
 

 

平成 30年度 

第 51回 看護学生看護研究学会 

実施要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開催日時：平成 30年 10月 2日（火）12時～16時 

 会 場：文京シビックセンター 大ホール 

 

 

 

 

公益社団法人 東京都看護協会 

 

第 51回 看護学生看護研究学会 
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第 51回 看護学生看護研究学会 

はばたけ未来へ あなたの看護 
 

【プログラム】 

   

10:40～  開場・受付開始 

 

――――――  大ホール  ―――――― 

12:00～12:10  開会式 

12:10～14:00  研究発表（口演発表） 

14:30～15:45  特別講演  

途上国医療から伝えたいこと『異文化・異医療』 

〈講師〉 赤尾 和美 氏 
 特定非営利活動法人 フレンズ･ウィズアウト･ア･ボーダーJAPAN 代表 

 ラオ・フレンズ小児病院 看護師 

15:45～16:00  閉会式 

 

――――――  ホワイエ  ―――――― 

11:00～14:30  交流ひろば  学習成果の展示や学校紹介など 

（13:30～14:15  展示説明） 

 ※プログラムは予定時間です 

 

【交通アクセス】 

 ●都営地下鉄三田線・大江戸線 春日駅（文京シビックセンター前）から文京シビックセンター連絡通路あり 

 ●東京メトロ丸ノ内線・南北線 後楽園駅から直結 

 ●JR中央・総武線水道橋駅から徒歩約 10分 
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交流ひろば展示の募集 
 

「交流ひろば」は、学生同士が気軽に交流できる展示ひろばです。 

平成 29年度は、小児看護の実習や講義で作成した発達段階に適したおもちゃの数々や、人体をイメージ化し

て実習に役立てる工夫など、各校の取り組みについて展示発表していただきました。 

みなさんの学校での活動や学習の成果を展示発表し、他校の学生と交流を深めてはいかがでしょうか。 

他校のみなさんに紹介したいこと・自慢したいこと等、どんなテーマでも奮ってご応募ください。 

また、看護学生のみなさんだけでなく、看護教員の方の展示発表もお待ちしております。 

 

 

 

 ・学校行事の紹介 

 ・学校自慢 

 ・授業等でまとめた学習成果 

 ・授業の工夫 

 ・実習時に作成した患者指導パンフレット 

 ・小児病棟の行事参加   等々 

 

 

 ・掲示用のパネル（W90×H180㎝）、展示用の机（Ｗ180×D45㎝）を用意いたします。 

パネルの掲示範囲はW90×Ｈ135㎝の範囲です。 

パネルおよび机の大きさの範囲で掲示物・展示物の準備をお願いいたします。 

 ・説明時間（13:30～14:15）に展示場所で待機していただきます。 

 ・参加者のみなさんに積極的にアピールして、必要時説明や質問に答えてください。 

 

 

 ・掲示・展示の書式や形式は自由です。 

 ・発表形式はとりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Q たとえばどんな内容を展示したらいいの？ 

 Q 展示の方法は？ 

 Q 示説発表との違いは？ 

 平成 29年度の交流ひろばの様子 

javascript:void(0);
javascript:void(win01('./detail_image.php?product_id=540&image=main_large_image','detail_image','560', '580'))
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Ⅰ 第 51回 看護学生看護研究学会開催概要 
 

１ 開催日時 

平成 30年 10月 2日（火）12:00～16:00 （10:40開場） 

 

２ 開催場所 

文京シビックセンター 大ホール（東京都文京区春日 1-16-21） 

 

３ 定員 

1,700名 

会場の都合により、参加定員を 1,700名といたします。 

応募者多数の場合は、原則申込順とさせていただきます。 

演題発表を希望される方は、早めにお申込ください。 

 

４ 対象 

東京都内の看護学生および看護教員 

 

５ 参加費 

2,000円（看護学生・看護教員） 

 

６ 演題・参加申込期間 

申込カテゴリ 申 込 期 間 

演題発表 
平成 30年５月14 日（月）～６月13 日（水）17:00 まで 

※演題・展示申込の前に、学会参加申込をお済ませください 交流ひろば 展示 

学会参加 平成 30年５月14 日（月）～７月   2 日（月）17:00 まで 

 

７ その他 

・定員は 1,700名です。希望者全員にご参加いただけないことも予測されます。 

 参加決定後はキャンセルされることがないようお願いいたします。 

・学校単位で申し込まれる場合は、当日必ず参加できる人数でお申し込みください。 

・申込期間内に定員に達した場合は、締切日前でも受付を終了する場合があります。 

 東京都看護協会ホームページでご案内いたしますので、お申込前にご確認ください。 
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Ⅱ 参加申込について 
 

１ 参加申込 

 １）参加条件：東京都内の看護学生および看護教員 

 ２）参加費：2,000円 

 ３）申込方法：  

（１）E メールでお申込ください。 

（２）下記の内容を送信してください。 

※ 件名：「看護学生看護研究学会参加申込」 

※ 本文：①参加者（申込者代表）氏名 

       ②学年・参加人数 

       ③学校名 

       ④電話番号 

       ⑤住所（参加券および集録集の送付先） 

（３）学校単位で申し込む際は、学生参加人数・教員参加人数を明記してください。 

（４）申込期間内であっても、参加者が定員を超えた場合はお申込をお断りすることがあります（先着順）。 

 ４）申込確認 

申込受付後、受付終了メールを返信します。 

5日（休館日除く）以内に返信がない場合は、必ずお電話でお問合せください。 

 ５）参加の可否 

E メールで参加の可否について連絡します。参加可能な方には受付番号と所定の口座をお知らせします。 

 

２ 参加費の振込について 

 １）参加決定後、所定の口座へ７月 31 日（火）までにお振り込みください。 

 ２）振込依頼人氏名は受付番号・学校名（申込者代表氏名）の順で記入（入力）してください。 

【振込依頼人 記入（入力）例】   受付番号 08  学校名 東京看護学校 の場合 

フリガナ 0 8  ト ウ キ ョ ウ カ ン ゴ ガ ッ コ ウ 

振込依頼人氏名 08 東京看護学校 

 ３）必ず学校名（申込代表者氏名）でお振り込みください。 

 ４）返金はいかなる事情があってもできませんのでご了承ください。 

 ５）連絡なく振込期限を過ぎた場合は、キャンセル扱いとなりますのでご注意ください。 

 ６）振込手数料は自己負担になります。 

 

３ 送信・問合せ先 

送 信 先 アドレス：Ken@tna.or.jp 

送信件名【厳守】：「看護学生看護研究学会参加申込」 

〒162-0815  東京都新宿区筑土八幡町 4-17 TEL.03-5229-1731（研修係直通） 

  公益社団法人 東京都看護協会 学会事務局（研修係内） 
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Ⅲ 演題申込について 
 

１ 発表演題の申込について 

 １）「研究発表」・「交流ひろば展示」のいずれかを選択してください。 

（１）「研究発表」の方法には、「口演*」と「誌上**」があります。 

（２）「交流ひろば展示」は、学習成果や学校紹介などについて展示・掲示をしていただきます。 

（３）誌上発表の希望は優先して受付けますが、発表形式については事務局で決定いたしますのでご了承くだ

さい。 

    *  口演発表：PowerPoint等の発表資料を作成し、大ホールで発表を行います。 

    ** 誌上発表：当日の発表はなく、集録集への掲載のみとなります。 

 ２）研究発表の申込には「演題申込書」と「集録原稿」が必要です。 

交流ひろば展示は、演題申込書のみとなります。※選考後、発表内容要旨作成についてご案内します。 

申込時必要書類 

発表形式 
演題申込書 集録原稿 

研究発表 〇 〇 

交流ひろば展示 〇 ― 

 

 ３）「演題申込書」は東京都看護協会ホームページからダウンロードしてください。 

http://www.tna.or.jp/index.php/for_nurses/society/student/ 

「集録原稿」は P.6～P.7 の「Ⅳ 原稿作成について」を参照し作成してください。 

 ４）研究発表の演題申込は、1校につき 1～３題までとさせていただきます。（注:交流ひろば展示は除く） 

 ５）E メールでお申込ください。 

（１）「演題申込書」と「集録原稿」をメールに添付して送信してください。 

（２）メールの件名は、「看護学生看護研究学会演題申込 〇〇看護学校 □□□□（発表者氏名）」 

としてください。【厳守】 

（３）申込受付後、5日（休館日除く）以内に返信いたします。 

返信がない場合は、学会事務局まで電話にて問合せください。 

 ６）申込後の原稿の差し替えおよび原稿の返却はいたしませんのでご了承ください。 

 

２ 選考決定通知 

 １）学術推進委員会で選考し、選考結果を 7月下旬までに各学校宛に通知いたします。 

    通知の際、発表形式についてもお知らせします。 

 ２）査読の結果、原稿を修正し再提出していただく場合がございます。 

 

  



6 

Ⅳ 原稿作成について 
 

１ 作成要領 

 １）A4 サイズ 2枚以内（図・表・写真含む）にまとめてください。 

 ２）パソコンで作成してください。書式は東京都看護協会ホームページからダウンロードできます。 

    http://www.tna.or.jp/index.php/for_nurses/society/student/ 

 ３）サブタイトルの有無に関わらず、本文は９行目からとしてください。 

 ４）ページ設定 

（１）余白上下余白 20㎜、左右余白 18㎜ 

（２）文字数は、50行、50文字で設定してください。 

（３）文字は 10.5ポイントにしてください。（タイトルは 12 ポイント） 

（４）フォントは、MS明朝としてください。（タイトルも MS明朝） 

（５）本文は 24文字の 2段組とし、段の間は 2文字程度あけてください。 

 
 

       部分の記載順と記載位置 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【１行目】 タイトル （中央に配置 12 ポイント） 

【２行目】 サブタイトル （ある場合中央に配置、なければ空白とする） 

【３行目】    空 白 

【４行目】 キーワード (左寄せ) （論文内容を表す重要な語句３～５個を記入） 

【５行目】    空 白 

【６行目】 学校名・学年 （右寄せ） 

【７行目】 発表者名、共同研究者名 （右寄せ）  

(共同研究者がいる場合、発表者氏名の前に○をつける） 

【８行目】    空 白 

左右余白 
18㎜ 

上部余白 20㎜ 

下部余白 20㎜ 

本文 
24文字 

  

上部余白 20㎜ 

下部余白 20㎜ 

本文 
24文字 

本文 
24文字 

本文 
24文字 

左右余白 
18㎜ 

〈1枚目〉 〈2枚目〉 
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２ 原稿の書き方 

 １）「はじめに」「Ⅰ．研究方法」「Ⅱ．倫理的配慮」「Ⅲ．研究対象」「Ⅳ．研究結果」「Ⅴ．考察」   

「Ⅵ．結論」「おわりに」「引用・参考文献」の項目に分けまとめてください。 

 ２）番号はⅠ⇒１⇒１）⇒（１）⇒①⇒a. b. c.…の順番で段階をつけてください。 

 ３）英語は活字体を使用し、数字は一桁の場合は全角文字を、二桁以上は半角文字を使用してください。 

 ４）図題（写真含）は図下左寄せ、表題は表上左寄せ、に通し番号をつけて記載してください。 

 ５）文献を参照する場合、原則として原著論文にあたり、孫引き（引用の引用）は避けてください。 

 ６）引用は直接引用・間接引用を区別して、引用文には右肩に１）２）・・・と番号を上付きで記載してください。 

 ７）引用・参考文献は下記の例にならって記述し、必要最小限掲載してください。著者複数の場合 2 名まで

記載して、〇〇他と表し 3人目からは省略してください。 

 

〈引用・参考文献の書き方〉 

【単行本の場合】 著者名，翻訳者：書名，発行所，引用時頁－頁，発行西暦年． 

（例１）フローレンス・ナイチンゲール著，小玉香津子他訳：看護覚え書き 本当の看護とそうでない看護， 

    日本看護協会出版会，P86－87，2004． 

【雑誌の場合】  著者名，翻訳者：論文名，雑誌名，巻（号），頁－頁，発行西暦年． 

（例２）清水嘉代子：保健師助産師看護師法 60年を振り返る，保健の科学，Vol.50，No.5，P292－294，2008． 

【同一文献の 2番目以降の引用の場合】 著者名，前掲書番号，頁． 

（例３）清水嘉代子，前掲書 2)，P295－296． 

 

３ 倫理的配慮と記述 【厳守】 

 １）研究対象者へは研究内容の説明を行ったうえで、対象者の自由意志で諾否が決められるように配慮し、

研究参加および外部発表について、文書により同意を得られた旨を必ず明記してください。 

 ２）研究対象者のプライバシーや匿名性の保護に十分配慮してください。 

 ３）入院年月日や氏名・年齢などの記載について、結果に関係しない場合は表現を工夫してください。 

対象者のイニシャルは使用しないでください。 

例） 

 入院年月日： 入院から〇〇日 または 発症から〇〇ヶ月 

 病 院 名： Ａ病院 または 一般総合病院 

 氏 名： Ａさん または 事例１ 

 年 齢： 〇歳代 または 〇歳代後半 

 ４）論文に記載する情報は、研究対象者の同意があったとしても必要最小限にとどめ、固有名詞の表現は 

使用を避けるとともに、その個人や対象集団の特定につながる情報の記載を避けてください。 

 ５）既存の尺度を使用する場合は、著作者から許諾を得ていることを明記してください。 

 

４ 送信・問合せ先 

送 信 先 アドレス：Ken@tna.or.jp 

送信件名【厳守】：「看護学生看護研究学会 演題申込 学校名 発表者氏名」 

〒162-0815  東京都新宿区筑土八幡町 4-17 TEL.03-5229-1731（研修係直通） 

  公益社団法人 東京都看護協会 学会事務局（研修係内） 

 


