平成 29 年度 長野県看護大学研究集会「演題登録および応募」のご案内
本ご案内の閲覧および抄録様式の入手は、本学公式ホームページ（http://www.nagano-nurs.ac.jp/）から可能です。

期日：平成 30 年 3 月 19 日（月）9：30～17：00 (予定) 会場：長野県看護大学 教育研究棟
I.

演題登録および応募要領
1． 演題受付期間：平成 29 年 11 月 14 日（火）～12 月 13 日（水）
2． 演題登録方法
演題は「長野県看護大学研究集会専用メール・アドレス」を通して登録が可能です。
メール件名を「長野県看護大学研究集会演題登録」とし、メール本文に「演題」
「発表者氏名（冒頭に
○をつける）および所属」
「共同研究者氏名および所属」
「演題分類」
「発表者の連絡先（メール・アドレ
ス）
」の記載をお願いします。演題分類は以下のうちから選択してください。
1． 長野県看護大学 教員特別研究 （最終年度）
2． 長野県看護大学 県内看護職者との共同研究 （最終年度）
3． 県内看護職者による院内研究
4． 県内看護職者との共同研究（継続）
5． 産学官関係者による研究
6． 長野県看護大学 教員特別研究（継続）
7． 長野県看護大学 看護実践国際研究センターからの報告

3． 登録締め切り：平成 29 年 12 月 13 日（水）17 時 余裕をもって登録ください。
4． 演題受付の通知
12 月 18 日（月）までに E-mail にてお知らせいたします。
12 月 19 日（火）になっても連絡がない場合は、担当者にお問い合わせください。
Ⅱ．抄録原稿作成要領
1. 抄録受付期間：平成 29 年 12 月 18 日（月）～平成 30 年 1 月 24 日（水）
2. 抄録記載様式：以下の様式を厳守の上、作成をお願いします。（文末の抄録見本をご参照ください）
本様式は本学公式ホームページ（文末参照）から、入手いただけます。
ソフトウェア：Microsoft Word
原稿枚数：１枚（A4)以内 図表・写真含め
書式設定：余白：上下左右 20mm：左上は縦 30mm、横 30mm（演題番号挿入用の余白）
項目および字体：
1 行目：演題名・・・・・ＭＳゴシック 太字 12 ポイント
＊タイトルが 1 行内に収まらない場合は、改行し 2 行目を使う。

2 行目：発表者・共同研究者氏名・・MS 明朝 10.5～11 ポイント
＊発表者には冒頭に「○」印を付し、発表者氏名との間に 1 文字分の空白を入れる。

3 行目：各所属・・・・・MS 明朝 10.5～11 ポイント
＊所属が複数の場合、名前と所属ごとに、各自に対応する「上付き＊印」
（例：
「＊」
「＊＊」
「＊＊＊」
）を付す。

5 行目：本文・・・・・・MS 明朝 10.5～11 ポイント
文字数：横 50 字×縦 50 行（タイトル・発表者名・共同研究者名・各所属を含める）
3． 抄録の送付
「長野県看護大学研究集会専用メール・アドレス」に添付し、送信をお願いします。
ファイルの添付が難しい方は、担当者までご相談ください。
4．抄録受付締め切り：平成 30 年 1 月 24 日（水）17 時
5． プログラムの詳細・演題番号の通知
演題番号、発表時間等を示した詳細なプログラムは 2 月 16 日（金）前後を目処に添付ファイルにて、
各登録者に個別に送信します。

Ⅲ．発表形式および方法：発表等に要する時間は厳守でお願いします。
1．発表形式：次の 3 つの形式に分かれます。
口演（口述）

示説①（口述）

1．長野県看護大学 教員特別研究（最終年度） 3． 県内看護職者による院内研究
2． 県内看護職者との共同研究（最終年度）

示説②（ポスター前待機・ディスカッション）
6． 長野県看護大学 教員特別研究（継続）

4． 県内看護職者との共同研究（継続） 7． 看護実践国際研究センターからの報告
5． 産学官関係者による研究

2. 発表形式ごとの発表方法
1） 口演（口述）
○ 時間：発表 10 分、質疑 5 分
○ 発表で使用するパソコンは委員会で準備します。発表者は各グループ発表開始 10 分前に USB をも
ってお集まりください。
○ パソコンを持ち込みの場合は、各自で接続をお願いします。
○ 会場でのリハーサルをされる場合は、3 月 19 日（月）当日の 8：45～9：15 にお願いします。
2） 示説（示説①：口述および示説②：ポスター前待機・ディスカッション）
○ 1 演題につきパネル（横 80cm×縦 120cm）1 台を準備します。
○ 発表会場ならびに演題番号をプログラムで確認の上、3 月 16 日（金）16：00～3 月 19 日（月）の
当日朝の 9：00 までに掲示をお願いします。
（但し、17 日（土）
・18 日（日）は学内に入れません）
○ ポスター掲示の際に使用するピンは、パネル付近に用意します。
○ 発表方法および時間：次の 2 つの方法に分かれます。
示説①（口述）
：発表時間：発表 7 分、質疑 3 分
示説②（ポスター前での待機・ディスカッション）
：グループごとの発表開始時間よりポスター前
に待機し（時間は追って指定）
、来場者とのディスカッションをお願いします。
○ ポスターの撤去：研究集会閉会以降、17 時 30 分までの間にお願いいたします。
なお、撤去時間以降に会場内に残っているポスターは、担当者側で撤去させていただきます。
Ⅳ．発表者集合場所・時間：各発表者は発表開始前 5~10 分には会場にお集まりください。
Ⅴ．研究集会専用メール・アドレス：演題登録、抄録ファイルの送信はこちらにお願いします。

fdshukai@nagano-nurs.ac.jp
【抄録見本】

余白

20mm
30mm

30mm

看護研究における○○○○の検討（第１行目：演題名 ＭＳゴシック「太字」12 ポイント）
○ 長野看子*・駒ヶ根太郎**・赤穂花子***（第 2 行目：○発表者氏名・共同研究者氏名 MS 明朝 10.5～11 ポイント）
長野県看護大学*・中伊那○○病院**・月花市役所△課*** （第 3 行目：各所属 MS 明朝 10.5～11 ポイント）

20mm

＜１行あける＞

20mm

本文（MS 明朝 10.5 ポイント） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・文字数（タイトル・発表者名・各所属を含め）縦 50 字×横 50 行・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
20mm

【問い合わせ先】本研究集会に関してご不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。
長野県看護大学 FD 委員会 長野県看護大学研究集会 担当
宮越幸代 0265－81－5153 miyakoshi-sachiyo@nagano-nurs.ac.jp
西村理恵 0265－81－5190 r.nishimura@nagano-nurs.ac.jp

