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■メインテーマ■ 

あたりまえの日常を護る～未来共創をめざす社会への貢献～ 

 会期  2021 年 7月 3日（土）・4日（日） 

 会場  ウインクあいち（名古屋市） 

 会長  鎌倉やよい（日本赤十字豊田看護大学 学長） 

事前参加登録期間：2020 年 11 月 1日（日）～2021 年 5月 28日（金） 

演 題 応 募 期 間：2020 年 11 月 1日（日）～2020 年 12月 20日（日） 

交流セッション応募期間：2020 年 11 月 1日（日）～2020 年 11月 30日（月） 

 

 2021 年の第 22 回学術集会は、7 月 3 日・4 日に名古屋の地で開催いたします。2020 年は新型

コロナウイルス感染拡大によって、緊急事態宣言が発出され、人々の生活に大きな影響を与えまし

た。また、地球温暖化は気候変動をもたらし、毎年豪雨災害を引き起こしています。日常の暮らし

を続けることは、人々にとって如何に重要なのかを実感します。第 22 回学術集会は、「あたりまえ

の日常を護る～未来共創をめざす社会への貢献～」をテーマに掲げました。持続可能な未来の社会

を人々が共に創ることを目指して、①災害を予防するために何ができるのか、②看護学の基盤とな

るケアサイエンスに如何に貢献するのか、の 2 つの視点から企画を組み立て、開催に向けて鋭意努

力しています。 

学術集会運営委員一同、日本赤十字看護学会員の皆様のご参加をお待ち申し上げます。 

 

 

学術集会に関するお問い合わせ 

第 22 回日本赤十字看護学会学術集会 大会事務局 
日本赤十字豊田看護大学内 

電話：0565-36-5111（代表） Email：jrcsns22@rctoyota.ac.jp  

第 22回日本赤十字看護学会学術集会 開催のご案内 
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第22回日本赤十字看護学会学術集会 

プログラム概要 

会長講演 

鎌倉 やよい （第 22 回学術集会長・日本赤十字豊田看護大学 学長） 

座 長 大沼 まゆみ （清水赤十字病院 看護部長、第 23 回学術集会長） 

特別講演 

小松 浩子 （日本赤十字九州国際看護大学 学長、日本学術会議臨床医学委員会・健康・生活 

 科学委員会合同 少子高齢社会におけるケアサイエンス分科会 委員長） 

座 長 鎌倉 やよい （日本赤十字豊田看護大学 学長） 

教育講演Ⅰ 

福和 伸夫 （名古屋大学減災連携研究センター センター長・教授） 

教育講演Ⅱ 

山本 則子 （東京大学大学院医学系研究科 教授） 

教育講演Ⅲ 

下間 正隆 （日本赤十字豊田看護大学 教授・Infection control doctor） 

シンポジウムⅠ ケアサイエンスとしての「熱布バックケア」に焦点を当てた企画 

縄 秀志 （聖路加国際大学 教授） 

深田 順子 （愛知県立大学 教授） 

内山 孝子 （東京医療保健大学 准教授） 

座 長 川嶋 みどり （日本赤十字看護大学 名誉教授） 

鎌倉 やよい （日本赤十字豊田看護大学 学長） 

シンポジウムⅡ 防災・減災のために看護は何ができるのかに焦点を当てた企画 

新美 綾子 （日本福祉大学災害ボランティアセンター センター長 准教授） 

小山 真紀 （岐阜大学流域圏科学研究センター兼研究促進・社会連携機構地域減災研究 

 センター減災社会推進部門 准教授） 

小林 洋子 （日本赤十字豊田看護大学 教授） 

シンポジウムⅢ 環境問題が健康に与える影響と看護に焦点を当てた企画 

今井 奈妙 （三重大学大学院医学系研究科 教授） 

牛島 佳代 （愛知県立大学 准教授） 

村瀬 智子 （日本赤十字豊田看護大学 教授） 

 

一般演題・交流セッション 

日本赤十字看護学会総会 

懇親会 ＊調整中 
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学術集会・懇親会の参加登録 

 参加申込方法は、事前登録と当日登録があり、金額が異なります。できるだけ、事前にご登録く

ださい。学術集会ホームページ http://www.cs-oto.com/jrcsn22/の事前参加登録フォームから

行ってください。 

 学術集会参加費 懇親会 

2021 年 

5 月 28 日（金）まで 

事前申込（銀行振込） 

2021 年 

5 月 29 日（土）以降 

当日申込（現金のみ） 

2021 年 7 月 3 日（土）

18：00～ 

百楽（名古屋駅近く） 

会員 8,000 円 9,000 円 
5,000 円 

＊店舗閉店のため調整中 
非会員 9,000 円 10,000 円 

学部学生 1,000 円 

 

1. 事前参加登録 

1) 事前参加登録期間 

2020 年 11 月 1 日（日）～2021 年 5 月 28 日（金）に学術集会ホームページの参加登

録フォームから行ってください。 

2) 事前登録申込方法 

 事前申込は、①参加登録フォームへの入力と②参加費の支払いにより完了します。 

① 参加登録フォームへの入力 

学術集会ホームページの事前参加登録ページから参加登録フォームに必要事項を入力

してください。懇親会にご参加予定の方は、「懇親会に参加する」にチェックしてくだ

さい。 

② 参加費の支払い 

参加登録を頂いた方に振込先を記したメールをお送りいたします。期日までに参加費

をお振込みください。 

3) 注意事項 

 2021 年 5 月 28 日（金）までに事前参加登録をしていない場合、事前参加登録扱いに

なりません。 

 事前参加登録をした方には、ネームカードを事前に郵送いたします。参加証や領収書

が必要な方は学術集会当日にお申し出ください。 

＊学部学生の方は、学術集会当日に学生証を受付にてご提示ください。 

 一度払い込まれた学術集会参加費は、返金いたしません。 



4 

 

2. 当日参加登録 

当日、会場の当日参加受付にてご登録の上、参加費を現金にてお支払いください。 

学部学生の方は、学生証を受付にてご提示ください。学生証がない場合は。学生としての参

加登録はできませんのでご了承ください。 

 

3. プログラム集、抄録集 

 プログラム集は作成いたしません。プログラムは、順次ホームページにて公開予定です。抄

録集は事前参加登録をされた方には事前にお送りします。当日参加申し込みの方は、学術集会

当日に受付にてお渡し致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前参加登録や演題募集に関するお問い合わせ 

第 22 回日本赤十字看護学会学術集会 運営事務局 

〒451-0075 愛知県名古屋市西区康生通２－２６ 

株式会社オフィス・テイクワン名古屋本社（担当：山下） 

TEL：052-508-8510  FAX：052-508-8540 

E-mail：jrcsn22@cs-oto.com 
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一般演題募集要項 

1. 応募期間 

  2020 年 11 月 1 日（日）～12 月 20 日（日） 

 

2. 応募資格 

1) 筆頭発表者および共同発表者は、本学会の会員に限ります。入会手続き中の方は、演題登

録申込フォームの会員番号欄に「9999」と記載してください。入会手続き方法は、下記の

日本赤十字看護学会ホームページをご参照ください。 

http://plaza.umin.ac.jp/jrcsns/admit/ 

2021 年 3 月 31 日（水）までに入会手続き（入会申込書の提出と年会費納入）が未完了

の場合、演題申込みが取り消される場合があります。 

2) 筆頭発表者は一人一演題でお願いします。共同発表者にはこの制限はありません。 

3) 研究発表は未発表のものに限ります。 

【入会に関する問い合わせ先】 

〒100-0003 

東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル 

（株）毎日学術フォーラム 日本赤十字看護学会 「会員管理事務局」 

TEL：03-6267-4550  FAX：03-6267-4555 

E-mail：maf-jrcsns@mynavi.jp 

 

3. 一般演題の種類 

本学術集会では、多くの方々に参加していただきたいと考え、「研究報告」と「実践報告」

の演題を募集します。赤十字の活動、看護実践、看護教育（基礎教育・継続教育）、看護管理

などの幅広い領域において、皆様の日頃の取り組みに関する「研究報告」、「実践報告」を歓迎

いたします。 

なお、研究報告・実践報告の区分は、以下を参照して下さい。 

研究報告：実験や調査等に基づいた研究成果に関する報告 

実践報告：臨床等での実践内容に関する報告 

 

4. 一般演題の区分 

演題の区分は以下の通りです。演題の区分は、演題登録の際に２つまで選択できます。 

1. 赤十字の活動 2. 災害看護 3. クリティカル・救急看護 

4. 看護基礎教育 5. 看護継続教育 6. 看護管理 7. 臨床看護 

8. 小児看護 9. 助産・母性看護 10. 老年看護 11. 精神看護 

12. 地域・在宅看護 13. 国際看護 14. 看護歴史 15. 看護倫理 

16. その他    
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5. 発表形式 

1) 発表形式は、口演・示説のいずれかになります。会場の都合により、申込の発表形式とは

異なる場合もあります。 

2) 口演の場合、発表時間は 12 分（発表 7 分、質疑応答 5 分）です。 

3) 示説の場合、座長の進行による個別の発表はございません。ご自身の発表時間（在席時

間）中は、ご自身のポスター前に待機していただき、参加者からの質疑にお答えくださ

い。 

１演題につき１枚の提示パネル（縦 180cm×横 90cm）を予定しております。 

左上に 20cm×20cm の演題番号が入りますので、スペースを空けておいてください。演

題番号は運営事務局で用意いたします。 

 

6. 応募方法 

1) 演題申込は、学術集会ホームページ（http://www.cs-oto.com/jrcsn22/）の演題登録ペ

ージから演題登録フォームに必要事項を入力してください。登録後、抄録原稿データを運

営事務局までメール（jrcsn22@cs-oto.com）にて送信してください。 

2) 演題登録フォームには、筆頭発表者基本情報と、共同発表者情報、演題情報（タイトル）、

演題種類（研究報告・実践報告）、希望発表形式（口演・示説）、希望演題区分、利益相反

の有無を登録してください。入会手続き中の場合は、会員番号「9999」と入力してくださ

い。なお、ご登録時に入力する所属先は、抄録集に表記する所属名をご入力ください（ご

登録者 1 名につき所属機関は 1 つとなります）。 

3) E-mail アドレスは、PC 用のものをご記入ください（携帯電話のアドレスは不可）。 

 

7. 抄録原稿作成要領 

抄録原稿は、学術集会ホームページの演題登録ページから抄録原稿フォーマット（Word 形

式）をダウンロードして作成してください。フォーマットは変更しないでください。フォーマ

ットは「研究報告用」と「実践報告用」があります。報告内容に合わせていずれかを使用し、

Ａ４版用紙１ページ以内で作成してください。なお、講演集は白黒印刷のため、カラー文字、

画像は使用不可です。事務局では校正・修正は行いません。誤字、脱字、変換ミス等に十分ご

注意ください。 

完成した抄録原稿データは、運営事務局までメール（jrcsn22@cs-oto.com）にて送信して

ください。 

1) 抄録本文の構成 

(1) 「研究報告」の本文は、Ⅰ．目的、Ⅱ．方法（倫理的配慮を含む）、Ⅲ．結果、Ⅳ．考

察、Ⅴ．結論を参考に構成してください。 

(2) 「実践報告」の本文は、Ⅰ．目的、Ⅱ．実践内容（倫理的配慮を含む）を参考に構成

してください。 
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(3) 演題に関係した企業等との利益相反の有無について、抄録本文の最後に明記してくだ

さい。 

(4) 研究費の助成を受けている場合は明記してください。 

2) 抄録原稿フォーマット 

(1) 余白：発表種類（研究報告、実践報告）のフォーマットにより、抄録原稿を作成して

ください。抄録原稿には、ページ番号、ヘッダー、フッターなどは挿入しないでくだ

さい。 

(2) 演題名：全角 40 文字以内、サブタイトルは 30 文字以内、中央揃え、MS 明朝（英字

は Century）、10.5 ポイント、太字 

(3) 発表者名、所属機関名称は、右揃えとしてください。筆頭発表者は氏名の前に〇をつ

けてください。発表者数は 10 名（筆頭発表者１名、共同発表者９名）以内、所属機

関は 1 施設のみとします。 

(4) 本文：全角 1,200 文字以内（図、表含む）、40 文字×45 行 MS 明朝（英字は

Century）、10.5 ポイント。特殊な文字は文字化けするため使用できません。 

 

8. 利益相反（COI）について 

1) 演題に関係した企業等との利益相反の有無の自己申告 

演題に関係した企業等との利益相反の有無については、本学会の利益相反に関する指針

を確認してください。日本赤十字看護学会における利益相反に関する指針は、日本赤十字

看護学会ホームページ（http://plaza.umin.ac.jp/jrcsns/riekisohan/）をご参照くださ

い。 

今回の演題発表に際して、過去１年間における利益相反の有無を、下記に自己申告して

いただきます。 

(1) 演題登録フォーム 

(2) 抄録原稿 

(3) 発表時に使用する媒体（スライド・ポスター） 

自己申告のための「サンプルスライド」は学術集会ホームページ（http://www.cs-

oto.com/jrcsn22/）からダウンロードできます。発表時に使用する媒体（スライド・

ポスター）の最初または最後に明記してください。 

2) 演題に関係した企業等との利益相反がある場合 

学術集会ホームページ内にある「利益相反申告フォーム」を印刷の上、必要事項を記入

し、自署でご署名・押印の上、下記にメール添付または郵送にてご提出ください。 

提出先：〒451-0075 愛知県名古屋市西区康生通２－２６ 

株式会社オフィス・テイクワン（担当：曾我・山下） 

E-mail：jrcsn22@cs-oto.com 

 



8 

 

9. 査読の基準 

演題の査読基準は、次の通りです。 

1) 発表内容が学会の趣旨に適合している。 

2) 十分な倫理的配慮がなされている。 

ヒトを対象とした「研究報告」の場合には、研究者の所属組織または研究協力施設等の研

究倫理審査委員会の承認を受けていることが必要です。「実践報告」の場合、研究倫理審査

の承認は必須ではありませんが、実際に行った倫理的配慮について記入してください。 

3) 抄録原稿の作成要領に沿っている。 

4) 利益相反について明記している。 

 

10. 採否 

採択の可否は、査読終了後、2021 年 4 月末までに E-mail にて通知いたします。 
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交流セッション募集要項 

 第 22 回日本赤十字看護学会学術集会において、2021 年 7 月 3 日（土）・4 日（日）に開催さ

れる交流セッションを学会員の皆さまから広く募集いたします。交流セッションは、指定時間内で

のプレゼンテーションや討論など、学会員が主催者となって自由に企画するものです。 

 

1. 交流セッションの形式 

時間：60 分 

方法：会場設営および当日の運営（司会を含む）は主催者が実施してください。 

会場備品等：会場（スクール形式）には、パソコン（Windows10）、プロジェクター、スクリ

ーン、レーザーポインターをご用意しております。その他、必要な機材は各自でご用意くださ

い。 

 

2. 応募期間 

2020 年 11 月 1 日（日）～11 月 30 日（月） 

 

3. 応募資格 

主催者となる方は、本学会の会員とします。主催者は、お一人一セッションとします。共同

発表者にはこの制限はありません。 

 

4. 応募方法 

1) 申込みは、学術集会ホームページ（http://www.cs-oto.com/jrcsn22/）の交流セッショ

ンページから交流セッション登録フォームに入力し登録してください。登録後、抄録原稿

データを運営事務局までメール（jrcsn22@cs-oto.com）にて送信してください。 

2) 登録フォームには、主催者基本情報と、共同発表者情報、セッションタイトル、利益相反

の有無を登録してください。入会手続き中の場合は、会員番号「9999」と入力してくださ

い。なお、ご登録時に入力する所属先は、抄録集に表記する主催者の所属名をご入力くだ

さい。 

3) E-mail アドレスは、PC 用のものをご記入ください（携帯電話のアドレスは不可）。 

 

5. 抄録原稿作成要領 

抄録原稿は、学術集会ホームページの交流セッションページからから交流セッション抄録原

稿フォーマット（Word 形）をダウンロードして使用してください。フォーマットは変更しな

いでください。Ａ４版用紙１ページ以内で作成してください。なお、講演集は白黒印刷のた

め、カラー文字、画像は使用不可です。事務局では校正・修正は行いません。誤字、脱字、変

換ミス等に十分ご注意ください。 
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完成した抄録原稿データは、運営事務局までメール（jrcsn22@cs-oto.com）にて送信して

ください。 

1) 抄録原稿のフォーマット 

(1) 余白：フォーマットにより、抄録原稿を作成してください。 

(2) 抄録原稿には、ページ番号、ヘッダー、フッターなどは挿入しないでください。 

(3) テーマ：全角 40 文字以内、中央揃え、MS 明朝（英文は Century）、10.5 ポイント、

太字 

(4) 主催者名（所属機関）：MS 明朝（英文は Century）、10.5 ポイント、右揃え 

(5) 本文：40 文字×30 行（図、表含む）、MS 明朝（英文は Century）、10.5 ポイント 

(6) セッションの概要：MS 明朝（英文は Century）、10.5 ポイント 

 

6. 採否 

採択の可否は、2021 年１月末までに E-mail にて通知いたします。 
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申込手順（事前参加・一般演題・交流セッション） 

事前参加登録手順  一般演題応募手順  交流セッション応募手順 

事前参加登録期間 

2020 年 11 月 1 日（日）～ 

2021 年 5 月 28 日（金）まで 

参加費 会員 8,000 円 

    非会員 9,000 円 

2021 年 5 月 29 日～当日参加 

参加費 会員 9,000 円 

    非会員 10,000 円 

＊学部学生参加費 

 事前・当日ともに 1,000 円 

 一般演題応募期間 

2020 年 11 月 1 日（日）～ 

2020 年 12 月 20 日（日）まで 

 

発表者および共同発表者は学会

員限定です。 

非会員の方は応募と同時に入会

手続きを行ってください。 

 交流セッション応募期間 

2020 年 11 月 1 日（日）～ 

2020 年 11 月 30 日（月）まで 

 

主催者となる方は本学会の会員

限定です。 

     

第 22 回日本赤十字看護学会学術集会ホームページにアクセス http://www.cs-oto.com/jrcsn22/ 

⇩  ⇩  ⇩ 

1. 事前参加登録ページから 

フォームに入力 
 

1. 演題登録ページから抄録原

稿用書式をダウンロードし

入力 

 

1. 交流セッションページから

交流セッション抄録原稿用

書式をダウンロードし入力 

⇩  ⇩  ⇩ 

2. 登録完了および振込口座 

情報メール受信 

 

2. 演題登録ページから登録フ

ォームに必要事項を入力、

原稿データを運営事務局ま

でメール送信

（jrcsn22@cs-oto.com） 

 

2. 交流セッション登録ページ

から登録フォームに必要事

項を入力、原稿データを運

営事務局までメール送信

（jrcsn22@cs-oto.com） 

⇩ 

3. 参加費の払込み 

（銀行振込） 

⇩  ⇩  ⇩ 

4. 学術集会参加  3. 査読結果・採択の通知  3. 採択の通知 

  ⇩  ⇩ 

  4. 学術集会にて発表  4. 発表者による会場準備 

    ⇩ 

    5. 交流セッション開催 
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会場のご案内（アクセスマップ） 

会場：ウインクあいち 

 

 

 

 

 

JR 名古屋駅桜通口から徒歩 5 分 

JR 新幹線口から徒歩 9 分 

 

 

 

住所 

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38 

電話 

052-571-6131 

交通アクセス 

＜駐車場をご利用の場合＞ 

台数に限りがございますので、可能な限り公共交通機関をご利用ください。なお、学術集会での駐車料

金割引等はできかねます。 

＜JR（東海道新幹線）をご利用の場合＞ 

東京駅から約 97 分 

新大阪駅から約 51 分 

＜飛行機をご利用の場合＞ 

中部国際空港（セントレア）から名鉄空港線（約 30 分）で名古屋駅までお越しください。 

 

懇親会会場：北京料理 百楽 ※閉店のため調整中 

ウインクあいちより徒歩 1 分 

住所：〒450-0002 名古屋市中村区名駅 4 丁目 6-23 第三堀内ビル 14F・15F 

電話：052-581-1511  ＵＲＬ：https://www.hyakuraku.com/  

 


