者安全

カリキュラムガイド多職種版 2）を作成し、その中で学生に対して多職種のチームワー

ク訓練にシミュレーション教育は理想的と記載しています。高性能のシミュレータ人

形による安全を確保した上での繰り返し学習は、緊急事態の対応方法や思考力も含め

て学ぶことができるとされています。 

シミュレーション教育には 2つの側面として、①「トレーニング」としてのシミュ

レーション教育、SP（模擬患者）やシミュレータ人形の活用があります。②「評価」

としてのシミュレーション教育、臨床実習前に行う OSCE（客観的臨床能力試験 ）が

あります。 

そこで今年度の新潟医療福祉学会は、「未来へつなぐ保健・医療・福祉・スポーツ

分野のシミュレーション連携教育」というテーマで皆さまと一緒に考えたく、学術集

会を開催いたします。特別講演では、医療系分野で積極的にシミュレーション連携教

育を実践されている東京医科大学副学長補、副看護学科長であります永島美香氏をお

招きして「未来へつなぐシミュレーション教育 」というテーマでご講演をいただき

ます。人体の構造と機能を再現した高機能シミュレータ人形やバーチャル教材でトレ

ーニングを行うシミュレーション教育の方法や効果、課題について、多くの示唆を授

けて下さることと思います。 

シンポジウムでは、SP（模擬患者）を活用した OSCE（客観的臨床能力試験 ）に取

組んでいる本学理学療法学科の高橋英明氏、現場で多職種と技術を共有するためにシ

ミュレーション連携教育を実践されている国立病院機構新潟病院の木下悟氏、コンピ

ュータシミュレーションによる人工膝関節手術計画・術後評価とその製品化等に取組

んでいる新潟大学副学長、医学部保健学科放射線技術科学専攻の坂本信氏の 3名から、

「未来へつなぐ保健・医療・福祉・スポーツ分野のシミュレーション連携教育」とい

うテーマでそれぞれの専門的な立場からのご発表とディスカッションを予定してお

ります。 

また、例年どおり保健・医療・福祉・スポーツに関する一般演題も広く募集いたし

ます。この学術集会が活発な発表と議論の場となり、ご参加くださる皆様の研究及び

教育の糧となることを願っております。 

 本学術集会の趣旨にご賛同いただき、ご支援並びにご高配を賜りたく、お願い申し

上げます。なお、今回は 2018 年度看護学部創立への助走の気持ちを込め、シミュレ

ーション機器展示・体験、休憩コーナー等も設けたいと考えています。多くの皆様の

ご参加をお待ち申し上げております。 

2017年 7月吉日  第 17回新潟医療福祉学会学術集会 大会長  塚本 康子 

１）Kohn LT，Corrigan JM，Donaldson MS．To err is human：building a safer health system. Washington, 

D.C：National Academy Press；1999 

2）WHO．WHO Patient Safety Curriculum Guide. Multi-professional Edition 2011；2011 



開催概要 

学会名称：新潟医療福祉学会学術集会 

１． 主催  ：新潟医療福祉学会 

２． 責任者および事務局 

  大 会 長：  塚本 康子 

（新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 学部長・学科長・教授） 

  実行委員長：  宇田 優子 

（新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 准教授） 

  主催事務局：  第 17回新潟医療福祉学会学術集会 実行委員会事務局 

          新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 

〒950-3198 新潟市北区島見町 1398 番地 

電話・ファックス: 025-257-4553 

  

３． 会期：2017（平成 29）年 10月 28日（土） 

会場：新潟医療福祉大学 第 2講義棟 2階 Q201（講義室） 

               第 9研究・実習棟 2階 S201（学生食堂） 

４． 開催計画の概要 

＜プログラム＞ 次頁参照 

＜学術集会ホームページ＞ http://www.nuhw.ac.jp/gakkai/ 

＜予定参加者数＞ 約 300名 

＜参加予定者＞ 大学教職員、医師、歯科医師、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、義肢装具士、臨床工学技士、臨床検査技師、視能訓練士、救急救命

士、管理栄養士、健康運動指導士、看護師、保健師、助産師、社会福祉士、精

神保健福祉士、介護福祉士、診療情報管理士、薬剤師、歯科衛生士、歯科技工

士、福祉・医療行政関連、医療機器企業、医療出版企業、医療福祉系大学院生、

学生、その他 

 

６．最近の開催実績 

 第 15回新潟医療福祉学会学術集会   約 250名                 

会長：斎藤 トシ子  （新潟医療福祉大学健康栄養学科 学科長・教授）  

会期：2015(平成 27)年 10月 31日(土)                

会場：新潟医療福祉大学 （IA棟 3階 IA301、IA棟 2階 IA201）  

    

第 16回新潟医療福祉学会学術集会   約 300名  

会長：西原 康行  （新潟医療福祉大学健康科学健康スポーツ学科 学科長・教授）  

会期：2016（平成 28）年 10月 29日（土） 

会場：新潟医療福祉大学 (第 2講義棟 Q201講義室、Q203学生サロン) 

 

 

 



第 17回新潟医療福祉学会学術集会 プログラム 

 

期日：2017（平成 29）年 10月 28日（土） 

場所：「特別講演」「シンポジウム」「一般演題（口演）」：第 2講義棟 2階 Q201（講義室） 

「一般演題（ポスター）」：第 9研究・実習棟 2階 S201（学生食堂） 

学会テーマ：「未来へつなぐ保健・医療・福祉・スポーツ分野のシミュレーション連携教育」 

 

08：30－09：30 

09：30－09：40 

 

 

 

 

 

09：40－10：55 

 

 

11：00－11：55 

 

12：00－12：30 

 

12：30－13：30 

 

13：30－14：40 

 

 

 

 

 

14：50－16：10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16：15－16：30 

 

 

受 付 

開会式 

会頭挨拶  新潟医療福祉学会 会頭  

山本 正治 

大会長挨拶 第 17回新潟医療福祉学会学術集会 大会長 

      新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 学部長・学科長・教授 

        塚本 康子 

一般演題（口演）              発表時間 各 10分 

座長：平山 恵美子 (新潟医療福祉大学 看護学科 教授) 

 

一般演題（ポスター） 

 

新潟医療福祉学会総会 

 

昼休み 

 

特別講演 

「未来へつなぐシミュレーション教育 」 

座長：松井 由美子 (新潟医療福祉大学 看護学科 教授) 

 

講師：永島 美香（東京医科大学 副学長補 副看護学科長） 

 

シンポジウム 

「未来へつなぐ保健・医療・福祉・スポーツ分野のシミュレーション連

携教育」 

座長：永島 美香 (東京医科大学 副学長補 副看護学科長) 

 

シンポジスト：               発表時間 各 20分 

高橋 英明（新潟医療福祉大学 医療技術学部理学療法学科 助教）   

木下 悟 （国立病院機構新潟病院 小児科医長） 

坂本 信（新潟大学 副学長・医学部保健学科放射線技術学専攻教授）             

 

会頭賞・奨励賞表彰  

閉会式 

 

実行委員長挨拶 第 17回新潟医療福祉学会学術集会 実行委員長 

宇田 優子（新潟医療福祉大学 看護学科） 

 


