特別講演

講演後
セッション

上田 國廣氏
弁護士 弁護士法人九州リーガル・クリニック法律事務所代表社員
九州大学大学院法学研究院 教授

上田 里美氏

看護師

上田 國廣氏

弁護士 弁護士法人九州リーガル・クリニック法律事務所代表社員
九州大学大学院法学研究院 教授

東

敦子氏

弁護士

黒崎合同法律事務所

泰氏

弁護士

北九州第一法律事務所

天久

高平 奇恵氏

弁護士 弁護士法人九州リーガル・クリニック法律事務所
九州大学大学院法学研究院 助教

Coordinator コーディネーター
井部 俊子氏 聖路加看護大学 学長
井 俊行氏

日時
会場

対 象 者

社団法人日本看護協会 副会長

弁護士・ニューヨーク州弁護士
奥野総合法律事務所パートナー弁護士 金沢工業大学大学院 客員教授

2010年 11月 7日
（日）
14：00〜16：30（開場13：30）

日本看護協会JNAホール

本保険制度加入者210名（参加費無料）
※締切時、定員に満たない場合は、本保険制度への加入・未加入を問わず
看護職のみなさまの申込を受け付けます。どうぞお問い合わせください。

申込方法

ＦＡＸまたはメール ※詳細は裏面をご覧ください。

申込期間

2010年10月18日（月）〜10月28日（木）
●JR山手線「原宿駅」下車、表参道口徒歩１０分
●東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」下車、A１出口徒歩５分
●東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前駅」下車、
４番出口徒歩５分
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日本看護協会ビル

看 護 行 為を巡る法律問題
北九州爪ケア事 件の判決から考えること
―

第10回「看護職賠償責任保険制度」特別講演会

第10回「看護職賠償責任保険制度」特別講演会
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上田 國廣

うえだ さとみ

上田 里美

氏

弁護士 弁護士法人九州リーガル・
クリニック法律事務所代表社員
九州大学大学院法学研究院 教授

1972年4月福岡県弁護士会へ弁護士登録、
1997年4月から1998年3月まで福岡県弁護
士会会長、1998年4月から1999年3月まで日
本弁護士連合会副会長、2004年4月から現
在まで九州大学大学院法学研究院教授（刑
事弁護論、ロイヤリング・法交渉等を担当）、
弁護士法人九州リーガル・クリニック法律事
務所代表社員。北九州爪ケア事件控訴審の
主任弁護人として弁護活動を行った。

看護師

高平 奇恵

いべ

天久 泰

氏

19 9 5 年九 州大学 法 学 部法 律 学 科 卒 業、
1997年司法試験合格。2000年弁護士登録。
2005年特定非営利活動法人北九州ダルク
監事。離婚事件、少年事件など家庭裁判所
にかかる事件を多数手がけている。また犯
罪被害者給付金の支給をめぐる裁判を通じ
て、犯罪被害者を支援する活動にも関わっ
ている。2007年、北九州爪ケア事件の弁護
人となり、捜査段階から控訴審まで弁護活
動を継続した。

弁護士

氏

北九州第一法律事務所

2004年11月司法試験合格。2005年4月司法
研修所入所。2006年10月弁護士登録、福岡
県弁護士会所属。福岡県弁護士会 子ども
の権利委員会、民事介入暴力対策委員会等
委員を併任。2007年、北九州爪ケア事件の
弁護人となり、捜査段階から控訴審まで弁
護活動を継続した。

あらい としゆき

井 俊行

氏

聖路加看護大学 学長
社団法人日本看護協会 副会長

弁護士 弁護士法人九州リーガル・
クリニック法律事務所
九州大学大学院法学研究院 助教

2007年九州大学法科大学院修了、司法試験
合格。2008年福岡県弁護士会に弁護士登
録、九州大学大学院法学研究院助教。福岡
県弁護士会 裁判員本部委員、裁判員裁判
専門チーム、刑事弁護等委員会委員、子ど
もの権利委員会委員を併任。日本弁護士連
合会 人権擁護委員会難民認定問題特別部
会委員。北九州爪ケア事件控訴審の弁護人
として弁護活動を行った。

としこ

井部 俊子

氏

敦子

弁護士 黒崎合同法律事務所

九州女子大学附属高等学校衛生看護専攻
科卒業。昭和61年労働福祉事業団総合せ
き損センター入職。平成2年同センター退
職、同年北九州老人病院（現北九州八幡東
病院）入職。平成19年7月同病院懲戒解雇。
在職中は看護部業務改善委員会委員長、
摂取・嚥下委員会委員長を務めた。地区医
師会看護専門学院非常勤講師。日本褥創
学会員。
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東

氏

氏

弁護士・ニューヨーク州弁護士
奥野総合法律事務所パートナー弁護士
金沢工業大学大学院 客員教授

1969年聖路加看護大学卒業、18年間聖路
加国際病院に勤務。この間、聖路加看護大
学大学院修士課程修了。1987年から日本赤
十字看護大学講師、その後、博士課程に進
学。1993年から聖路加国際病院看護部長・
副院長を10年間務めたのち、聖路加看護大
学教授、学長となる。社団法人日本看護協
会副会長。

東京大学理学部物理学科卒業。同大学院
法学政治学研究科修士課程修了。米国シカ
ゴ大学・ペンシルバニア大学ロースクール修
了。弁護士及びニューヨーク州弁護士。金沢
工業大学大学院客員教授等を併任。主な業
務分野は、医療関連法務、企業法務全般、
知的財産関連法務、インターネット関連法
務、独占禁止法関連法務、事業再生。

൛ໞࢡׁ(ا#:િ࣊ （太枠内にご記入のうえ、ご送信ください）
■申込方法
氏名（フリガナ）、JNA会員番号、生年
月日、連 絡 先は必ずご 記 入ください。
記載に不備があった場合は、ご案内で
きないことがあります。

1. FAXでお申込みの場合
右のFAX申込書に必要事項を記入し、
ご送信ください。

第10回「看護職賠償責任保険制度」特別講演会（11月7日）に参加を申込みます。
ǻȑǒǰ
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03-5778-5787
2. メールでお申込みの場合

¢ਰ

以下の内容を明記し、ご送信ください。
件名「第10回特別講演会参加申込」
氏名（フリガナ）
郵便番号
住所
連絡先（TEL）
JNA会員番号（8桁）
生年月日（和暦）
職種（保健師・助産師・看護師・准看護師）

kouen@jnapc.co.jp
申込開始

2010年10月18日（月）
申込締切
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保健師・助産師・看護師・准看護師

2010年10月28日（木）

※定員となり次第締め切らせていただきます。

■参加決定通知
参加決 定者には、順 次ハガキにて参
加証をお届けいたします。講演会当日
にご持参ください。

■問合せ先 「看護職賠償責任保険制度」サービス推進室 特別講演会事務局
TEL：03-5778-5968

受付時間

平日 10：00〜17：00
（土・日・祝日は休業）

【個人情報の取扱】申込に際して入手した個人情報は「看護職賠償責任保険制度」サービス推進室特別講演会事務局が管理し、特別講演会の
実施運営に関する作業のみを目的として使用いたします。個人情報は契約に基づく委託先を除いて、第三者には提供いたしません。

