演 題 募 集 と発 表 に つ い て
1, 演題 (抄録)の申し込み
1)演題 (一般演題 ・実 践報告)の申し込みについて
(
1)発表者は、島根県看護協会の会員に限 ります。 また、看護職の共同研 究者は看護協会の会員に
限ります。会 員でない方は、 あらか じめ入会手続 きをお済ませ 下さい。
(2) 「
演題申込書」 と 「
抄録」 は、メー ル添付でお送 りくだ さい。
原稿にはパスワー ドを設定 し暗号化 して送付 してくだ さい。パ スワー ドは所定の書式にてFA
Xで送付 して下 さい。
パスワー ド設定方法 :ファイル 〉情報〉文書の保護〉パスワー ドを使用し暗号化 (E)でパスワ
ー ドを設定する。
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島根県看護協会

第 15回島根看護学術集会事務局宛

演題 ・抄 録 申し込 み期間 :2022年 2月 16日 (
水) 〜 2022年 4月 7日 (
木)17:
00必 着
申し込み受領後 7 日以 内に、Emai
lにて受領 のご返事をいたします。 もし届かない場合には、
学術集会事務局にご一報下さい。
(3) 「
演題 申込書」 (
様式 Ⅰ)に発表者、共同研究者、所属、連絡先等の情報、希望す る発表形式を
ご記人 くだ さい。
(4)選考結果および発表形式については、20
22年 4月 28日 (
木)まで に発表者に郵送で連絡致 し
ます。
(5)抄録は6月下 旬か ら7月上 旬に発表者に郵送いたします。発 表時間等は抄録にてざ確認くだ さ
い。

(6) 「
演題 申込書」は島根県看護協会ホームペ ージか らダ ウンロー ドできます。

2) 抄録原稿 (一般演題)の作成について (別紙 1参照)
(
1)原稿 (抄録本文)文字数は 2、0
00字 程度にまとめ、A-4判 用紙 1枚 に簡潔 に記述 してくだ さい
(
図表 を含む)
。
(2)本文には、【目的 】【
方法】【
倫理的配慮】【
結果】【
考察】をワー ドプロセ ッサー (offi
ceWo
rd)
で入力してくだ さい。
(3)抄録原稿は 2部 作成 し、1部 は抄録原稿A (抄録用)で表題 ・キーワー ド・発 表者名・共 同研究
者名・所 属施設を、もう1部 は抄録原稿B (
選考用)で表題 ・キー ワー ドを記入 してくだ さい。
(4)図表は白黒 印刷で判別できる明瞭なものを作成 してくだ さい。
3) 抄録原稿 (実践報告)の作成について (支
)
I
J
紙 2参 照)
実践報告は、所属され ている施 設等で行われている看護活動等に関す る報 告 (業務改善、ケア
の工夫、職場環境改善など。 また、研究的な取 り組 みをしていないもの) になります。
(
1)原稿 (抄録本文)文字数 は80
0字 程度にまとめ、A-4判 用紙 1枚 に簡潔 に記述 してくだ さい
(
図表を含む)。
(2)本文には 【動 磯】 【
実践内容】 【
考察】をワー ドプ ロセ ッサー (o
ffi
ce Wo
rd)で入力して
くだ さい。
(3) 抄録原稿は 2部 作成 し、1部 は抄録原稿A (抄録用)で表題 ・キ ーワー ド・発 表者名 ・共 同
研究者名 ・所 属施設を、 もう1部 は抄録原稿 B (
選考用)で表題 ・キ ー ワー ドを記入 してく
ださい。
(4) 図表は白黒 印刷で判別できる明瞭なものを作成 して くだ さい。

2,演題発表形式
口演 または示説 (
ポスターセ ッシ ョン )のいずれかを希望することが出来ます。た だ し、会楊の都合
等により変 更 していただ く場 合があ ります。最 終決定については学会委員会にご一任 くだ さい。
1) 口演
(
1)発表時間は1人 15分 (
発表 10分 、質疑応答 5分 )です。
(2) 発表は、パワーポイン トのみ使用で きます 。パ ワー ポイン トは 10枚 程度とします。詳細は
選考結果および発表形式のお知 らせ 時に連絡致 します。
2)示説 (
ポスター セッシ ョン)
(
1)発表時間は1人 8分 (発表 5分 、質疑応答 3分 )です。
(2)ポスター はタテ 16
0c
m X ヨコ 90cm の範囲内で掲示 してくだ さい。詳 細は選考結果および 発
表形式のお知 らせ時に連絡致 します。

3,倫理的配慮とその記述
1)研究対象者へは研究内容および 研究結果の公表について説明をし、対象者 の自由意思で諾否が決
められ るよう配 慮 し、承諾を得 られ た旨を明記 してくだ さい。対 象者の判断能力が低 下 している
と考 えられ る場 合は、本人に代 わる重 要他者から承諾が得 られ た旨を明記 してくだ さい。
2)研究対象者 へ のプライバ シーの配慮 として、抄録の記述内容で研 究対象者 が特定できないように
してくだ さい。 固有名詞 (当院 ・当病棟 を含む) ・写真等を掲載する場 合は、研究結果を示すの
にどうしても必 要な場合のみに し、掲載することで研究対象者が特定できないよう十 分配慮 し、
承諾を得ちれ た旨を明記 してくだ さい。
3)研究へ の参加によって対象者 の不利益や負担が生 じないように配慮 しその旨を明記 してくだ さい。
4) 倫理委員会等の審査を受け承認が得 られ ていること、 もしくは 倫理委員会以外の決定機関の承認
を得ている場 合はその旨を記載すること。 その際、倫理審査委員会等の正式治称 を記述 してくだ
さい。 (
例 :島根病院看護部倫理審査委員会)
5) 論文中に文献 を引用 した場合は、引用文献 として明記 してくだ さい。 また、既 存の尺度 を使用す
る場 合、開発者 の使用許諾または出典 を明示 して用い、その旨を明記 してくだ さい。
6) 利益相反の有無について明記 してくだ さい。
※ 「利益相反」 については 日本 看護協会 「日本 看護学会論文集投稿規定 ・諸 注意」 を確

くだ さい。

4,島根看護学術集会論文集への投稿について
学術集会で発表 した抄録を論文として完成 させ た原稿は、第 15回島根看護学術集会論文集に投稿す
ることができます。学 術集会終了後、論文の提 出をお願いします。
1)対象論文は当該年度の島根看護学術集会で発表 した論文に限 ります。
2) 投稿規程を参照のうえ、7
,0
00〜8
,400字 程度 (図・表 ・文 献を含む)にまとめ、原稿提出締切 日
2
022年 8月 19日 (
金)17:
00ま で にメー ル添付で送付 くだ さい (必着)。
3) 査読委員により論 文の査読を行 い、完成のために支援いた します。
4) 「
第15回島根看護学術集会論文集投稿規程」を抄録集に同封 してお送 りします。「
第 15回島根看
護学術集会論文投稿チェックリス ト」 は島根県看護協会ホームページからダ ウンロー ドし、論文
とともにメー ルで送付 してくだ さい。
5) 論文集は 「第 15回島根看護学術集会論 文集」 として島根県看護協会事務局から送付 します。

5,個人1
青報の取り扱い1
こついて
演題 申し込みおよび論文投稿により送付いただいた個人情報は、参加受付・各種通知・抄録集・論文集の
編集・印刷及び発送・問い合わせ 以外には利用しません。

6,学術集会に関する問い合わせ先
「
第 15回 島根看護学術集会」 の参加、発表等に関す る問い合わせ先
公益社団法人島根県看護協会

第 15回島根看護学術集会事務局

〒690-00
49松 江市袖師町 7-11
TEL 0852-25-0330
EinaiI

FAX 0852-25-3157

gakkai48@shimane-kango.or.,
j
p

学術集会開催 のご案内、様式 (演題 申込書、抄録の書き方)等
島根県看護協会ホームページに掲載 します
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