
事前参加登録期間 ２０２２年 ９月 １日 ～ ９月 ２５日

支 払 期 間 ２０２２年１０月 １日 ～１０月 １９日

会員：3,000円 非会員：4,000円 学生：1,500円 冊子のみ：1,000円
（税込）

日 時：２０２２年１１月１７日（木）

会 場：昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）

※後日オンデマンド配信を予定しています

特別講演：演題「デジタル時代における仕事のやり方」

講 師：群馬県デジタルトランスフォーメーション推進室

推進監 岡田亜衣子 氏

主 催 公益社団法人群馬県看護協会 ℡：027-269-5565



●演題登録申込期間●

２０２２年 ５月２３日 ～ ６月１５日

イージーセミナー（研修情報管理システム）
にて申込

イージーセミナー(研修情報管理システム)の
マイページ「お知らせ」にオンライン演題登録のＵＲＬ及び ＩＤ･
パスワードが届くのでアクセスしてください。

●演 題 登 録 期 間●

２０２２年 ５月２３日 ～ ６月２３日

オンライン演題登録より登録
「第２６回群馬県看護学会オンライン演題登録」にログインして必要
情報の入力と演題登録を完了してください。

イージーセミナー
（研修情報管理システム） オンライン演題登録

https://kensyu.gunma-kango.jp/
https://g-regi.net/gun-nurse26/


 

第２６回 群馬県看護学会  

 

１ 開催概要 
◆ 会 期  ２０２２年１１月１７日（木） 

◆ 会 場  昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館） 

前橋市南町 3丁目 62番地 1 

◆ 主 催  群馬県看護協会   

プログラム 

開場・受付   9：00～ 

開   会    9：30 

演題発表   10：00～１4：20  口演・示説、県内施設の活動紹介等 

特別講演   14：30～16：00 

      演題：「デジタル時代における仕事のやり方」  

      講師：群馬県デジタルトランスフォーメーション（DX）推進室  

推進監    岡田 亜衣子 氏 

 

新型コロナ感染症拡大の状況により、参加人数制限や学会開催の方法を変更することも 

あります。詳細は、8月中に決定します。 

 

２ 参加登録資格 

群馬県看護協会の会員、非会員、学生（看護師免許を未取得の看護学生） 

 

３ 参加申込   事前参加・当日参加要領 

１)事前参加登録期間   2022年 9月１日（木）～ 9月 25日（日） 

２)参加費支払期間    2022年 10月 1日（土）～10月 19日（水） 

３)参加費（税込） 

 会員 非会員 学生 抄録のみ 支払期間 

事前参加登録 3,000円 4,000円 1,500円 1,000円 2022年10月1日～10月19日 

当日参加 4,000円 5,000円 2,000円 1,000円  

 

４)参加の事前登録   ※発表者・共同研究者の方も申込が必要です。 

群馬県看護協会ホームページ「イージーセミナー（研修情報管理システム）」参加申込画面のフォーマッ

トに従い、必要事項を入力し申込みしてください。 

   ■ 研修番号【7B011】 「第２６回群馬県看護学会（会員・非会員）」へ申込みしてください。 

   ■ 研修番号【7B021】 「第２６回群馬県看護学会（学生用）」へ申込みしてください。 

   ■ 研修番号【7B031】 「第２６回群馬県看護学会（抄録のみ希望）」へ申込みしてください。 

参加費の支払い方法は、事前納入となり、一般研修受講料の納入と同様となります。 

     ※決済手数料は、参加申込者負担となります。 



 

 

５)当日参加登録方法 

    当日、直接会場へお越しください。会場で参加手続きを行います。 

６)抄録集の送付 

    事前参加登録にて申込みされた方に、11月上旬に送付いたします。 

７)昼食について 

  各自でご用意ください。大ホール内での飲食はできないことをご承知ください。 

８）駐車場について 

前橋市民文化会館の駐車場係りの方の誘導に従ってください 

 

 

 ４ 演題登録申込 

１） 応募資格 

発表者、共同研究者は看護協会会員に限ります。非会員は入会手続きをしてください。 

２） 演題 

演題は学会等での未発表のものに限ります。発表形式は、「口演」と「示説」です。発表形式につい

てはご希望に添えない場合もございます。 

３） 演題登録申込期間  ２０２２年５月２３日（月）～６月１５日（水）  

イージーセミナー（研修情報管理システム） 

      演題登録期間     ２０２２年５月２３日（月）～６月２３日（木） オンライン演題登録 

４） 演題登録申込方法 

· 群馬県看護協会ホームページ「イージーセミナー（研修情報管理システム）」にて、研修番号

【7A012】「第２５回群馬県看護学会オンライン演題登録 申込専用」よりお申込ください。 

· 申込み後、イージーセミナー（研修情報管理システム）のマイページ「お知らせ」にオンライン演題登

録のＵＲＬ及び ＩＤ･パスワードが届くのでアクセスしてください。 

その後「第２６回群馬県看護学会オンライン演題登録」にログインして必要情報の入力と演題登録を

完了してください。 

· 演題登録期間中は何度でも変更できますが、期間外は一切の修正ができませんので、ご注意くださ

い。 

※  詳細は群馬県看護協会ホームページに掲載します。 

 



 

 

５ 抄録原稿執筆 

１）様式 

(１) タイトルの文字数は 50字以内、本文の文字数は 1600字以内とします。 

(２) 英文およびアラビア数字は半角を用いてください。 

(３) 抄録原稿は文字のみとします。図・表・写真は掲載できません。 

(４) 文体は常体とし、句読点は、「、」「。」を用いてください。 

(５) 本文を構成する各項目の見出しを付け、改行して内容を入力してください。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）構成 

  構成は、以下とします。研究目的、方法、結果、考察の一貫性に留意して原稿を作成してください。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 目的 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

Ⅱ 方法 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。  

Ⅲ 倫理的配慮 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

Ⅳ 結果 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

Ⅴ 考察 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

演題名 簡潔明瞭に研究内容を表すもの 

Ⅰ 目的 研究により明らかにしたいことを記載する。 

Ⅱ 方法 

 

 

 

 

 

研究対象、データ収集方法、分析方法を記載する。 

・研究対象：何を対象にしたのかを記載する。 

・データ収集方法：研究目的を達成するために用いた方法を具体的に記載する。 

・データ分析方法：収集したデータをどのような方法によって分析したのか、分

析の視点、活用した理論的枠組み、統計学的方法などを記載する。 

実践報告の場合は、対象、実践内容を記載する。 

Ⅲ 倫理的配慮 

 

どのような倫理的配慮がなされたのかを記載する。 

※以下の「３) 倫理的配慮とその記述について」を参照のこと。 

Ⅳ 結果 研究により得られた「事実」のみを記載する。 

Ⅴ 考察 
研究目的に沿って、得られた結果の解釈、看護実践への示唆や今後の課題等を記

載する。 

 



 

 

 

３）倫理的配慮とその記述について 

【人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針】を精読し、参照してください。
 

 ・研究フィールドおよび研究対象者を特定できないように記述するとともに、不必要な

 個人情報を記載しないようにしてください。

 ・研究対象者への説明と自由意志による参加および結果公表への同意を得たことを

 記載してください。

 ・倫理委員会もしくはそれに相当する決定機関など第三者による組織的了解を得ている

 ことを明記してください。

 ・研究への参加によって対象者に負担や不利益が生じないよう配慮したことを記載して

 ください。

 ・著作権等の侵害がないように配慮したことを記載してください。既存の尺度を使用する

 場合は、必要に応じて開発者から使用許諾を得たことを記載してください。

 また、原則として薬品や検査器具等は一般名称を用い、（ ）内に商品名と登録商標の

 場合は

○

Rを記載してください。

 ・利益相反の有無を明記してください。

 

 ４）引用文献の書き方

 

  

文献から本文を引用する場合は、出典を必ず明記してください。本文中の引用箇所は、

 「（著者の姓，西暦文献発行年）」を付けて表示してください。本文末の引用リストは不要

 です。

 

       

例）…は…であることが明らかにされている（○○ら，2020）。

 

    

〇〇ら（2020）は、…は…であると述べている。

 

https://www.nurse.or.jp/nursing/education/gakkai/happyo/pdf/50_rinri_kijyutu.pdf


チェック欄

1 発表者（筆頭研究者）及び看護職の共同研究者は、本年度の群馬県看護協会会員である。

2 未発表の演題である。

3 構成は、Ⅰ目的、Ⅱ方法、Ⅲ倫理的配慮、Ⅳ結果、Ⅴ考察としている。

4 演題名は50字以内、本文は1600字以内にまとめている。

5 演題名は抄録内容を反映している。

6 文体は常体とし、句読点は「、」「。」を用いている。

7 用語の使用、略語の使用や表記は適切である。

8 誤字・脱字はない。

9 先行文献を調べ活用している。

10 対象者（または代諾者）から研究ならびに公表の承諾が得られ、その旨が明記されている。

11 研究への参加によって対象者に負担や不利益がないように配慮した研究である。

12 研究対象者への説明と自由意思による同意を得て実施し、その旨を記載している。

13
研究対象者の個人情報は結果に直接関与する情報に限定し、さらに研究対象者が特定されないように
記述している。
　※　対象者個人のイニシャル、「当院」、「当病棟」は使用しない

14
倫理委員会もしくはそれに相当する決定機関の承認を受けたことを記載している。
　※　倫理委員会の実名を表示する。ただし、実名を表記することにより研究対象者が
　　　特定される可能性がある場合には、「所属施設の倫理委員会」等の表記にする。

15
既存の尺度を使用する場合、必要に応じて開発者から許諾を得て、その旨を記載している。尺度を改
変して使用する場合は、作成者から許諾を得て、その旨を必ず明記している。

16 薬品や器具等は一般名称を用い、（　）内に商品名と登録商標の場合は®を記載している

17 引用文献を明記している。

18 利益相反の有無を明記している。

19 看護管理責任者が応募要領ならびに当チェックリストに基づき抄録を確認し、公表を許可している。

＜演題申込について＞

チェック項目

＜抄録について＞

６　演題申込チェックリスト

＜応募資格について＞

＜倫理的配慮とその記述について＞



 

７ 査読について 

· 演題の査読は学会委員会で行います。 

· 査読結果発表の期日及び修正期間は、イージーセミナー（研修情報管理システム）でお知らせし

ます。 

· 査読結果は、期日に、オンライン演題登録マイページに表示されますので確認ください。 

· 選考結果は、「採択」 「修正後再査読」 「不採択」があります。 

 

   「採択」の場合は、抄録原稿について再登録の必要はありません。 

   「修正後再査読」の場合は、コメント欄を確認し、指示に沿った修正を行い、ご案内の期限までに

再登録してください。査読者に対して修正内容をコメントしてください。再査読で採否が決定され

ます。 

 

８ 発表について 
採用された方には、詳細について、発表原稿の作成方法、送付方法、期限等を案内します。 

· 口演発表： 発表時間 ７分  

· 示説発表： 展示パネル１枚 

※詳細は、群馬県看護協会ホームページを参照してください。 

  



 

 

◆ 県内施設の活動紹介 募集 

 
１） 応募資格 ：発表者は、看護協会会員に限ります。非会員は入会手続きをしてください。 

２） 申込方法 ：①イージーセミナー（研修情報管理システム）にて研修番号【7A021】「第 26回 

群馬県看護学会 「施設の活動紹介」申込専用」の連絡欄に展示内容を記載

してお申込みください。 

②または下記メールアドレスに、申込書（ホームページからダウンロードできます）を

添付しお送りください。 

申込み先  公益社団法人 群馬県看護協会   学会担当 宛 

代表アドレス： info@gunma-kango.jp 

代表の方は参加費を事前にお支払いくださいますようお願いいたします。 

申込期間    2022 年 8月 20日（土）～ 9月 15日（木） 

３） 展示内容 

看護職の情報交換や交流を目的に、以下のような展示を募集（約８題）します。 

（１）職場紹介や活動報告 

（２）ケアの工夫や看護用具の工夫 

（３）学校や大学・大学院紹介、学生募集ＰＲなど 

（４）看護業務の効率化（看護ケアの質向上と働きやすい職場環境への取り組み） 

※商業目的や特定の宗教・政治的思想のＰＲを目的とした展示はできません 

４） 展示方法  

· 展示スペース：展示パネル 1枚、会議用机 1台（希望団体） 

＊詳細は、群馬県看護協会ホームページを参照してください。 

· 展示方法： 

展示品には、出品者（団体）名、タイトル（表題）を明示してください。 

当日１０:００までに展示室の指定スペースに各自展示し、１４:００～16：00 

の間に片付けてください。 

５） 展示場所 

昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館） 

 

※ 2022年 9月 15日（木） 必着 

mailto:info@gunma-kango.jp

