第13回 日本保健医療福祉連携教育学会学術集会 プログラム

プログラム

オープニング
ご挨拶

Zoom ウェビナー ： 10 月 3 日（土） 9:00

徳久 剛史

千葉大学学長

会長講演

Zoom ウェビナー ： 10 月 3 日（土） 9:15～10:00

IP カルチャーをつくる
演

者

朝比奈 真由美

千葉大学医学部附属病院

特別講演

オンデマンド配信

IPE/IPL の背景となる理論
1. The history of IPE in the United Kingdom (UK)
2. IPE Theory
3. The interprofessional education (IPE) story in Leicester
演

者

Elizabeth Anderson

ワークショップ

University of Leicester, UK

Zoom ミーティング ： 10 月 3 日（土） 13:30～15:00

IPE/IPW のリーダーをつくる
講

師

鋪野 紀好

千葉大学医学部附属病院

松本 暢平

千葉大学国際未来教育基幹

横尾 英孝

千葉大学医学部附属病院

シンポジウム １

演者プレゼンテーション ： オンデマンド配信
演者同士の討議および質疑応答 Zoom ウェビナー ： 10 月 3 日（土） 16:00～16:45

世界の視点で地域の IPE をつくる
座

長

池崎 澄江

千葉大学大学院看護学研究科

大久保 正人

千葉大学医学部附属病院

シンポジスト 山本 武志

札幌医科大学

下井 俊典

国際医療福祉大学

酒井 郁子

千葉大学大学院看護学研究科
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シンポジウム ２

Zoom ウェビナー ： 10 月 10 日（土） 10:00～12:00

新型コロナ禍のもとで思いと知恵と力を合わせる―パンデミック下の多職種連携―
IPW 推進委員会企画
座

長

藤井 博之

日本福祉大学

吉浦 輪

東洋大学

シンポジスト 新井 香葉子

障がいをもつお子さんの母、看護師

稲葉 剛

つくろい東京ファンド

前山 憲一

半田市社会福祉協議会

和田 忠志

医師、いらはら診療所在宅医療部長

千葉大学卒業生ありのまま企画 「Interprofessional WorkING!」

オンデマンド配信

座談会 IPE の経験と今現在の IPW
司

会

参 加 者

飯野 貴明

千葉市立海浜病院

鋪野 紀好

千葉大学医学部附属病院

西織 浩信

成田赤十字病院・医師

池田 有梨奈

松江赤十字病院・助産師

山岸 未佳

千葉大学医学部附属病院・看護師

鈴木 翔太

千葉大学医学部附属病院・薬剤師

一般演題

クロージング

オンデマンド配信

Zoom ウェビナー ： 10 月 10 日（土） 16:00～

※Zoom 会議室はオンライン大会ページより、
各プログラム開始 10 分前から入室できます。
オンライン大会にログインするための URL とパスワードはメールでお知らせします。
※ライブ配信したコンテンツは、録画し、全て期間中オンデマンド配信します。
視聴可能期間は、10 月 13 日（火）までです。
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ライブプログラム タイムテーブル
10 月 3 日 ( 土 )
オープニング・学長挨拶

10 月 10 日 ( 土 )
9:00
9:15

会長講演
IPカルチャーをつくる

朝比奈 真由美（千葉大学医学部附属病院）

10 : 0 0

シンポジウム 2
（IPW 推進委員会企画）
新型コロナ禍のもとで思いと知恵と力を合わせる
―パンデミック下の多職種連携―

11: 0 0

新井 香葉子 氏（障がいをもつお子さんの母、看護師）
稲葉 剛 氏（つくろい東京ファンド）
前山 憲一 氏（半田市社会福祉協議会）
和田 忠志 氏（いらはら診療所在宅医療部長）

12 : 0 0

13 : 0 0
13:3 0

ワークショップ
IPE/IPW のリーダーをつくる

14 : 0 0

鋪野 紀好 氏（千葉大学医学部附属病院）
松本 暢平 氏（千葉大学国際未来教育基幹）
横尾 英孝 氏（千葉大学医学部附属病院）

15 : 0 0

シンポジウム1 世界の視点で地域のIPEをつくる

16 : 0 0

クロージング

山本 武志 氏（札幌医科大学） 下井 俊典 氏（国際医療福祉大学）
酒井 郁子 氏（千葉大学大学院看護学研究科）
16:45

17 : 0 0
Zoom ウェビナー

Zoom ミーティング

●

●

ライブプログラムの記録動画は翌日中にオンデマンド
プログラムページに掲載予定です。
オンデマンドプログラムは、10 月 3 日〜13 日 21時
まで視聴可能です。
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一般演題プログラム

【 ＩＰＥ 】
Ⅰ 新型コロナウイルス感染症禍の IPE 実践報告・ICT を用いた IPE 実践報告
IPE-1

全学的な多職種連携科目におけるＩＣＴの利用
安部 博史

IPE-2

（北海道医療大学全学教育推進センター）

WEB キャンパスリモートディスカッションシステムの構築と多職種間連携教育の実践
飯村 菜穂子 （新潟薬科大学薬学部）

IPE-3

IPE としてのオンライン小グループ学修の構築
堀場 文彰

IPE-4

多職種連携の基礎となる全学共通オンデマンド科目開発の実践報告
藤井 博之

IPE-5

（藤田医科大学）

（日本福祉大学社会福祉学部）

オンラインメディアによる新たな生活様式に対応した多職種連携教育
～多職種連携医療 Web メディア『メディッコ』～
須藤 誠

IPE-6

（獨協医科大学日光医療センター）

千葉大学における COVID-19 拡大防止に伴うオンライン IPE その１
～在宅障害者とその家族へのメールインタビューの試み～
井出 成美

IPE-7

（千葉大学大学院看護学研究科）

千葉大学における COVID-19 拡大防止に伴うオンライン IPE その２
～非同期型メディアツールによるグループワークの課題～
井出 成美

IPE-8

（千葉大学大学院看護学研究科）

4 年次連携教育「連携総合ゼミ」の新型コロナウイルス感染症の拡大防止下の開催方法
松井 由美子 （新潟医療福祉大学）

IPE-9

遠隔授業下における保健医療学初学者に向けた IPE の試み
仲保 徹

IPE-10

（昭和大学保健医療学部理学療法学科）

遠隔オンライン演習での多職種連携教育・事例検討の実践
加茂野 有徳 （昭和大学保健医療学部）
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Ⅱ IPE の実践と評価
IPE-11

学生自らが学修環境を主体的に整えるための感染管理教育
大滝 周

IPE-12

（昭和大学）

多職種連携を目指した合同授業における一考察
―看護学科・臨床工学学科による合同授業の実践―
豊吉 泰典

IPE-13

医療系 8 学科合同多職種連携演習の実践及び考察
岩本 麻里

IPE-14

（日本医療科学大学）

（学校法人日本教育財団 首都医校）

チーム基盤型学習（TBL）を活用した専門職連携教育の自己評価とピア評価との関連
中村 小百合 （藤田医科大学保健衛生学部看護学科）

IPE-15

3 学部合同チームケア教育の評価１報

チームケア教育前と後の評価

樋口 キヱ子 （群馬医療福祉大学看護学部）
IPE-16

3 学部合同チームケア教育の評価 2 報 チームケア教育における学び
剱持 貴史

IPE-17

（群馬医療福祉大学看護学部）

3 学部合同チームケア教育の評価と課題
初年度看護学部のチームケア教育前と後の評価より
樋口 キヱ子 （群馬医療福祉大学看護学部）

IPE-18

生活者としての理解を目指した高齢者・在宅看護領域における
同一事例による事例演習を通した学生の学び
剱持 貴史

IPE-19

（群馬医療福祉大学看護学部）

終末期ケアにおける地域住民と専門職との IPW・IPE の課題
－テキストマイニングによる分析から－
上山崎 悦代 （日本福祉大学福祉経営学部）

IPE-20

入学時調査データと比較した階層的 IPE プログラムが有する教育効果
－IPE に対するリアリティショックの可能性－
下井 俊典

IPE-21

（国際医療福祉大学）

ケースメソッド教育法を活用した多職種連携教育の試み
－A 福祉系大学の単科学生を対象に－
宇佐美 千鶴 （ケアマネジメントセンター和奏、日本福祉大学）
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【 ＩＰＷ 】
Ⅰ 地域包括ケアシステムの中での IPW
IPW-1

地域包括ケアシステムにおける地域の課題に応じて、
地域の専門職はどのような相談できるネットワークを構築しているのか？
春田 淳志

IPW-2

（慶應義塾大学）

住民主体生活支援型地区サロンと地域包括支援センターとの連携
－ヒアリング調査からの一考察－
小川 孔美

IPW-3

（埼玉県立大学）

A 町の認知症支援のためのベースライン調査(2)
－IPW コンピテンシー自己評価尺度による職種の特徴－
國澤 尚子

IPW-4

（埼玉県立大学）

地域の感染対策システム構築におけるＩＰＷの実際
訪問看護ステーションの役割と機能
原田 俊子

IPW-5

（四條畷学園大学看護学部）

介護老人保健施設の介護・医療職の ICF 事例ワークにおけるケア方針の変化
田中 真佐恵 （摂南大学看護学部）

IPW-6

特別養護老人ホームの介護職と看護職の ICF 事例ワークにおけるケア方針の変化
伊藤 明代

IPW-7

（大阪健康福祉短期大学）

多職種による退院支援プログラムの有用性
塚越 八重子 （群馬医療福祉大学）

IPW-8

筋ジストロフィー患者の在宅人工呼吸器導入の入院 1 事例から多職種連携における
情報共有について考える・病棟看護師による事例検討会からの気づき
矢野 悠

IPW-9

（国立精神・神経医療研究センター病院）

介護ニーズと新しい介護専門職の再考
横山 正子

（神戸女子大学）
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Ⅱ 学生による IPW 活動
IPW-10

多職種連携サークル SiPS の設立と展開

第1報

〜地域に根ざした IPE カルチャーを学生が作る試み〜
白鳥 博之
IPW-11

（島根大学医学部医学科）

多職種連携サークル SiPS の設立と展開

第2報

〜オンラインによる活動の広がりと今後の課題〜
山田 壮史
IPW-12

（島根大学医学部医学科）

多職種連携サークル SiPS の展開
滝沢 章

小分会「介護と医療」

（島根大学医学部医学科）

Ⅲ 子どもと家族を支える IPW
IPW-13

支援ニーズの高いコミュニティの親子への協働的アプローチに関する実践報告
伊藤 祐子

IPW-14

（東京都立大学健康福祉学部作業療法学科）

自治体子どもひろばと大学との連携
～プレママ子育て講座「赤ちゃんとの触れ合い」～
園部 真美

IPW-15

（東京都立大学健康福祉学部看護学科）

中学校と多分野ヘルスケア専門職が連携する「いのちの教育」
体験学習に Virtual Reality 認知症体験を導入した中学校生徒への協働実践
飯塚 哲子

IPW-16

（東京都立大学健康福祉学部看護学科）

パンデミック下の子どもと家族の支援
－コミュニティにおける保健医療福祉連携による支援に関する文献検討－
木村 千里

（東京都立大学健康福祉学部看護学科）
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Ⅳ 実践者の多職種連携実践能力向上の取り組み
IPW-17

精神科多職種連携治療・ケアを担う人材養成（PsySEPTA）の取り組み
－2020 年度受講者の感想から－
渡部 衣美

IPW-18

（筑波大学附属病院精神神経科）

反転授業を用いた多職種連携シミュレーションはせん妄マネジメントにおける
多職種連携協働実践能力を向上させるか？
鋪野 紀好

IPW-19

知多半島５市５町における「在宅医療・介護連携推進」研修の実施状況
藤井 博之

IPW-20

（千葉大学医学部附属病院）

（日本福祉大学社会福祉学部）

知多半島５市５町における「多職種研修ワークショップ」の実践報告
0 歳～100 歳を支える地域づくりのための多職種連携ワークショップの開発：第２報
白尾 久美子 （日本福祉大学看護学部）

IPW-21

福祉と司法の連携促進のための研修プログラムの作成と効果
田中 結香

IPW-22

（甲府市西地域包括支援センター）

認知症にかかわる専門職の多職種協働研修プログラムの短期的効果の検証 第 3 報
臼井 いづみ （千葉大学大学院看護学研究科）

Ⅴ IPW の文献レビュー
IPW-23

在宅医療・介護連携で行うアドバンスケアプランニングの課題：
国内の文献レビューからみえてくるもの
渡辺 忍

IPW-24

（茨城県立医療大学）

保健医療福祉職を対象としたサーバントリーダーシップと働きがいに関する英文文献
レビュー
松田 愛美

IPW-25

（神奈川県立保健福祉大学）

育児と介護のダブルケアの実態と多職種の支援に関する文献検討
増谷 順子

（東京都立大学）

