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日看大協第 53号 

2022年 2月 8日 

一般社団法人 日本看護系大学協議会会員校 

代表者 各位 

一般社団法人 日本看護系大学協議会 

代表理事 山本 則子 

一般財団法人 日本看護学教育評価機構 

代表理事 高田 早苗 

2022 年 3月 27日(日)開催、説明会・報告会・研修会等のご案内 

平素より日本看護系大学協議会および日本看護学教育評価機構の活動にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

12 月 8 日に第一報としてご案内いたしました（日看大協第 39 号）、下記の説明会・報告会・研修会等につき

まして、詳細のご連絡となります。年度末のお忙しい時期とは存じますが、先生方におかれましては是非ご検討

いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 

記 

１．日程  2022年 3月 27日（日） 

２．開催方法 WEB会議システム（Zoomウェビナー）を利用するライブ配信 

※ライブ配信については、お申込者様へ Zoom参加用 URLを前日までにメールでお送りします。

３．プログラム 

3月 27日（日）当日のライブ配信 ※開催時間はおおよその目安のため、変更になる可能性があります。

１ 10：45～ 災害時の教育継続支援に向けた大学間連携の構築とその後の展開の報告と課題 

（JANPU災害支援対策委員会）：3ページ 

２ 11：30～ 2022年度高度実践看護師教育課程申請に向けた説明会 

（JANPU高度実践看護師教育課程認定委員会）：4ページ 

⇒日看大協高認第 33号で、分野別相談会および質問受付に関する申込方法等を別途ご案内いたします。

３ 12：15～ 特別ワーキンググループ成果報告「今だからこそ考える看護学基礎教育の将来」

（JANPU新たな感染症の時代の看護教育検討特別ワーキンググループ）：5ページ 

４ 13：30～ Academic Administration 研修会 

「看護学教育政策へのコミットメント－教育行政を知り、繋がる」 

 （JANPU高等教育行政対策委員会）：6ページ 

５ 15：25～ 都道府県の看護系大学連携を推進する体制づくりに向けて（JANPU総務会）：7ページ 

６  9：30～ JABNE説明会「看護学分野別評価への期待と初年度受審を通して得たもの」 

（日本看護学教育評価機構(JABNE)）：8ページ 

※オンデマンド配信については詳細が決まり次第ご案内いたします。

https://www.janpu.or.jp/file/2022APN33.pdf
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４．対象者 会員校に所属している教職員 

    

５．参加費 無料 

 

６．申込方法 １～６に参加の場合は、下記 URLのグーグルフォームより直接入力してお申込みください。 

https://forms.gle/2zGYMD1EyQazB8wJ9 

 

 ※プログラム毎に各会員校様【３回線】までお申込み可能となります。 

学内で調整を行い、上記グーグルフォームよりお申込みください。 

複数人で大きな会場を使用して、ご視聴いただいても問題ございません。 

 

７．申込期限 2022年 3月 18日(金)まで 

 

 

■問い合わせ先（各プログラムで問い合わせ先が異なります。ご注意ください） 

問い合わせはメールでお願いします。 

 

１ ３ ４ ５ 災害支援対策委員会報告会 ／ 新たな感染症の時代の看護教育検討特別 WG成果報告会 ／  

AA研修会 ／ 都道府県の看護系大学連携を推進する体制づくりに向けて 

一般社団法人日本看護系大学協議会 事務局 

E-mail： office@janpu.or.jp 

 

２ 高度実践看護師教育課程申請に向けた説明会 

一般社団法人日本看護系大学協議会 高度実践看護師教育課程認定委員会 事務局 

E-mail： apn@janpu.or.jp 

 

   

６ 日本看護学教育評価機構説明会 

一般財団法人日本看護学教育評価機構 事務局 

E-mail： office@jabne.or.jp 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc5nLMrNqrq5vlWjT5nIbIiOKMQkal4kpr80iVrewOfqVmEQ/viewform?usp=sf_link
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一般社団法人 日本看護系大学協議会(JANPU) 

災害支援対策委員会企画 

「災害時の教育継続支援に向けた大学間連携の構築と 

その後の展開の報告と課題」 

プログラム 
 

 

開催方法：3 月 27日(日)当日のライブ配信 

  開催時間：10：45～11：15（※開催時間はおおよその目安になります） 

 

報告・説明 

「災害時の教育継続支援に向けた大学間連携の構築とその後の展開の報告と課題」  

災害支援対策委員会 委員長 片田範子 

 

   

 

 

※オンデマンド配信については準備出来次第、ご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 
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一般社団法人 日本看護系大学協議会(JANPU) 

2022 年度高度実践看護師教育課程申請に向けた説明会 

プログラム 
 

 

開催方法：3 月 27日(日)当日のライブ配信 
 

 

2 月中旬    2022 年度申請に向けた説明動画（全体説明）を 

JANPU ホームページに掲載 

 

3 月 18日（金）まで  分野別相談の申し込み 

質問の受け付け 
 

※分野別相談は別途メールでの申込が必要になります。 

日看大協高認第 33号で申込方法等詳細をご案内いたします。 

 

 

3 月 27日（日）   

11：30～12：00  全体説明会  

       高度実践看護師教育課程認定委員会  

委員長 湯浅美千代 

①申請のポイントと動画の補足 

②事前に受け付けた質問に対する回答 

  

12：15～13：15  分野別相談会（がん看護、慢性看護、精神看護分野） 
 

 

3 月 27日（日）以降  分野別個別相談（がん看護・慢性看護・精神看護以外） 

  

 

 

※オンデマンド配信については準備出来次第、ご案内いたします。 

 

２ 

https://www.janpu.or.jp/file/2022APN33.pdf
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一般社団法人 日本看護系大学協議会(JANPU) 

新たな感染症の時代の看護教育検討特別ワーキンググループ 

成果報告「今だからこそ考える看護学基礎教育の将来」 

プログラム 

開催方法：3 月 27日(日)当日のライブ配信 
開催時間：12：15～13：15（※開催時間はおおよその目安になります） 

１．開会の辞 

特別ワーキンググループ 座長 吉沢豊子 

「今だからこそ考える看護学基礎教育の将来」 

２．第１テーマ：学生の看護実践能力を大学が保証する仕組みの提案 

―仕組みの実現に向けてのプロセス 

❖実習前 CBT-OSCEをどう進めるか

❖Student Nurse 制度に何を求めるのか

特別 WG 諮問事項１担当班 班長 森山美知子、班員 荒木暁子

３．第２テーマ：看護教育の DX 化どうする・どうなる 

❖自大学の DX 化を問い直す：看護技術 DX 化のマトリックス及び実

践能力アウトカム評価、各大学のデジタル化評価指標について

特別 WG 諮問事項２担当班 班長 叶谷由佳 

❖将来の看護大学はどうなるか

特別 WG 諮問事項２担当班 班員 野島敬祐

４．討議 

５．閉会の辞 

特別ワーキンググループ 座長 吉沢豊子

※オンデマンド配信については準備出来次第、ご案内いたします。

３ 
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一般社団法人 日本看護系大学協議会(JANPU) 

高等教育行政対策委員会企画 Academic Administration 研修会 

「看護学教育政策へのコミットメント－教育行政を知り、繋がる」

プログラム 

開催方法：3 月 27日(日)当日のライブ配信 

開催時間：13：30～15：10（※開催時間はおおよその目安になります） 

１．開会の辞 

高等教育行政対策委員会 副委員長 石井邦子 

２．講演「教育行政の仕組みと上手な付き合い方」 

講師 東京大学医学部附属病院 事務部長 岩瀬鎮男氏 

３．公費を活用した実践例 

「新型コロナウイルスの影響に係る看護職員卒後フォローアップ研修事業」 

の活用 

講師 湘南医療大学保健医療学部 看護学科長 川本利恵子氏 

「地域医療介護総合確保基金事業」の活用 

講師 高知県立大学看護学部 教授 森下安子氏 

４．討議 

５．閉会の辞 

高等教育行政対策委員会 委員長 菱沼典子 

※オンデマンド配信については準備出来次第、ご案内いたします。

４ 
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一般社団法人 日本看護系大学協議会(JANPU) 

「都道府県の看護系大学連携を推進する体制づくりに向けて」 

プログラム 

開催方法：3 月 27日(日)当日のライブ配信 

開催時間：15：25～16：25（※開催時間はおおよその目安になります） 

１．本企画の趣旨と背景 

  都道府県の看護系大学間での連携についての会員校調査結果報告 

日本看護系大学協議会 常任理事 小山眞理子 

２．都道府県の看護系大学間の連携組織としての活動について 

①愛知県看護系大学協議会

講師 椙山女学園大学看護学部 教授 佐原弘子氏 

②広島県看護系大学協議会

講師 広島大学大学院医系科学研究科 教授 森山美知子氏 

③兵庫県看護系大学協議会

講師 甲南女子大学看護リハビリテーション学部 教授 秋元典子氏 

３．質疑応答および意見交換 

４．おわりに（JANPU としての今後の方向性について） 

日本看護系大学協議会 代表理事 山本則子 

※オンデマンド配信については準備出来次第、ご案内いたします。

５ 
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一般財団法人 日本看護学教育評価機構(JABNE)説明会 
「看護学分野別評価への期待と初年度受審を通して得たもの」 

プログラム 

開催方法：3 月 27日(日)当日のライブ配信 

開催時間：9：30～10：30（※開催時間はおおよその目安になります） 

１.全体説明

日本看護学教育評価機構 代表理事 高田早苗 

２.インタビュー

（１）参議院議員 石田昌宏氏

国会議員からみた看護学教育の課題について

看護学教育における分野別評価の意義と期待について

（２）文部科学省高等教育局医学教育課 看護教育専門官 髙橋良幸氏

大学における看護学教育の質の評価

医療専門職における分野別評価が進む中で看護学分野別評価の意義と期待

JABNEの活動によせる期待

（３）2020 年度受審校（2 校）

初年度の受審を決定した背景と期待について

第三者評価を受けたことによる教職員の意識、意欲などの変化について

今後受審する大学への助言（自己点検評価資料、作成など）

（４）2020 年度評価員経験者（2 名）

他大学評価経験による自大学教育への還元

評価の難しさと評価を通しての魅力発見

今後へのアドバイス

※オンデマンド配信については確認出来次第、ご案内いたします。

６ 



日時
時間

挨拶 常任理事 田村 やよひ

髙橋 良幸氏

2020年度評価員経験者

江藤 宏美氏 ・ 嶋澤 順子氏

石田 昌宏氏

医学部保健学科看護学専攻 JABNE評価代表者

中村 順子 教授

医学部保健学科看護学専攻 前看護学専攻主任

佐々木 真紀子 教授
秋田大学

挨拶 代表理事 高田 早苗

保健医療学部長 下司 映一 教授昭和大学
教育推進室長 榎田 めぐみ 教授

文科省看護教育専門官

参議院議員

【問い合わせ】一般財団法人日本看護学教育評価機構 事務局
E-mail：office@jabne.or.jp

【申込み】2022年3月27日(日)開催、説明会・報告会・研修会等(JANPU・JABNE) (google.com)

mailto:office@jabne.or.jp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc5nLMrNqrq5vlWjT5nIbIiOKMQkal4kpr80iVrewOfqVmEQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc5nLMrNqrq5vlWjT5nIbIiOKMQkal4kpr80iVrewOfqVmEQ/viewform
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