（法人）平成 26 年度 委員会活動報告
平成 27 年 4 月 1 日～7 月 31 日
学会誌編集委員会
■構成メンバー（◎委員長、○副委員長、五十音順）
◎眞嶋 朋子 （千葉大学大学院看護学研究科）
○瀬戸 奈津子（大阪大学大学院医学系研究科）
大貫 周子 （慶應義塾大学医学部救急医科学）
落合 亮太 （横浜市立大学医学部看護学科)
小泉 雅子 （東京女子医科大学病院看護部)
髙谷 真由美（順天堂大学医療看護学部)
原 美弥子 （北海道科学大学保健医療学部)
福田 美和子（東邦大学看護学部看護学科）
安井 大輔 （東海大学健康科学部看護学科)
■活動の概要
１．学会誌第 11 巻第 1 号の発行準備
２．査読細則等各種規定の見直し
３．投稿状況の確認
等をおこなった。
編集事務をメディカルドゥ社に引き継ぐにあたって、
手続きの打ち合わせを行った。
【次回会議日程】
日時：2015 年 8 月 30 日（日）13：30～17：00
場所 品川カンファレンスルーム tkp
以上
(報告者：眞嶋 朋子)

学術委員会
■構成メンバー（◎委員長、○副委員長、五十音順）
◎岡田 彩子 （兵庫県立大学看護学部）
○西田 和美 （国立病院機構京都医療センター）
稲垣 美紀 （梅花女子大学）
瀬戸 初江 （東北薬科大学病院）
籏持 知恵子（大阪府立大学）
前田 靖子 （兵庫県看護協会）
三浦 稚郁子（榊原記念病院）
■活動の概要
【循環器看護に関する教育セミナーの開催】
第 24 回 日本循環器看護学会教育セミナー（初級）
テーマ『役立てよう循環器看護 ～多様化する患者に対応
するために～』
日時 平成 27 年 5 月 16 日（土）9：20～15：10
場所 TKP ガーデンシティ（仙台）
【第 1 回委員会】
日時：平成 27 年 7 月 5 日(日)16 時 30 分～19 時 00 分
場所：新大阪丸ビル本館 504Ａ会議室
出席者：岡田、稲垣、西田、瀬戸、籏持、前田、三浦

議事：
１. 学術委員会委員役割の分掌
委員長：岡田彩子、副委員長：西田和美、会計：前田
靖子
２. 学術委員会の活動計画と予算について（平成 27 年 8
月～平成 28 年 7 月）
、活動計画の再検討を行い、それ
に伴い予算の見直しを行った。旅費交通費、会議費を
見直し、予算の縮減を図った。
３. 教育セミナー内規の作成に係る内容を検討した。
４．教育セミナー開催におけるワーキンググループ規定
の作成について、今後、教育セミナー内規に基づいて
作成していく事を検討した。
以上
（報告者：岡田 彩子）

広報委員会
■構成メンバー（◎委員長、五十音順）
◎池亀 俊美
（聖路加国際病院）
○宇都宮 明美 （聖路加国際大学）
佐藤 麻美
（心臓血管研究所付属病院）
高田 弥寿子 （国立循環器病研究センター）
中原 さちこ （福岡県済生会福岡総合病院）
■活動の概要
平成 27 年 4 月から 7 月は、メール会議 1 回、対面会議
を 1 回開催した。
【第１回委員会（メール会議）
】平成 27 年 5 月開催
出席者：池亀、宇都宮、佐藤、高田、中原
議事：
１.ホームページの内容について
(1) ホームページに関するアンケートを、日本循環器看
護学会理事・監事に対して行った。
（平成 27 年 6～7 月）
(2）上記(１)と広報委員との意見より、HP を通じて、会
員、非会員、一般市民に循環器疾患および循環器看護
について情報発信していくことが確認された。
(3)今後のホームページの在り方を検討した。
２. ニューズレターは年 1 回以上 HP に掲載する形で発行
することが確認された。次号第 9 巻 1 号の内容は主に
第 12 回日本循環器看護学会学術集会の予定である。な
お、2015 年 3 月に第 8 号を発刊、会員に郵送した。
３. ホームページの維持更新を行った。
４. 法人化に伴い、広報委員会規程を作成した。
以上
（報告者：池亀 俊美）

政策・診療報酬委員会
■構成メンバー（◎委員長、○副委員長、五十音順）
◎山内 英樹 （東京女子医科大学看護学部）
○宇都宮 明美（聖路加看護大学）
遠藤 美代子（東京大学医学部附属病院）
多留 ちえみ（神戸大学大学院保健学研究科）
三浦 英恵 （東京医科歯科大学）
山下 亮子 （大阪大学大学院医学系研究科）
■活動の概要
平成 26 年度は、下記案件について適宜メール会議、な
らびに看保連へ要望書の提出を行った。
１.「慢性心不全患者の急性増悪予防を目的とした看護支
援に関する実態調査」
（看保連研究助成）の報告につい
ての検討。
２.「緩和ケア診療加算（適応疾患の拡大）
」に関する医
療技術評価提案書・要望書について、本委員会ならび
に、日本クリティカルケア看護学会、日本慢性看護学
会の担当委員らと検討。
３.平成 28 年度診療報酬改定に向けて「緩和ケア診療加
算（適応疾患の拡大）
」として、心不全患者にも緩和ケ
ア診療加算の算定ができるように日本クリティカルケ
ア看護学会、慢性看護学会と連携し、看保連へ要望書
を提出した。
＜関連学会への参加＞
看保連社員総会、および第 1 回情報交換会、研究成果
報告会、第 3 回看護技術検討委員会
以上
（報告者：山内 英樹）

国内交流委員会
■構成メンバー（◎委員長、五十音順）
◎池亀 俊美 （聖路加国際病院）
眞茅 みゆき（北里大学看護学部）
眞嶋 朋子 （千葉大学大学院看護学研究科）
■活動の概要
１.今年度、新規に設立された委員会であり、委員会細則
の作成に着手した。また、国内開催の関連学会とのジ
ョイントセッションの在り方について検討した。
以上
（報告者：池亀 俊美）

選挙管理委員会
■構成メンバー（◎委員長、○副委員長、五十音順）
◎伊藤 文代 （国立循環器病研究センター）
○長家 智子 （佐賀大学医学部看護学部）
荻田 美穂子（京都光華女子大学健康科学部）
中島 千春 （聖路加国際病院）
菱田 千珠 （国立循環器病研究センター)
藤原 恵子 （国立病院機構京都医療センター）
本杉 ふじえ （国立循環器病研究センター）
■活動の概要
１.新法人における選挙管理委員会規程、代議員・理事・
監事選出に関する各実施細則の作成・修正
２.平成 28 年度代議員選挙・理事候補者選挙に向けてス
ケジュール確認と計画
以上
（報告者：伊藤 文代）

倫理委員会
■構成メンバー（◎委員長、○副委員長、五十音順）
◎三浦 稚郁子（榊原記念病院）
○前田 靖子 （兵庫県看護協会）
清水 安子 （大阪大学大学院医学系研究科）
関根 由紀 （聖路加国際大学大学院）
■活動の概要
平成 26 年度は、倫理審査の申請はなかった。一般社団
法人として、研究倫理審査細則（案）
、研究倫理審査要領
（案）
、研究倫理審査申請書類（案）
、学術研究活動にお
ける利益相反に関する指針（案）
、学術研究活動における
利益相反に関する指針の細則（案）
、利益相反申告書書式
（案）
、利益相反開示様式（案）を作成した。
以上
（報告者：三浦 稚郁子）

総務委員会
■構成メンバー（◎委員長、○副委員長、五十音順）
◎眞茅 みゆき（北里大学看護学部）
○齊藤 奈緒 （神戸大学大学院保健学研究科）
加賀谷 聡子（杏林大学保健学部）
■活動の概要
各委員会活動が円滑に運営されるよう連絡調整を行う
とともに、HP や発送物を通じて会員への情報発信、会員
獲得に関する事業を実施した。また、学会事務局の業務
委託の準備を進めている。
以上
（報告者：眞茅 みゆき）

