
第３６回日本看護福祉学会学術大会 ご案内 

 

テ ー マ 政策と実践をつなぐ看護福祉 ―地域共生社会の実現にむけて― 
  

会   期 2023年 7月 8日（土）～９日（日） 
  

会   場 西南学院大学 （福岡県福岡市） 
  

大 会 長 河谷 はるみ （西南学院大学人間科学部 教授） 

 

プログラム 

● 第 1 日目  2023 年 7 月 8 日(土) 13:00～17:00 西南学院大学チャペル 

１．開会式 13:00～13:10 

日本看護福祉学会理事長  生野 繁子 挨拶／西南学院大学学長 今井 尚生 挨拶 

 

２．大会長講演 13:10～13:30 

「看護福祉と地域共生社会」 

 大会長 河谷 はるみ （西南学院大学人間科学部 教授） 

 

３．基調講演 13:30～14:30 

「人口減少の現実と地域共生の理性」 

 伊奈川 秀和 氏 （東洋大学社会学部社会福祉学科 教授） 

  

４．シンポジウム 14:45～17:00 

「地域を掘り起こし、切り拓く看護福祉 ―共生社会を実現するヒューマンケアの模索―」 

シンポジスト 

平野 頼子 氏 （認定特定非営利活動法人 緩和ケア支援センターコミュニティ 代表） 

角森 輝美 氏 （福岡看護大学看護学部 教授） 

猿渡 進平 氏 （医療法人静光園 白川病院 医療連携室長） 

コメンテーター 伊奈川 秀和 氏 （東洋大学社会学部社会福祉学科 教授） 

コーディネーター 山田 美保 氏 （西南学院大学人間科学部 准教授） 

 

● 第２日目  2023 年 7 月９日(日) 9:00～ 西南学院大学 1 号館・2 号館・西南学院大学チャペル 

９：００～１１：００ 研究発表（口演・示説） 

１１：３０～１２：２０ 総会・学会賞授与式  

１３：３０～１５：００ 市民公開講座（福岡市社会福祉協議会） 

「地域共生社会の実現を目指して―誰ひとり制度の狭間に取り残さないための活動―」 

１５：００～１５：10 閉会式       

※オンライン開催の予定はございません（2022 年 12 月時点）  



参加のご案内 

１．参加費 

参加種別 事前参加申込 当日受付 

学 会 員 7,000円 8,000円 

非学会員 8,000円 8,000円 

大学院生 4,000円 4,000円 

学   生 2,000円 2,000円 

※情報交換会は予定しておりません 

２．参加申込期間・方法 

１） 事前参加申込期間 ： 2023年 3月 6日（月）～6月 6日（火） （予定） 

２） 参加申込方法 

＜事前参加申込＞  ※例年と異なりますのでご注意ください 

・ 期日となりましたら学会ホームページ内「学術大会」のページに 

参加申込フォームの URLを記載しますので、そちらからお申し込みください。 

http://kangofukushi.sakura.ne.jp/taikai/index.htm 

・ 申込後の確認メールにお支払い方法をお示しします。 

・ お支払いは、銀行振込、クレジットカード、Google Pay、コンビニ決済が利用できます。 

・ 事前参加申込期間内に入金確認ができるようご入金ください。銀行振込の場合、入金確認まで

3営業日を要する場合がありますので、締切の 4日前までにご入金をお願いします。 

＜当日受付＞ 

・ 開催当日、会場にて申込書をご記入頂き、現金にて参加費をお支払いください。 

３．抄録集、名札・領収書の送付 

事前参加申込期間に入金が確認できた方には、6 月下旬に抄録集および名札・領収書をお送りします。 

当日受付の方には、受付時に会場でお渡しします。 

４．当日のご参加について 

・ 参加方法についての詳細は抄録集に記載するほか、メールでもご案内します。 

kf_entry@yupia.netからのメールが受け取れるように受信許可設定をしてください。 

・ 参加証が必要な方は現地受付にお申し出ください。 

５．会場アクセス 

会  場 ： 西南学院大学（福岡市早良区西新 6-2-92）  

アクセス ： 福岡市営地下鉄「西新」駅 1番出口より 徒歩 5分 

（参考）https://www.seinan-gu.ac.jp/introduction/facility/campusmap.html 

https://www.seinan-gu.ac.jp/img/campusmap/campusmap_20221018.pdf  

http://kangofukushi.sakura.ne.jp/taikai/index.htm
https://www.seinan-gu.ac.jp/introduction/facility/campusmap.html
https://www.seinan-gu.ac.jp/img/campusmap/campusmap_20221018.pdf


研究発表申込のご案内 

１．募集期間 2022 年 12 月 21 日（水）～2023 年 3 月 2 日（木）15 時 

２．応募資格 

１） 発表者および共同研究者は、いずれも研究発表申込期間終了時点で日本看護福祉学会会員、もしく

は入会手続き中であることを要します。非会員の方は、2023 年 2 月末日までに入会手続きをお済

ませください。なお、その際に 2023年度から入会することを選択することもできます。 

２） 発表者および共同研究者は、必ず学術大会への事前参加申込をおこなってください。期限までに事

前参加申込がない場合、発表が成立しない場合があります。やむを得ず事前参加申込が行われてい

ない場合は、学会当日に当日参加費を徴収いたします。 

３） 研究発表は、未発表のものに限ります。 

４） 本学術大会における筆頭者としての発表は、１会員１演題に限ります。 

（他の演題の共同研究者としての登録は可能です。） 

〈 その他留意点 〉 発表時間および会場は大会実行委員会が決定します。時間指定でお申込みいただ

くことはできません。事前の問い合わせもご遠慮ください。 

３．発表形式 

申込フォームにて、以下のいずれかを選択してください。発表に関する詳細は採択後にお知らせします。 

口演 発表会場にてパワーポイントを用いて発表 （発表 10分、質疑応答 5分） 

示説 発表会場にポスターを掲示しておき、指定時間に発表 （発表 5分、質疑応答 3分） 

４．応募方法 

日本護福祉学会ホームページ上の申込フォームにより、募集期間内にお申し込みください。 

※フォームからの情報送信が難しい場合は登録担当宛にメールか FAXでご連絡ください。 

https://u-sys.yupia.net/kf36/e-touroku.php 

〈 情報登録時の留意点 〉 

１） ネットワークトラブル等による提出遅れについては責任を負いかねます。期日になりましたらフォー

ムを閉じます。お早めにお申し込みください。 

２） 抄録本文までフォーム内で入力して登録できます。ただし、抄録本文は別途 Word ファイル等で作

成し、内容をコピーして貼り付けることをおすすめします。なお、抄録は次の「抄録作成要項」に従っ

て作成してください。 

３） 自動返信メールでは特定の文字が文字化けすることがありますが、抄録サンプルで正しく表示され

ていれば正しく登録されています。 

４） ２か所以上の所属がある場合や、入力枠以上の共同研究者がいる場合には、フォームの仕様上入

力・反映ができません。できるかぎりの情報を登録するとともに、連絡欄にて追加情報をお知らせく

ださい。抄録集作成の際に修正いたします。 



５） 登録を完了すると自動返信メールにて研究発表登録番号とパスワード、抄録サンプルのURL等を

お知らせします。申込期間内は何度でも登録情報を修正できます。 

６） 査読結果は３月末までにメールにてお知らせします。年度の変わり目になりますので、連絡先メー

ルアドレスの変更等には十分ご注意ください。 

５．抄録作成要領 

１） 抄録本文は、1,200 文字以内で作成してください。なお、抄録には図表は入れられません。発表時

のパワーポイント、ポスターでお示しください。 

２） 【研究目的】【研究方法】【倫理的配慮】【結果】【考察】等の見出しを入れてください。見出しは行頭

と、必ず【 】で囲んでください。見出しの後は改行せずに文章を続けてください。 

３） 上付き・下付き文字（例：χ2）や太字、下線等を利用したい場合は、フォーム内の案内に従って入

力してください。通常の入力・コピー貼り付けでは反映されません。 

４） 文末の利益相反については申込フォーム内の項目を選択し、必要時は詳細を入力してください。

入力結果に応じて利益相反の有無と詳細が抄録末尾に自動挿入されます。よって、抄録本文内に

利益相反の記載は不要です。 

６．査読結果通知等、申込後のスケジュール 

１） 査読結果は 3月下旬から 4月上旬にメールで通知します。年度をまたいでも連絡が可能なメール

アドレスでご登録いただきますよう十分ご注意ください。 

２） 査読の結果、修正を求められた場合は指定期日までに修正・再提出をしてください。 

３） 発表形式、演題番号、発表時間、発表ファイル（パワーポイント・ポスター）の作成方法、受付方法等

の詳細は、4月下旬から 5月上旬にメールでお知らせいたします。 

 

 

お問い合わせ 

 

【研究発表の申込に関するお問い合わせ】 フォームからのお申し込みが難しい場合もこちらへご連絡ください 

第 36回日本看護福祉学会学術大会 登録担当（株式会社ユピア内） 

FAX : 050-3737-7331  E-mail : kf_entry@yupia.net 

 

【研究発表に関するお問い合わせ】 メールでのご連絡にご協力ください 

第 36回日本看護福祉学会学術大会 事務局 

〒814-8511 福岡市早良区西新 6丁目 2－92 

西南学院大学人間科学部社会福祉学科 河谷はるみ  倉田康路 木山淳一 

TEL ： 092-823-4213（河谷研究室） 

FAX ： 092-823-2506（学術研究所） 

E-mail : kangofukushi2023@seinan-gu.ac.jp 


