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PAS セルフケアセラピィ看護学会第 4 回大会大会長挨拶 

謹啓  

関連企業、関係機関におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 COVID-19 が猛威を奮う中、社会のあらゆるレベルで様々な影響が出ていることはご存じ

のとおりです。このような大変な中、関連企業の皆様方、関係機関の皆様方におかれまして

は、日々の業務に鋭意工夫しながら携わっておられることに、敬意と感謝を申し上げます。 

このような危機的状況だからこそ、危機に圧倒され委縮するのではなく、其々が持ってい

る英知を結集し、この難局を乗り越えることが社会的に求められていると思います。本学会

も微力ながら、その一端を担っています。 

 本 PAS セルフケアセラピィ看護学会は、2018 年に宇佐美しおり理事長(四天王寺大学看

護学部教，看護実践開発研究センター長)のリーダーシップのもと発足し、2021 年に 4 回目

の大会を、会員、関係者の皆様のご支援とご協力のもと開催することになりました。これま

でご支援、ご協力をいただいた、関連企業や関係機関の皆様方に心より御礼申し上げると共

に、変わらぬご厚情、ご支援を賜りますよう、お願いいたします。 

第 4 回大会の開催日は 2021 年 9 月 5 日（日）、開催地は大阪あべのハルカスです。開催

方法につきましては、COVID-19 の状況により、現地開催とリアルタイム・オンライン開催

との併催も検討中です。 

 

本学会の設立の趣旨は、次の通りです。 

1． 精神力動的システムズ理論を基盤とした最新セルフケアプログラムの展開 

2． ケア困難患者への PAS セルフケアセラピィ看護介入の展開とトレーニング 

3． 最新セルフケアプログラム，PAS セルフケアセラピイの効果検証 

4． 介入型事例研究による介入技法の明確化 

5． 卓越した看護実践を展開するための看護職，高度実践看護師の専門的介入技法の発展 

 

特に PAS セルフケアセラピィは、高度実践看護師の介入技法としてその発展と普及が期

待されているところです。また、COVID-19 禍の影響で普段できていたセルフケアを行うこ

とが難しくなっている中、国民の精神状態とセルフケアを改善する専門的セルフケア看護

介入技法が必要とされ、PAS セルフケアセラピイはその一端を担っています。 

これらの背景から、第 4 回大会のテーマを「高度実践看護の未来を拓く：看護介入技法の

発展に向けての課題」といたしました。学会設立後、まだ 3 年という短期間ではあります

が、PAS セルフケアプログラム、PAS セルフケアセラピィの臨床での展開、学会主催の介

入技術向上のための看護職者のトレーニング、介入型事例研究の蓄積により、その効果が目

に見えて明らかになりつつあります。今後は、その発展に向けて、私たちに何が求められて

いるのか、何をなすべきなのか、を参加者の皆様方と一緒に考える学会にしたいと思ってい

ます。 

本学会がその精錬と普及を目指している先述の看護介入技法は、熊本震災の被災者を支

援する医療者や行政職者への支援から発展してきました。COVID₋19が複合災害と言われる
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中、本学会の特徴を生かし学会の事業の一つとして、医療、福祉等の現場で奮闘されている

支援者の方々への相談支援事業にも取り組んでいます。詳細は学会ホームページ

http//square.umin.ac.jp/passctnursing/index.html をご高覧ください。このような危機的状況だ

からこそ、保健、医療、福祉、教育などの現場に本 PAS セルフケアプログラム、PAS セル

フケアセラピィを普及させ、COVID-19 で傷ついた人々の心をいやすにとどまらず、それら

の方々がセルフケアを通して自分の生活を自律的に再構築できるように、ネットワークを

形成し、力を合わせ、協働する必要があると思います。本大会が、人々の健康と幸福に寄与

する看護職者の一層の協働の契機となることを大会長として願ってやみません。 

関連企業、関係機関の皆様方、本学会や第 4 回大会の趣旨にご賛同いただき、是非、ご支

援、ご協力を賜りますよう、お願いいたします。第 4 回大会や本学会の組織等については

p.3- p.8、広告・ご寄付の募集につきましては、p.9 以降をご高覧くださいますよう、お願い

いたします。 

尚、本大会の開催にあたり、その運営は極力簡素化し、参加者の会費にて運営をいたしま

す。しかし何分にも設立間もない学会であることから、本大会をより実りあるものにするた

めには、関連企業や関連機関のご支援、ご協力が不可欠です。関連企業、関連機関におかれ

ましても、COVID-19 の影響で、事業の縮小、働き方の改変等大変な状況にあると拝察いた

しますが、何卒、ご理解とご協力を賜りますよう、お願いいたします。本来ならば、直接伺

って依頼すべきところ、書面にての依頼となりますこと、どうぞご容赦いただきますよう、

お願いいたします。 

謹白 

 

PAS セルフケアセラピィ看護学会  

第 4 回大会大会長 松枝美智子 

(星槎大学大学院教育学研究科 教授) 
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PAS セルフケアセラピィ看護学会 第 4 回大会の開催概要 
1. 名   称 

 PAS セルフケアセラピィ看護学会第 4 回大会 

2. 会   期 

2021 年 9 月 5 日（日）10:00～17:30 

3. 大 会 長 

 松枝美智子 星槎大学大学院教育学研究科 教授 

4. 大会テーマ 
  高度実践看護の未来を拓く：看護介入技法の発展に向けての課題 

5．会   場 
大阪あべのハルカス 25 階会議室 
四天王寺大学あべのハルカスサテライトキャンパス（あべのハルカス 23 階） 
※COVID-19 の状況により、会場とリアルタイム・オンラインでの開催で併催すること

も検討中です。 

6．参加者数  約 200 名の見込み 

7．第 4 回大会告知文 学会ホームページに 2021 年 1 月より掲載 

URL  http://square.umin.ac.jp/passctnursing/index.html 

※第 4 回大会のホームページは 1 月中旬に公開予定 

8．プログラム 
開会式       10:00～10:05 

大会長講演     10:05～10:40 

テーマ 高度実践看護師の存在価値:教育と研究からの示唆  

演 者 
松枝美智子(星槎大学大学院教育学研究科 教授 

      第 4回大会大会長 ) 

座 長 荒木孝治（大阪医科大学 教授） 

ケースカンファレンス 10:50-11:50 

テーマ 

スーパーバイザー 

① 行動化・自傷行為のある患者へのセルフケアプログラムと 

PASセルフケアセラピィ 

スーパーバイザー  

山本詠子（桜が丘病院 看護師長） 

岩切真砂子（慈圭病院 副看護部長兼精神看護専門看護師） 

② 身体疾患で抑うつ・不安の強い患者への看護ケア～地域で

支えていくために、リエゾン精神看護の立場から～ 

スーパーバイザー 

金子亜矢子(日本精神科看護協会 運営企画部) 

③ 悪性腫瘍患者でケア困難な患者への看護ケア 



                                     

4 
 

スーパーバイザー 

三浦よし子（済生会横浜市南部病院 がん看護専門看護師） 

④ 隔離・拘束がとれない患者への看護ケア 

スーパーバイザー 

田代誠（神奈川工科大学 講師） 

松枝美智子（星槎大学大学院教育学研究科 教授  

第４回大会大会長） 

⑤心疾患患者でケア困難患者への看護ケア 

スーパーバイザー 

竹原歩（兵庫県立姫路循環器病センター 精神看護専門看護

師） 

特別プログラム 10:50-11:50 

テーマ 慢性疾患患者のセルフケア能力質問紙開発 

演者 本庄恵子（日本赤十字看護大学 教授） 

座長 
宇佐美しおり（四天王寺大学看護学部教授・看護実践開発研

究センター長） 

総会              11:55～12:25 

休憩                12:25～13:10 

基調講演            13:10～14:10 

テーマ コロナ時代に模索するセルフケアの新たな見方 

演 者 南裕子（公立大学法人神戸市看護大学 副理事長兼学長） 

座 長 
松枝美智子(星槎大学大学院教育学研究科 教授  

第 4回大会大会長) 

教育講演 1           14:10～14:40 

テーマ 
COVID-19 で疲弊した看護職者への本学会としての相談支援

（仮題） 

演 者 
宇佐美しおり（四天王寺大学看護学部教授・看護実践開発研究

センター長） 

座 長 相澤和美 (国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科 教授) 

教育講演 2       14:40～15:40 

テーマ 
ケース・フォーミュレーションーPAS-SCT 発展に欠かすこと
のできない能力ー 

演者 
小谷英文（国際基督教大学名誉教授、PAS心理教育研究所理事

長） 

座長 
宇佐美しおり（四天王寺大学看護学部教授・看護実践開発研究

センター長） 

一般演題発表     15:45～16:35 
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座 長 

荒木孝治（大阪医科大学 教授），山岡由実（神戸市看護大学 

准教授），塘田貴代美（熊本大学病院 看護師長），廣瀬真理

子（熊本大学病院 看護師長） 

大会企画            16:40～17:25 

テーマ 検討中 

演 者 

宇佐美しおり（四天王寺大学看護学部教授・看護実践開発研究

センター長） 

学会トレーニング検討委員会 

委員長 遠藤恵美（横浜市立大学附属市民総合医療センター  

精神看護専門看護師 ） 

委員  

岩切眞砂子（慈圭病院 副看護部長兼精神看護専門看護師），

竹原歩（兵庫県立姫路循環器病センター 精神看護専門看護

師） 

田代誠（神奈川工科大学 講師 ） 

松橋美奈（東京慈恵会医科大学附属第三病院 精神看護専門看

護師） 

山岡由実（神戸市看護大学 准教授 ） 

大会事務局長 石飛マリコ（日本赤十字九州国際看護大学  

准教授） 

学会事務局長 川田陽子（四天王寺大学看護学部 講師 精神

看護専門看護師） 

閉会式        17:25～17:30 
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8. 大会企画・運営組織 

 

 

役割 氏名 所属・職位（職種） 

大会長 松枝美智子 星槎大学大学院教育学研究科 教授   

大会企画委員長 宇佐美 しおり 四天王寺大学看護学部・看護実践開発研究センター 

教授 本学会理事長 

大会企画委員 

荒木孝二 
藤井美香 
塘田貴代美 
廣瀬真理子 
竹原歩 
 
三浦よし子 
増滿誠 

大阪医科大学看護学部 教授 
桜が丘病院 看護部長  
熊本大学病院 看護師長 
熊本大学病院 看護師長 
兵庫県立姫路循環器病センター 精神看護専門看

護師 
済生会横浜市南部病院 がん看護専門看護師 
福岡県立大学看護学部 講師 

大会事務局長 石飛マリコ 日本赤十字九州国際看護大学看護学部 准教授 

大会広報担当 
樋口有紀 

増滿誠 

熊本大学大学院生命科学部 助教 

福岡県立大学看護学部 講師 

演題・参加登録担

当 

川田陽子 

松橋美奈 

四天王寺大学看護学部 講師 

東京慈恵会医科大学病院 精神看護専門看護師 

大会抄録担当 

樋口有紀 

増滿誠 

安藤愛 

熊本大学大学院生命科学研究部 助教 

福岡県立大学看護学部 講師 

西南女学院大学保健福祉学部 助教 

大会長講演、基調

講演、教育講演 

宇佐美しおり 

松枝美智子 

石飛マリコ 

四天王寺大学 看護学部・看護実践開発研究センタ

ー 教授 

星槎大学大学院教育学研究科 教授 

日本赤十字九州国際大学 准教授 

ケースカンファ

レンス担当 

塩田花奈恵 

松岡高嗣 

矢治亜樹子 

榊原記念病院 精神看護専門看護師 

桜が丘病院 看護師 

医療法人和光会一本松すずかけ病院 看護師長兼

精神看護専門看護師 

大会企画担当 

宇佐美しおり 

川田陽子 

中本亮 

四天王寺大学 看護学部・看護実践開発研究センタ

ー 教授 

四天王寺大学看護学部 講師 

福岡県立大学看護学部 助教 

演題発表担当 
安藤愛 

松岡高嗣 

西南女学院大学保健福祉学部看護学科 助教 

桜が丘病院 看護師 

大会会計担当 
石飛マリコ 

川田陽子 

日本赤十字九州国際看護大学 准教授 

四天王寺大学看護学部 講師 
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10．PAS セルフケアセラピィ看護学会について 

1）組織 

■理事長 

宇佐美しおり 四天王寺大学看護学部・看護実践開発研究センター教授，センター長， 

熊本大学名誉教授 

■副理事長 

相澤和美 国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科 教授 

■監 事 

南 裕子 公立大学法人神戸市看護大学 副理事長兼学長 

田代 誠 神奈川工科大学健康医療科学部 講師 

■学会顧問 

岡谷恵子 一般社団法人日本看護系大学協議会 常任理事 

■理 事(五十音順) 

荒木孝治 大阪医科大学看護学部 教授 

石飛マリコ 日本赤十字九州国際看護大学 准教授 

上野恭子 順天堂大学大学院医療看護学研究科 教授 

遠藤恵美 横浜市立大学附属市民総合医療センター 精神看護専門看護師 

川田陽子 四天王寺大学看護学部 講師 

國府浩子 熊本大学大学院生命科学研究部 教授 

田中美恵子 亀田医療大学 副学長, 教授 

藤井美香 桜が丘病院 看護部長 

松枝美智子 星槎大学大学院教育学研究科 教授 

山岡由実 神戸市看護大学 准教授 

山本治美 熊本大学病院 看護部長 
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2）本学会の委員会の構成 

■広報委員会 

＜委員長＞相澤和美 国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科 教授 

樋口有紀 熊本大学大学院生命科学研究部 助教 

■学会誌編集・研究促進委員会 

＜委員長＞荒木孝治 大阪医科大学看護学部 教授 

宇佐美しおり 四天王寺大学看護学部・看護実践開発研究センター 教授 

千葉理恵 神戸大学大学院保健学研究科 教授 

山岡由実 神戸市看護大学看護学部 准教授 

■診療報酬検討委員会 

＜委員長＞宇佐美しおり 四天王寺大学看護学部・看護実践開発研究センター 教授 

國府浩子 熊本大学大学院生命科学研究部 教授 

田中美恵子 亀田医療大学 副学長 教授 

廣瀬真理子 熊本大学病院 看護師長 

松橋美奈 東京慈恵会医科大学附属第三病院 精神看護専門看護師 

三浦よし子 済生会横浜市南部病院 がん看護専門看護師 

三井督子 医療財団法人光明会 明石こころのホスピタル 精神看護専門看護師 

■トレーニング検討委員会 

＜委員長＞遠藤恵美 横浜市立大学附属市民総合医療センター  精神看護専門看護師 

岩切真砂子 慈圭病院 副看護部長 精神看護専門看護師 

宇佐美しおり 四天王寺大学看護学部・看護実践開発研究センター 教授 

川田陽子 四天王寺大学看護学部 講師 

竹原 歩 兵庫県立姫路循環器病センター 精神看護専門看護師 

田代 誠 神奈川工科大学健康医療科学部 講師  

武用百子 和歌山県立医科大学看護キャリア開発センター 臨床教育准教授  

松橋美奈 東京慈恵会医科大学附属第三病院 精神看護専門看護師
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11. 抄録集の広告募集について 
1) 抄録集の体裁と配布先 

A4 版 200 部作成し、PAS セルフケアセラピィ看護学会会員および当日参加者に配布。 
2) 掲載料 

1 頁      37,000 円 
1/2 頁    22,000 円 

 1/4 頁      15,000 円 
3) お申し込み方法 

p.12 の「抄録集広告掲載申込書」に必要事項をご記入のうえ、第 4 回大会事務局長の

石飛マリコに FAX またはメール添付にてお送りください。 
4) お申込み期限 
 2021 年 6 月 30 日(水)（必着） 

5) 原稿のご提出方法 

第 4回大会事務局長の石飛マリコに、郵送、またはメール添付にてお送りください。詳

細は別途、連絡いたします。 

6) 当学会ホームページへの貴社（貴機関）掲載について 

お申込みのお礼に、貴社（貴機関）のホームページのリンクを大会ホームページのトッ

プページ“special thanks”内に掲載させていただきます。掲載の諾否を申込書の許諾欄に

ご記入ください。 

 

12. 寄付金募集について 
1) 使用目的  

 PAS セルフケアセラピィ看護学会第 4 回大会の運営 
2) お申し込み方法  

 P13 の「寄付申込書」に必要事項をご記入のうえ、第 4 回大会事務局長の石飛マリコ

にメール添付にてお送りください。 
 3) お申込み期限 
   2021 年 6 月 30 日(水)（必着） 

 4) 当学会ホームページへの貴社（貴機関）情報の掲載について 
ご寄付のお礼に、貴社(貴機関)のホームページのリンクを大会ホームページのトップペ

ージ“special thanks”内に掲載させていただきます。掲載の諾否を申込書の許諾欄にご記

入ください。 
 

■ 広告料、ご寄付の振込先 
三菱 UFJ 銀行 藤井寺支店 
普通口座 0434184 
PAS セルフケアセラピィ看護学会 事務局長 川田陽子 
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■ お問い合わせ先 

〒583-8501 大阪府羽曳野市学園前 3 丁目 2-1 
四天王寺大学看護学部 
PAS セルフケアセラピィ看護学会 第 4 回大会 
事務局長 石飛マリコ 
TEL：072-959-2436    FAX：072-956-6011   
Mail address：passct_office@passct.com 
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PAS セルフケアセラピィ看護学会第 4 回大会 
抄録集広告掲載申込書 

 

   年    月    日 

PAS セルフケアセラピィ看護学会第 4 回大会  
大会長 松枝美智子  宛 

 

「PASセルフケアセラピィ看護学会第4回大会」の趣旨に賛同し、下記のとおり抄録集掲載広告を

申し込みます。 

貴企業・貴法人・

貴機関名 
 

住所 

〒 

 

 

ご担当者名  

ご担当者の所属  

TEL・FAX TEL：           FAX： 

Mail address  

請求書・領収書の 

宛先 
 

申込内容 

種別 大会抄録集 
□ 1 頁       37,000 円 
□ 1/2 頁        22,000 円 
□ 1/4 頁        15,000 円 

版下原稿    □紙版 □データ □その他（     ） 
版下提出期限 2020 年 7 月 30 日(金) 

大会ホームページ

への掲載の諾否 

貴企業・貴法人・貴機関のホームページのリンク掲載を   

□承諾する  □承諾しない  

 

お申し込み期限 2021 年 6 月 30 日(水) 

【お申込・お問い合わせ先】 

  〒583-8501 大阪府羽曳野市学園前 3 丁目 2-1 
四天王寺大学看護学部内 PAS セルフケアセラピィ看護学会第 4 回大会  
事務局長 石飛マリコ 

TEL：072-959-2436    FAX：072-956-6011  Mail address：passct_office@passct.com  

FAX 072-956-6011 

四天王寺大学看護学部内 

PAS セルフケアセラピィ看護学会 

第 4 回大会事務局長 石飛マリコ 宛 
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寄 付 申 込 書 

 

   年   月   日 

PAS セルフケアセラピィ看護学会第 4 回大会  
大会長 松枝美智子  宛 

 

 

 金                円也  

 

 

「PASセルフケアセラピィ看護学会第 4回大会」の趣旨に賛同し、上記金額を「PASセル

フケアセラピィ看護学会第4回大会」の資金として寄付いたします。 

貴企業・貴法人・

貴機関名 

個人の場合は 

ご芳名 

                           印 

住所 

〒 

 

 

ご担当者名  

ご担当者の所属  

TEL・FAX TEL：           FAX： 

Mail address  

領収書の宛先  

大会ホームページ

への掲載の諾否 

貴企業・貴法人・貴機関のホームページのリンク掲載を   

□承諾する  □承諾しない  

ご芳名(個人の場合)のホームページへの掲載 

□承諾する  □承諾しない  

 

お申し込み期限 2021 年 6 月 30 日(水) 
 

【お申込・お問い合わせ先】 
〒583-8501 大阪府羽曳野市学園前 3 丁目 2-1 
四天王寺大学看護学部内 

  PAS セルフケアセラピィ看護学会第 4 回大会 事務局長 石飛マリコ  
  TEL：072-959-2436    FAX：072-956-6011  Mail address：passct_office@passct.com 

FAX 072-956-6011 

四天王寺大学看護学部内 

PAS セルフケアセラピィ看護学会 

第 4 回大会事務局長 石飛マリコ 宛 
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