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・近畿・北陸地方会 世話人代表選挙結果報告 

・2016 年度 近畿・北陸地方会世話人会報告 

 １．世話人会組織について 

 ２．広報活動について  

 ３．活動決算ならびに予算について  

 ４．2016 年度の主な事業予定 

⑴看護研究継続セミナー 

第 23 回地方会看護研究継続セミナー案内 

第 24 回地方会看護研究継続セミナー案内 

  ⑵第 30回近畿・北陸地方会学術集会 

・会員情報登録のご確認と登録変更方法案内 

・第 30 回近畿・北陸地方会学術集会ご案内 

 

 

3 月 25 日～30 日に世話人代表選挙が行われました。 

今年度からネット投票になりました！ 投票状況は下記の通りでした。 

選挙人 投票率 投票数 有効投票数 無効投票数※ 

1,160 8.6% 100 97 3 ※無効投票数＝白票数 

この結果から，若村智子氏（京都大学大学院医学研究科）が世話人代表に選出されました。 

世話人代表の挨拶が地方会 HP（http://www.jsnr.jp/district/kinki-okuriku/comment.html） 

に掲載されています。 

 

 

１．世話人会組織について 

新体制への移行に伴い，<平成 28 年度 近畿･北陸地方会組織>メンバーが変わりました。 

 2016 年度組織 （http://www.jsnr.jp/district/kinki-hokuriku/organization.html） 

新体制から世話人副代表ポストが置かれ，時代・社会の状況を鑑み，スリムで効率の良い運営に

よって，地方会会員の皆様のニーズにお応えできる活動を目指します。 

 事務局 新体制に伴い事務局が移動しました。お問い合わせご連絡は下記までお願いします。 

 

２．広報活動について 

昨年度(2015 年度)からニューズレター等を Web 化しています。また，HP 担当とニューズレター

担当が協同で広報活動に取り組むことになりました。より効率的な運営で，中身の充実を目指しま

す。 

 

2016 年 9 月 30 日発行 

目次 

【2016 年度 近畿・北陸地方会 世話人代表選挙結果報告】 

【2016 年度 近畿・北陸地方会 世話人会報告】 

日本看護研究学会 近畿・北陸地方会事務局 

  京都大学大学院 医学研究科人間健康科学系専攻  若村智子 

 〒606-8507  京都市左京区聖護院川原町 53 番地 

  TEL/FAX: (075)751-3974 

  E-mail:wakamura.tomoko.5v@ kyoto-u.ac.jp 
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ニューズレターの Web 化は，広報活動報告でも言及されていますが，今まで，送付に係る 

事務局の手間やコストは，かねてからの課題でした。 

日本研究学会の会員情報管理システムの導入に伴う，Web 化推進によって，本地方会の活動 

情報をきめ細やかに発信し，共有化することは，結果として，経費節減等につながります。  

世話人会で議論を重ねた結果，ニューズレターの紙媒体の郵送を取りやめることになります。 

会員の皆様方におかれましては，各自で学会ホームページにアクセスして頂き，地方会から 

発信する情報をごらん頂きますようお願い申し上げます。なお，ニューズレターに関しまし 

ては，社）日本看護研究学会事務局から皆様方の登録メールアドレスに一斉送信されます。 

 

３．活動決算ならびに予算について 

 収入の部 

            2015 年度 2016 年度 

項目 決算 予算 

地方会補助金 725,500 720,0001)  

繰越金 70,182        70,279 

利子 97                    0 

合計 795,779              790,279 

1) 1,440 人として算出  

支出の部 

            2015 年度 2016 年度 

項目 決算 予算 

事務費 6,880 30,000 

世話人会会議費 45,564 40,000 

ホームページ編集･発行費 289,336 200,000 

ニューズレター編集･発行費用 169,093 50,000 

看護研究継続セミナー補助費 187,820 270,000 

学術集会補助費 0 100,0003) 

雑費 0 30,000 

学会事務局へ返還金 26,8072)  

来季繰越金 70,279 70,279 

合計 795,779 790,279 

2)支出額が補助金額より少なかったために返還 

3)第 30 回学術集会補助 

 

４．2016 年度の主な事業予定 

 ⑴看護研究継続セミナー 

 【第 23回】2016年 10月 8日（土）13:00 ～ 16:40    

会場：富山福祉短期大学  

   講演テーマ：第 1部 「専門職 QOLと共感疲労」  

第 2 部 「調査項目に応じた統計処理」他 

      第 3 部  グループワーク 
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【第 24回】2016年 12月 17日（土）13:30 ～ 17:00 

   会場：園田学園女子大学 

     講演テーマ：「楽しくなる看護研究」①研究計画書の書き方 ②論文・抄録の書き方  

       講師 上野栄一氏（福井大学医学部 看護学科） 

その他： グルーブワーク(研究に関する相談ができます)  

詳細は HP(http://www.jsnr.jp/district/kinki-hokuriku/seminar/2011/08/infomation.html）に掲

載されています。 

⑵第 30回日本看護研究学会近畿・北陸地方会学術集会 

    学術集会長 荒木 孝治氏(大阪医科大学看護学部)  

    テーマ：看護発展への Challenge !!―実践から研究へ 研究から実践へ―   

   開催日：2017年 3月 12日(日) 9：20～15：40                     

    会 場：大阪医科大学看護学部(北キャンパス)  

http://www.osaka-med.ac.jp/others/access/index.html   

   一般演題受付期間：2016年 11月 10日（木）17時まで 

   事前参加申込期間：2017年 2 月 24日（金）まで 

詳細は HP（http://www.jsnr.jp/district/kinki-hokuriku/meeting）に掲載されています。  

 

  

 

 

 

 

✰ニューズレターの発行方法が全面的に Web に変更になりますが，E-mail アドレス登録が全体の

54%で，地方会全会員 1500 名中の 800 名弱にしか情報が届いていない計算です。 

✰現在，E-mail アドレス登録が完了されている方の中には，所属等の変更に伴う登録内容の更新を

行っておられない方もいらっしゃいます。 

登録内容を確認してください !! 

  正確なメールアドレス登録をしていただかないと学会情報が届きません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

29 回学術集会参加者は 128 名（内訳：会員 91 名，非会員 28 名，学生 9 名）でした。 

天候に恵まれ，バラエティーに富んだ企画が好評であったことが報告されました。 

 

参加申込みは 12 月 5 日まで

受け付けております。 

会員情報登録のご確認のお願いと変更を含む登録方法のご案内 

地方会学会情報は全て Mail配信に移行します！E-mail アドレス登録にご協力をお願いします。 

メールアドレス登録方法は学会 HPをご確認ください。 

会員情報登録および変更方法 

ご自身による登録や修正の手続きが必要です。 

※登録および変更は，学会 HP（http://www.jsnr.jp/）から 

(HPの右のマークをクリック) 

https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/JSNR)にアクセスしてください。          

第 29 回近畿・北陸地方会学術集会ご報告 

http://www.jsnr.jp/district/kinki-hokuriku/seminar/2011/08/infomation.html
http://www.osaka-med.ac.jp/others/access/index.html
http://www.jsnr.jp/
https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/JSNR
https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/JSNR


第 20 号                         Japan Society of Nursing Research 

 

4 

  

 

❏ 第 30 回日本看護研究学会近畿・北陸地方会学術集会の開催にあたって 

  学術集会長 荒木 孝治氏(大阪医科大学看護学部)のご挨拶が下記 HP に掲載されています。

（http://www.jsnr.jp/district/kinki-hokuriku/meeting/） 

次世代を担う新しい芽を育てつつ，実践と研究との生きた協働を追求し，智慧を継承して，更に

看護を発展させていくような思いをテーマ「看護の発展への Challenge!!‐実践から研究へ，研究か

ら実践へ‐」に込めています。 

❏ 演題募集ならびに事前登録が開始になりました。 

【演題募集期間】 

2016 年 10 月 3 日（月）から 2016 年 11 月 10 日（木）17 時まで 

【応募方法】郵送による応募は受け付けておりませんのでご注意ください。 

第 30 回一般演題申込用紙(Word)および第 30 回抄録フォーマット(Word)を用いて作成した 

抄録原稿を endaikh30@osaka-med.ac.jp に送信してください。 

【演題登録資格】 発表者全員が本学会の学会員であることが必要です。 

【事前登録期間】 

2016 年 10 月 3 日（月）から 2017 年 2 月 24 日（金）12 時まで 

事前参加申込用紙に記入して，sankakh30@osaka-med.ac.jp に送信してください。 

参加区分 事前申込参加 当日参加 

会員 4,000 5,000 

一般（非会員） 5,000 6,000 

学部学生（当日，学生証の提示が必要） 1,000 1,000 

 

お問い合わせ  第 30 回近畿・北陸地方会学術集会 運営事務局担当                            

E-mail: jimukh30@osaka-med.ac.jp 

✰ 詳細な内容につきましては，学術集会ホームページから下記の添付ファイルをご覧ください。 

1． 日本看護研究学会第 30 回近畿北陸地方会学術集会ポスター(PDF) 

2． 第 30 回学術集会に参加される皆様へのご案内(PDF) 

3． 第 30 回演題募集要項(Word) 

4． 第 30 回一般演題申込用紙(Word) 

5． 第 30 回抄録フォーマット(Word)  

6． 第 30 回事前参加申込用紙(Word) 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************************ 

◆メールニューズでは，できるだけコンパクトに学会の最新情報をお届けいたします。 

詳細な情報をお知りになりたい場合は，学会 HPをご活用ください。 

一般演題および事前参加申込を

お待ちしております。 

 

多数のご参加を 

お待ちしております。 

 

プ ロ グ ラ ム  
 30 周年記念シンポジウム   「研究と実践を紡ぐ」    

足立 拓也氏（兵庫医科大学病院）   吉田 智美氏（滋賀県立成人病センター）   小林 愛氏（神戸女子大学） 

 特別講演   「未来からの発想 －看護を創造し活かし続けるために－」   林 優子氏（大阪医科大学）  

 キャリアアップセミナー   「自分のキャリアを紡ぐ」    勝原 裕美子氏 （日本看護管理学会理事）   

• 口演・ポスター発表  

• ワークショップ１ 「質的研究方法の基礎と活用」  

• ワークショップ２ 「リンパ浮腫のセルフケア難渋事例の検討」  

• ワークショップ３ 「看護職・看護教育者・看護管理者を育成する支援者のあり方」 

第 30 回近畿・北陸地方会学術集会ご案内 

http://www.jsnr.jp/district/kinki-hokuriku/meeting/
http://www.jsnr.jp/district/kinki-hokuriku/meeting/pdf/m30_endai_entry.docx
http://www.jsnr.jp/district/kinki-hokuriku/meeting/pdf/m30_endai_entry.docx
mailto:および第30回抄録フォーマット(Word)を用いて作成した%20抄録原稿をendaikh30@osaka-med.ac
mailto:sankakh30@osaka-med.ac.jp
mailto:jimukh30@osaka-med.ac.jp

