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小児看護に関連した国際学会の紹介

Asia Pacific Paediatric Nurses Association （アジア太平洋地域小児看護学会）

http://www.ap-pna.com/

The Steering Committee members currently comprise of nursing leaders who representing Hong
Kong, China, Singapore, Korea, Australia, Japan, Korea, Singapore, Macau, Philippines, Thailand and
malaysia. The aim is to fulfill its mission by establishing linkages amongst pediatric nurses in Asia
Pacific region and to prepare for the establishment of Asia Pacific Paediatric Nurses Association
(APPNA).
アジア太平洋地域小児看護学会運営委員会の現在のメンバーは、香港、中国、シンガポール、韓
国、オーストラリア、日本、韓国、シンガポール、マカオ、フィリピン、タイ、マレーシアを代表する小児看
護のリーダーで構成されている。本協会の目的は、アジア太平洋地域の小児看護師の間の連携を確立
し、その使命を果たすために、アジア太平洋地域小児看護学会（APPNA）の設立を準備することであ
る。
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Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing （シグマシータ・タウ・インターナショナ
ル）

http://www.nursingsociety.org/Pages/default.aspx

The Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau International (STTI) – In 1922 six nurses founded
STTI at the Indiana University Training School for Nurses, now the Indiana University School of
Nursing, in Indianapolis, Ind., USA. The founders chose the name from the Greek words Storgé,
Tharsos and Timé meaning "love," "courage" and "honor." Organizational mission of the Honor
Society of Nursing, Sigma Theta Tau International is advancing world health and celebrating nursing
excellence in scholarship, leadership, and service. STTI has more than 135,000 active members.
Members reside in more than 100 countries, 39 % of active members hold master’s and/or doctoral
degrees; 51% are in staff positions; 19% are administrators or supervisors; 18% are faculty/academics;
and 12% percent are in advanced practice. As a benefit of membership in the Honor Society of
Nursing, Sigma Theta Tau International (STTI), members now receive free online access to two of the
most highly rated, peer-reviewed journals. Effective 1 January 2014, both the Journal of Nursing
Scholarship and Worldviews on Evidence-Based Nursing will be published six times per year.
Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau International：STTI は 1922 年に米国インディアナ大学で
６人の看護師によって設立された学会である。創設者はギリシャ語の意味の言葉 Storgé、Tharsos と
Time つまり、「愛」「勇気」「名誉」から学会名を選択した。組織の目的は、世界の人々の健康を増進さ
せることを使命とし、臨床・教育・研究においてリーダーシップが発揮できる看護の人材育成を行うこと
である。メンバーは 100 カ国以上に存在し、アクティブメンバーの 39％は修士および/または博士号を
保持し、51％がスタッフである。19％は管理者またはスーパーバイザーで、18%が教員/研究者、また
12％パーセントは先進的な臨床家である。シグマシータ・タウ・インターナショナル（STTI）の会員の特
典として、最も高い評価をうけている査読誌『Journal of Nursing Scholarship』や『Worldviews on
Evidence-Based Nursing』の無料のオンラインアクセスを提供している。ジャーナルは、年間 6 回発行
されている。
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Society of Pediatric Nursing

http://pedsnurses.org/

The mission of the Society of Pediatric Nurses is to advance the specialty of pediatric nursing
through excellence in education, research and practice. Vision is to be the premier resource for
nurses caring for children and their families.

米国小児看護学会は、卓越した教育、研究、実践を通して、小児看護の専門性を高めることを使命と
しており、学会のビジョンは、子どもたちとその家族をケアする看護師のための最高のリソースになるこ
とである。
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National Association of Pediatric Nurse Practitioners (NAPNAP)
http://www.napnap.org/index.aspx

The Mission of the National Association of Pediatric Nurse Practitioners (NAPNAP) is to empower
pediatric nurse practitioners (PNPs) and their healthcare partners to enhance child and family health
through practice, leadership, advocacy, education and research. NAPNAP is the professional home
for PNPs and other advanced practice nurses who care for children.
米国小児ナースプラクテイショナー学会（NAPNAP）のミッションは、実践、リーダーシップ、アドボカシ
ー、教育と研究を通じて、子どもと家族の健康を向上させるために、小児看護実践（PNP の）とそれらの
ヘルスケアパートナーをエンパワーすることである。 NAPNAP は、子どもたちのケアを実践する高度実
践看護師の専門家の集まりである。
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Association of Pediatric Oncology Nurses
http://www.aphon.org/

APHON is the professional organization for pediatric hematology/oncology nurses and other
pediatric hematology/oncology healthcare professionals. Its members are dedicated to promoting
optimal nursing care for children, adolescents, and young adults with cancer and blood disorders, and
their families. APHON provides the leadership and expertise to pediatric hematology/oncology nurses
by defining and promoting the highest standards of practice and care to the pediatric, adolescent, and
young adult communities. To support and advance nurses and their practice in order to optimize
outcomes for children, adolescents, and young adults with cancer and blood disorders and their
families.
APHON は、小児血液学/腫瘍学を専門とする看護師や他の小児血液学/腫瘍学のヘルスケアの専門
家のための専門組織である。そのメンバーは、血液疾患やがんを持つ子どもたちと思春期、若年成人と
その家族に最適なケアの提供と促進に貢献している。 APHON は、小児、思春期、および若年成人へ
のより高い水準の実践を定義したり向上させたりすることにより、小児血液/腫瘍を持つ子どもへの看護
に携わる看護師の専門知識とリーダーシップ力を提供している。
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The International Society of Paediatric Oncology (SIOP)

http://siop-online.org/event

The International Society of Paediatric Oncology (SIOP) was founded in the late 1960’s. It has
grown into a dynamic and vibrant global organization. SIOP has over 1800 members worldwide including
doctors, nurses, other health-care professionals, scientists and other researchers. Our members are
dedicated to increasing knowledge about all aspects of childhood cancer. Vision is No child should die
of cancer and that cure can be achieved with no or minimal late effects.

国際小児がん学会（SIOP）は 1960 年代に設立され、精力的に活動するグローバルな学会へと発展して
きた。SIOP は医師、看護師、その他のヘルスケア専門職、科学者、研究者を含む 1800 名以上の会員
で構成されている。メンバーは小児がんのあらゆる側面に関する知識を向上させるために献身的に活
動している。学会の目的は、子どもががんで亡くなることのないように、また晩期合併症がなく、または
最小限で治癒がなされることである。
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International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect

https://www.ispcan.org

ISPCAN’s mission is to prevent cruelty to children in every nation, in every form: physical abuse,
sexual abuse, neglect, street children, child fatalities, child prostitution, children of war, emotional
abuse, and child labor. We are committed to increasing public awareness of all forms of violence
against children, developing activities to prevent such violence, and promoting the rights of children in
all regions of the world.
国際子ども虐待防止学会は、全ての国で、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、ストリートチルドレン、子
どもの死亡、児童売春、戦争の子どもたち、心理的虐待、そして、子どもの労働というあらゆる形態の子
どもの虐待を防止することをミッションとしている。
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Institute for Patient-and Family-Centered Care

http://www.ipfcc.org

Mission: IPFCC advances the understanding and practice of patient- and family-centered care. In
partnership with patients, families, and health care professionals, IPFCC seeks to integrate these
concepts into all aspects of health care.
IPFCC accomplishes its mission through education, consultation, and technical assistance; materials
development and information dissemination; research; and strategic partnerships.

ミッション：IPFCC は、患者、家族中心のケアの理解と実践を進めている。患者、家族、そしてヘルスケ
ア専門家のパートナーシップのもと、IPFCC は、ヘルスケアのあらゆる面に患者、家族中心のケアを組
み入れようとしている。IPFCC は、教育、コンサルテーション、そして、技術的な支援、すなわち、資料開
発、情報の普及、研究、戦略的なパートナーシップなどを通して、ミッションを達成する。
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International Family Nursing Association
https://internationalfamilynursing.org/

The mission of the International Family Nursing Association (IFNA) is to transform family health by:
〇Serving as a unifying force and voice for family nursing globally
〇Sharing knowledge, practices, and skills to enhance and nurture family nursing practice,
〇Providing family nursing leadership through education, research, scholarship, socialization and
collegial exchange on all aspects of family nursing.
国際家族看護協会（IFNA）の使命は、以下によって家族の健康をかたちづくる。
〇グローバルに家族看護のための力や声を統合する。
〇家族看護の実践を強化および育成するための知識、実践、スキルを共有する。
〇家族看護のすべての側面について、教育、研究、奨学金、社会的、および仲間との交流を通じて家
族看護リーダーシップを提供する。
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International Association for Child and Adolescent Psychiatry Allied Professions

https://iacapap.org/

The International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions’ (IACAPAP)
mission is to advocate for the promotion of the mental health and development of children and
adolescents through policy, practice and research.
国際児童青年精神医学連合（IACAPAP）の使命は、政策、実践、研究を通じて小児と青年のメンタルヘ
ルスと発達を促進することを擁護することです。
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World Academy of Nursing Science
http://wans.umin.ne.jp/

WANS aims to contribute to the health and wellbeing of people worldwide by developing nursing
science through global research collaboration, scientific conferences, and scholarly exchanges.
WANS は、世界的な研究協力、科学会議、学術交流を通じて看護科学を発展させることにより、世界中
の人々の健康と福祉に貢献することを目指しています。
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Asia Pacific Hospice Palliative Care Network
https://aphn.org/

he Asia Pacific Hospice Palliative Care Network (APHN) is dedicated to promoting hospice and
palliative care in Asia and the Pacific. Our purpose is to empower and support organisations and
individuals committed to alleviating suffering from life-threatening illness.
The Network promotes education and skills development, enhances awareness and communication,
and fosters research and collaboration. We encourage established programmes to assist less
experienced and more isolated colleagues.
アジア太平洋ホスピス緩和ケアネットワーク（APHN）は、アジア太平洋地域でホスピスと緩和ケアを推
進することを目的としています。私たちの目的は、生命にかかわる病気の苦しみを軽減することに取り
組む組織や個人に力を与え、支援することです。
ネットワークは、教育とスキル開発を促進し、意識とコミュニケーションを強化し、研究とコラボレーション
を促進します。経験の少ない、孤立した同僚を支援するために作成したプログラムをお勧めします。
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International Children’s Palliative Care Network（icpcn）
http://www.icpcn.org

The ICPCN ‘s mission is to achieve the best quality of life and care for children and young
people with life-threatening or life-limiting conditions, their families and carers worldwide, by
raising awareness of children’s palliative care among the public, health professionals and
policy makers; advocating to governments and international organisations for the global
development of children’s palliative care services; expanding the evidence-base for
children’s palliative care; and sharing expertise, skills and knowledge with our global network
of members.

ICPCN の使命は、公衆、医療専門家、政策立案者の間で子どもの緩和ケアの認識を高めることによっ
て、世界中の生命を脅かす状態にある子どもや若年者とその家族と、ケアする人が、最高の生活の質
を成し遂げること、また、子どもの緩和ケアサービスの世界的発展のために政府および国際機関に提
唱することである。そして、子どもの緩和ケアの根拠を拡大し、専門知識、スキル、知識を世界中のネッ
トワークメンバーと共有することである。

