
第1会場 第2会場 第3会場
1日目 2019年3月2日（土） 10:00～17:30
第6回 PNS研究会 タイムスケジュール

2日目 2019年3月3日（日） 9:00～12:00
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10:00
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11:00

12:00
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14:00
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17:00

会長講演   「新人看護師の自立」を考える
10:20　11:00

オリエンテーション

受付開始（8F）

開場

10:00　10:10

開会挨拶
10:10　10:20

講師 橘　幸子

閉会挨拶
11:50　

江守 直美

14:00　15:30

ワークショップ1
PNSにおける新人とのより効果的な関わり

16:00　17:30

シンポジウム
どのようにして新人看護師の自立を支えるか

PNS開発者講演
まだまだあるPNSの魅力
「仕掛け」の意識を高く持つことで、PNSに命が宿る

11:10　12:10

講師 上山 香代子

座長 江守 直美

座長 山内 順子

シンポジスト 福井大学医学部附属病院　　黒川 美幸
岩国医療センター　　　　　森原 めぐみ
福井大学医学部附属病院　　廣部 眞璃乃
浜松医科大学医学部附属病院　中村 真喜子　　　
福井大学医学部　　　　　　小坂 浩隆

　　　
座長 鈴木 美恵子、江守 直美

ランチョンセミナー1
パートナーシップ・ナーシング・システム
推進に向けた活動を振り返って
 ～組織力アップにつなげるマネジメント力と育成

12:20　13:20

講師 今野 朱美 座長 鈴木 由美
共催：株式会社エラン・株式会社エルタスク

座長 田熊 明子
示説1群（55～59）
14:00　14:30

座長 宮下 智樹
示説4群（70～74）
16:00　16:30

座長 井上 歩美
示説5群（75～80）
16:40　17:13

座長 北川 康代
示説2群（60～64）
14:40　15:10

座長 柳沢 亜也子
示説3群（65～69）
15:20　15:50

第4会場 第6会場 第7会場第5会場

ランチョンセミナー2
看護師の職業コミットメントと看護師の
リスク感性に対するパートナーシップ・
ナーシング・システム（PNS)の効果

12:20　13:20

講師 五十嵐 行江 座長 五十嵐 裕子
共催：ニプロ株式会社

AOSSA 8F
福井県県民ホール（500人）

AOSSA 8F
リハーサル室（100人）

ハピリン 3F
ハピリンホール（210人）

第1会場 第2会場 第3会場
AOSSA 8F

福井県県民ホール（500人）
AOSSA 8F

リハーサル室（100人）
ハピリン 3F

ハピリンホール（210人）

AOSSA 6F
福井市地域交流プラザ研修室601（160人）

AOSSA 6F
福井市地域交流プラザ研修室607（80人）

AOSSA 6F
福井市地域交流プラザレクリエーションルームA

《企業展示》

第4会場 第6会場 第7会場第5会場

ランチョンセミナー3
看護師のパートナーシップ・ナーシング・
システム（PNS）行動評価尺度の開発

12:20　13:20

講師 嶋田 恭子 座長 淺川 久美子
共催：テルモ株式会社

ランチョンセミナー4
PNSと手指衛生遵守
講師 岩崎 博道 座長 大北 美恵子
共催：株式会社ケアコム

12:20　13:20

《企業展示》

第1会場のスライド画面
のみ同時中継

10:00　12:10

座長 樋口 靖子
口演1群（1～6）
13:40　14:40

座長 山口 美奈子
口演2群（7～12）
15:00　16:00

座長 渡部 光子
口演3群（13～18）
16:20　17:20

座長 眞野 志乃ぶ
口演4群（19～24）
13:40　14:40

座長 岡村 和代
口演5群（25～30）
15:00　16:00

座長 木村 いづみ
口演7群（37～42）
13:40　14:40

座長 林 智美
口演8群（43～48）
15:00　16:00

座長 中濱 美也子
口演6群（31～36）
16:20　17:20

座長 張籠 美佐
口演9群（49～54）
9:40　10:40

9:00

9:00
10:00

8:30

10:00

11:00

12:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

9:00

10:40　11:50

9:00　 9:30

座長 大澤 秀子
示説6群（81～85）

AOSSA 6F
福井市地域交流プラザ研修室601（160人）

AOSSA 6F
福井市地域交流プラザ研修室607（80人）

AOSSA 6F
福井市地域交流プラザレクリエーションルームA

AOSSA 6F
福井市地域交流プラザレクリエーションルームB

AOSSA 6F
福井市地域交流プラザレクリエーションルームB

二プロ株式会社
テルモ株式会社
サカセ化学工業株式会社
株式会社エラン
株式会社ケアコム
株式会社チェーンマネジメント

二プロ株式会社

テルモ株式会社

サカセ化学工業株式会社

株式会社エラン

株式会社ケアコム

株式会社チェーンマネジメント

9:00　10:10

10:20　11:40

ワークショップ3
看護師長と日々のリーダーのパートナーシップ

ワークショップ2
効果的なPNS監査とするために

分野別交流集会
PNSにおけるより効果的な
　　　　  新人育成について

AOSSA 8F
ハピリン 3F

ドリンクサービス・企業展示

9:30～ 17:30

東洋羽毛北信越販売㈱
北陸営業所

AOSSA 8F

ドリンクサービス・企業展示

8:30～ 12:00

東洋羽毛北信越販売㈱
北陸営業所


