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第 11回ヒューマンケア研究学会学術集会のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はヒューマンケ

ア研究学会の研究活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

  このたび、第 11回ヒューマンケア研究学会学術集会を 2019年 11月 9日（土）

関西福祉大学において開催させていただくことになりました。 

今回は「その人らしい生き方を支える」をメインテーマとし、シンポジウム

「高次脳機能障害をもつ人への就労支援の実態と課題」を企画しました。就労

することは、その人らしさの自己実現のひとつであると考えます。国は障害者

の自立生活に向けた雇用対策を挙げ、地域生活支援事業として展開しています。

しかし、支援のあり方については、医療・福祉・就業支援機関の連携をはじめ

様々な課題も指摘されています。シンポジウムでは、高次脳機能障害をもって

復職された方を交え、看護師と作業療法士から支援の実態をお話しいただきま

す。現状と課題を共有しながら、メインテーマの理解を深めたいと思います。  

本学会は、保健・医療・福祉に関わる実践者と教育および研究者が学術交流

を通して看護の発展と教育・普及を図り、人々の健康と QOL へ貢献することを

目指しています。招聘講師による発表や会員皆様の看護実践報告を通して、明

日からの看護および研究活動に寄与できればと考えています。 

本学術集会を実り多いものとするため、多くの方々の一般演題応募と参加を

お待ちしています。 

今後ともご支援を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。 

敬具 
 



 

ヒューマンケア研究学会 第 11 回学術集会 

 学術集会テーマ                       

『その人らしい生き方を支える』 

大会長 大塚眞代（関西福祉大学） 

 会 期 ／ 会 場                       

 2019 年 11 月 9 日（土曜日）９：30～１２：３０ 

 関西福祉大学（兵庫県赤穂市新田 380-3）３号館講義棟 104 教室 

 学 会 総 会                       

 時間：９：30～９：50   場所：３号館講義棟 104 教室 

 プログラム概要                       

 

時間 プログラム 

9：00～ 受付開始 

9：30～ ９：50 総会（学会員はお集まり下さい） 

10：00～10：15 
表彰論文紹介 

「研究プロセスと今後の展望」 

10：20～11：30 
シンポジウム 

「高次脳機能障害をもつ人への就労支援の実態と課題」 

11：30～12：30 一般演題発表（口演） 

 

＊一般演題数により、終了時間は前後する可能性があります。 

＊当日、会場内の飲食施設の営業はしておりませんが、 

施設内のテーブル等をご利用いただくことは可能です。 



第 11 回ヒューマンケア研究学会学術集会 参加申込書 

申込日：    年   月   日 

 
（フリガナ） 
氏 名 

 

 
 
 

 
会員種別 

（○で囲む） 

 
正会員   施設会員   非会員   学生 

 
 
 
連絡先 

 
 
 

〒 
 
 
 
TEL： 
 
Ｅ-mail： 
 

 
演題発表 
 

 
    有      無 

 
事前参加申込みの締め切りは、10 月 7日（月）とさせていただきます。 

 
＊ 個人情報の管理について 
 ヒューマンケア研究学会にご登録いただいている個人情報については、個人情報保護

法を遵守し、適切に利用・管理いたします。会員名簿の管理、会員の確認、学会事業

に関する目的以外には、決して使用いたしません。 
 

送付先：〒678-0255 兵庫県赤穂市新田380-3 

関西福祉大学看護学部内 

ヒューマンケア研究学会事務局 

TEL 0791-46-2545   

E-mail human@kusw.ac.jp  

事務局記入欄 

申込書受付日 参加費受付日 

mailto:human@kusw.ac.jp


 

 
１．事前申込み 

本学会ＨＰ（www.kusw.ac.jp/JSHCR/html/）にて参加申込書をダウンロード

し、必要事項をご記入の上、E メール（human@kusw.ac.jp）にて、本学会事務局

へお申し込み下さい。 

 

事前参加申し込み期日は、 10 月 7 日（月）までとさせていただきます。 

 

 

個人情報の管理について 

 ヒューマンケア研究学会にご登録いただいている個人情報については、個人情報保護

法を遵守し、適切に利用・管理いたします。会員名簿の管理、会員の確認、学会事業

に関する目的以外には、決して使用いたしません。 

 

〒678-0255 兵庫県赤穂市新田380-3 

関西福祉大学看護学部内 

ヒューマンケア研究学会事務局 

TEL 0791-46-2545   

E-mail human@kusw.ac.jp 

 

 

２．参加費 

 参加費は、以下になります。 
 
 

 

 

 

 

 

  ＊参加費は、学術集会当日、会場にてお支払下さい。 

会員種別 参加費 

正会員 １，０００円 

施設会員 １，０００円 

学 生 １，０００円 

非会員 ２，０００円 

学術集会の参加申し込み 
 

mailto:human@kusw.ac.jp
mailto:human@kusw.ac.jp


１．演題応募について 
演題応募をされる方は、学術集会への参加申し込みをお願いいたします。 

その後、「第 11 回ヒューマンケア研究学会学術集会 演題申込書」に必要事項をご記入く

ださい。＊演題申込書はヒューマンケア研究学会の HP 上よりダウンロード可能です。 
 

２．演題応募資格について 
発表者は原則として、本学会会員であることとしております。非会員で発表される方は、

入会手続きを行ってください。やむを得ず、非会員の方が発表される場合、１演題につき、

3,000 円の発表料をいただきます。発表料のお振込みに関しては、後日ご連絡いたします。 
 
３．抄録原稿の提出方法 
 「学術集会参加申込書」および「演題申込書、抄録原稿」の提出は、E-mail にデータを

添付いただき、下記メールアドレス宛に送信をお願いいたします。 
なお、演題は、未発表・未投稿のものに限ります。                            

 
４．演題募集期間 
 
     受付開始 ： 2019 年 6 月 17 日（ 月 ）  

    受付締切 ： 2019 年 8 月 26 日（ 月 ）  

            ※受付締切日までに必ずご提出下さい。 

 
５．発表に関わる注意事項 
発表形式は口演のみです。１題につき発表 時間７分、質疑応答時間 3 分です。 
資料の提示ソフトは Microsoft Office Power Point に限定いたします。 

 
６．演題抄録作成時の注意事項 
抄録作成ソフトは、Microsoft Office Word に限定させていただきます。 
抄録は A4 用紙 1 枚以内にまとめてください。なお、抄録作成に際しては、抄録の作成例

（別表）をよくお読みいただき、厳守のほどよろしくお願いいたします。 
 
７．演題についてのご確認とお問い合わせ先 
発表者の方には後日、詳細なプログラムをご案内いたします。ご不明な点がございまし

たら、下記までお問い合わせください。 
 

  

演題申込書の送付先 

〒678-0255 
兵庫県赤穂市新田 380-3 
関西福祉大学 看護学部内 
ヒューマンケア研究学会 事務局 宛 
E-mail： human@kusw.ac.jp 

TEL：0791-46-2545（代）   

演題募集要項 
 

mailto:human@kusw.ac.jp


 

○×× ××，△△ △△，□□ □□（所属機関），▽▽ ▽▽，◎◎ ◎◎（所属機関）  

Ⅰ．はじめに←ゴシック体 10.5ポイント 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

×××××××××××××××××××××××××。 ←明朝体 10.5ポイント 

 

 

 

Ⅱ．研究方法←ゴシック体 10.5ポイント 
 １． 
 １） 
（１） 
 ① 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ．結果←ゴシック体 10.5 ポイント 

 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××××××。 
 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××。明朝体 10.5ポイント、段落 1文字下げ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅳ．結論←ゴシック体 10.5 ポイント 

 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××××××。 
 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××。明朝体 10.5ポイント、段落 1文字下げ 
 

Ⅴ．文献←ゴシック体 10.5 ポイント 
 
 

抄録の作成例（別 表） 

２５mm 空け 

演題名←明朝体 太字１４ポイント 氏名・所属 明朝体 

10.5ポイント 

文字数設定 

文字数４３、行数４０ 

発表者に○ 

２５mm 空け 

２５mm 空け ２５mm 空け 

←番号付け 



第 11 回ヒューマンケア研究学会学術集会 演題申込書 
 
演題申し込み日     年    月    日 

 演 題 名   

 演題分類 

 
１．看護   ２．医学  ３．リハビリテーション  ４．教育     
 
５．福祉    ６．地域   ７．その他 
 

発表者氏名  

所  属  

会員番号  

発表者連絡先 
 

 

住所：（〒       ） 

 

 

 

氏名： 

 

TEL：             FAX： 

 

E-mail（必ずご記入ください）： 

 

備  考  

 
※ 発表者のみの情報をお書き下さい。 
※ 発表者の会員番号が未発行又は入会手続き中の方は、会員番号欄は「０００」とご記入下

さい。 
※ お申し込みの個人情報は慎重に取り扱い管理し、他の目的には一切使用致しません。 
 
事務局使用欄 
 
申込書受付日          年    月    日 

 


