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年会費と学会参加費の振込みのお願い 

本学会は会員の皆様の年会費を主な財源として運営しております。2019年度の会費（3,000

円）をまだ納めておられない方は，早急にお振込みくださいますようお願いいたします。 

また，第67回近畿学校保健学会（学会長：楠本久美子（四天王寺大学））が2020年6月20日

（土）にあべのハルカスにて開催されますが，会場の都合により参加費につきましては同封の

振替用紙にて年会費と合わせてご入金くださいますよう，よろしくお願いいたします。 

連絡用メールアドレスの登録のお願い 

学会では今後，学会ホームページを活用して年次学会の各種申込書だけでなく，学会通信等

のダウンロードも検討しています。また，会員の皆さまへの諸連絡も迅速に行いたく，皆さま

のメールアドレスの登録をお願いいたします。メールアドレスの登録はお名前，所属 

機関名，所属地区名を kinki.sch.hlth@gmail.com までお送りいただくか，右記のQRコ 

ードから登録ください。よろしくお願いいたします。 

 

http//www.kinki-sha.org/  
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第 67回近畿学校保健学会開催要項 

第 67 回近畿学校保健学会会長 楠本 久美子 

 四天王寺大学 

 

 第 67 回近畿学校保健学会を，下記の通り開催いたします。学会では，学校現場などでの実践報

告も歓迎いたします。皆様のご参加を，心よりお待ち申し上げます。 

 

1．学会テーマ 「子どもに関する現代的健康課題」 

 

2．会 場 あべのハルカス 25 階 A・B・E・F 会議室 

〒545-6016 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43 

（JR 天王寺駅，近鉄南大阪線大阪阿部野橋駅より徒歩約 1～3 分） 

 

3．日時，内容 2020 年 6 月 20 日（土）10：00～16：45 受付 9：30～  

午前  一般演題 

昼食   

午後  評議員会，総会 

     教育講演『子どもの目の健康課題と色覚異常について』 

       講師 湖崎 淳 氏  大阪府眼科医会コメデカル部担当理事 

学校医部副理事，色覚異常専門医 

     シンポジウム『子どもの目に関する問題について』 

―スマホやタブレット・パソコンの利用，色覚異常の対応等について― 

司会 楠本久美子（四天王寺大学） 

 

4．一般演題申込，抄録作成 

演題は，2020年 4 月 10 日（金）までに，第 67 回近畿学校

保健学会事務局までお申込みください。筆頭発表者は会員に

限りますが，共同発表者はその限りではありません。筆頭発

表者で会員でない方はあらかじめ学会にご入会ください。 

抄録は，2020 年 5 月 8 日（金）までに，A4 サイズ 1 枚で作

成し，第 67回学会事務局宛，Eメールでお送りください。 

［E メール送付先：67ghoken@tamateyama.ac.jp］ 

 

5．近畿学校保健学会奨励賞 

対象者は，一般演題の発表者のうち，学部学生，大学院生，一般研究者（発表時に 40 歳未

満）に該当する方です。該当者は演題申込書の所定の欄に○印をつけてください。 

 

  

締め切り 

演題申込 4 月 10 日（金） 

抄録締切 5 月 8 日（金） 

事前申込 5 月 29 日（金） 
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加入者：近畿学校保健学会   

加入者番号： 00940-5-181826 

6．参加申込，参加費 

会場内の都合により，参加費につきましては 

下記の口座に郵便振替にてご入金ください。 

ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

7．昼 食 

あべのハルカス A・B・E・F 会議室では，飲食できません。階下のレストラン等をご利用く

ださい。 

8．懇親会 

6 月 20 日（土）の学会終了後，18 時～19 時 30 分，あべのハルカス「大阪マリオット都ホテ

ル」にて懇親会を開催いたします（会費 5,000 円：当日徴収いたします）。ぜひご参加ください。 

9．様式等ダウンロード 

演題申込書（別紙１），抄録様式（別紙２），事前参加申込書（別紙３）は下記よりダウンロード

できます。http://kinki-sha.org/next/index.html 

10．演題申込・問い合わせ先 

第 67 回近畿学校保健学会事務局 

〒582- 0026 大阪府柏原市旭ヶ丘 3 丁目 11 番 1 号 

関西女子短期大学 養護保健学科：毛利春美  TEL：072-977-9547  FAX：072-978-0616 

Email：67ghoken@tamateyama.ac.jp 

11．会場までのアクセス 

周辺マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参加区分 参加費 

会員 1,000 円 

非会員 2,000 円 

大学院生 1,000 円 

学部学生 500 円 
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加入者：近畿学校保健学会  加入者番号： 00940-5-181826 

〒570-8555 大阪府守口市藤田町 6-21-57 大阪国際大学 後和研究室 

近畿学校保健学会事務局 TEL：06-6902-0791 FAX：06-6902-8894 

 

演題発表・抄録原稿の作成要項 

1．演題申込 

別紙１の演題申込書を学会ホームページ（http://www.kinki-

sha.org/conference.html）よりダウンロードし，必要事項を記入の

上，2020年 4月 10日（金）までに，Eメールでお申込みください。 

2．抄録原稿作成要項 

抄録原稿は，各自下記の要項にしたがって作成し，2020 年 5 月 8 日（金）までに，E メールに

添付してお送りください。必要に応じて，別紙２の「原稿見本」をご利用ください。 

・抄録原稿は，原則として，Microsoft Word で作成してください。 

・様式は，A4 用紙 1 ページで，上下 30mm，左右 25mmの余白枠を確保してください。 

・演題名は，中央に配置して，文字は 12 ポイントで強調文字にしてください。 

・一行空けて，筆頭発表者氏名，共同発表者氏名，所属を右寄せにして，10 ポイントで記入

してください。筆頭発表者の前には○印をつけてください。 

・一行空けて，キーワードを 3 から 5 個，左寄せにして 10 ポイントで記入してください。 

・改行して本文となります。本文は 10 ポイントで 2 段に分け，1 段当たり 1 行 24 字で，中

央は 3 字空けて 40 行で収めてください。MS 明朝または MSゴシックを使用ください。 

・本文では，研究・実践目的，研究・実践方法，研究・実践結果および考察を明確に簡潔に記

述ください。必要があれば収まる範囲で，図表（モノクロのみ可）を入れてください。 

・発表時には対象に対する倫理的配慮，利益相反（COI）を必ず示すようにしてくだい。 

・ファイル名は「発表者氏名（例えば，関西華子）」，送信メールの件名は「抄録原稿」として

ください。［Eメール送付先：67ghoken@tamateyama.ac.jp］ 

3．発表時刻等のお知らせ 

プログラムが完成次第，発表者に E メールでお知らせします。 

4．発表についての留意事項 

・発表は，1 演題につき，発表時間 8 分，質疑応答時間 4 分を予定しています。 

・学会当日は，発表用のプロジェクター，コンピュータ（PC）を準備いたします。 

・発表用 PC の OSは Windows10で，アプリケーションはMicrosoft PowerPoint 2016以上に

なります。発表用ファイルは，2020 年 5 月 29 日（金）までにメールでお送りください。ただ

し，ファイル容量が 5MB を超える場合は，CD-R 等で郵送してください。 

・ファイル名は「発表者氏名」，送信メールの件名は「発表用パワーポイント」としてください。 

・PC を持ち込んで発表される場合，プロジェクターの接続コネクターは D-sub15 ピンです。

HDMI または iPad 等のタブレットには対応していません。PC のモニター出力端子の形状

をご確認のうえ，必要に応じて変換コネクター（ケーブル）等をご用意ください。 

・動画の使用は，原則としてお控えください（必要な場合は事務局で相談に応じますので，事

前にご連絡ください）。 

・資料を配布される場合は 75 部ご用意ください。 

5．問い合わせ先：第 67回近畿学校保健学会事務局 

〒582- 0026 大阪府柏原市旭ヶ丘 3 丁目 11 番 1 号  

関西女子短期大学 養護保健学科：毛利 春美 

Tel: 072-977-9547 E-mail：67ghoken@tamateyama.ac.jp  

※筆頭発表者は，会員に限ります。筆頭発表者で会員でない方はあらかじめ年会費 3,000 円を下

記の郵便口座にお振り込み頂き，学会にご入会ください。なお，共同発表者はその限りではあり

ませんが，この機会に学会にご入会ください。 

 

 

締め切り 

演題申込 4 月 10 日（金） 

抄録締切 5 月 8 日（金） 

PPT 提出 5 月 29 日（金） 
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※申込書は，学会ホームページからもダウンロードできます。 

http://www.kinki-sha.org/conference.html 

※筆頭発表者は，会員に限ります。筆頭発表者で会員でない方は，あらかじめ学会にご入会ください。 

 なお，共同発表者はその限りではありませんが，この機会に学会にご入会ください。 

第 67 回近畿学校保健学会演題申込書 
 

演題名 

筆頭発表者氏名，共同発表者氏名，所属（連名のときは筆頭発表者の前には○印，新入会員には＊印） 

連絡先住所 〒 

 

氏名 

 

E-mail アドレス 

 

TEL＆FAX 

発表要旨（100 字程度） 

◎「近畿学校保健学会奨励賞」受賞資格（一般演題の筆頭者で 40 歳未満とする。ただし，学部

学生，大学院生は年齢を問いません。）を有しています。 

（   ）【該当する場合は（   ）内に○をつけてください。】 

注意事項 

１．演題申込締切：2020 年 4 月 10 日（金）（必着） 

２．申込書送付先：E-mail：67ghoken@tamateyama.ac.jp  

３．申込書は，学会ホームページからダウンロードし，必要事項を記入の上，E メールに添付

してお送りください。 

４．ファイル名は「申込者氏名」，送信メールの件名は「申込書」としてください。 

５．記載事項の訂正はできませんのでご了承ください。 

６．近畿学校保健学会奨励賞に該当する方はご記入ください。 

７．その他については，開催要項をご覧ください。 

８．抄録原稿は，作成要項に従い作成の上，E メールに添付してお送りください。 

抄録原稿の締切は，2020 年 5 月 8 日（金）です。 

事務局使用欄 

  受付番号 

  抄録原稿受付日：   月   日 

  発表時間   ： 月 日   時   分から   時   分まで（   会場） 

  発表時間連絡 ：   月   日 

別紙１ 
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※本用紙は，学会ホームページからもダウンロードできます。 

http://www.kinki-sha.org/conference.html 

※不要箇所を削除し，様式を整えてお使いください。 

 

演題名（MS 明朝 12 ポイント，中央，強調文字） 
 

○筆頭発表者氏名，共同発表者氏名，所属（10 ポイント，右寄せ） 

【記入例】○四天王寺太郎１），関女華子２） 

1）四天王寺大学 2）関西女子短期大学 

（1 行空ける） 

キーワード（3～5 個，10 ポイント，左寄せ） 

（1 行空ける） 本文（2段組，10ポイント，1段あたり 40行，1行 24文字，中央は 3文字空ける） 

【目的】 

 

 

 

 

 

【方法】 

 

 

 

 

 

【結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原稿はA4用紙1ページで，余白は上下30㎜，左右25㎜ 

・演題名：中央に配置して，文字は 12 ポイントで強調文字 

・1 行空けて，筆頭発表者氏名，共同発表者氏名，所属を右寄せにし

て，10 ポイント，筆頭発表者の前には○印 

・1 行空けて，キーワードを 3～5 個，左寄せにして 10 ポイント 

・1 行空けて，本文 

本文は 10 ポイントで 2 段組，1 段当たり 40 行，1 行 24 字， 

中央は 3 文字空ける 

書体は，MS明朝または MS ゴシック 

・本文では，研究・実践目的，研究・実践方法，研究・実践結果およ

び考察を明確に簡潔に記述 

・ファイル名は「発表者氏名」，送信メールの件名は「抄録原稿」 

・抄録原稿の締切は，2020 年 5 月 8 日（金） 

別紙２ 
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※申込書は，学会ホームページからもダウンロードできます。 

http://www.kinki-sha.org/conference.html 

第 67 回近畿学校保健学会 

事前参加申込書 
 

2020 年  月  日申込 

 

◎学会参加，懇親会参加の申し込みの方は，各該当欄に○印をつけてください。 

氏 名 所 属 会員・学生等 
学会 

参加 

懇親会 

参加 

 

 

 

 

正会員  非会員 

大学院生 学部学生 

  

 

 

 

 

正会員  非会員 

大学院生 学部学生 

  

 

 

 

 

 

正会員  非会員 

大学院生 学部学生 

  

 

 

 

 

 

正会員  非会員 

大学院生 学部学生 

  

 

 

 

 

 

正会員  非会員 

大学院生 学部学生 

  

 

 

 

 

 

正会員  非会員 

大学院生 学部学生 

  

 

 

 

 

 

正会員  非会員 

大学院生 学部学生 

  

 

 

 

 

 

正会員  非会員 

大学院生 学部学生 

  

 

 

注意事項 

１．会場での参加費の徴収は行いません。必ず学会当日までに下記の口座に郵便振替にてご入

金ください。   

加入者：近畿学校保健学会  加入者番号：00940-5-181826 

２．事前参加申込締切：2020 年 5 月 29 日（金）（必着） 

３．事前参加申込書送付先：E-mail：67ghoken@tamateyama.ac.jp  

４．事前参加申込書は，学会ホームページからダウンロードし，必要事項を記入の上，E メー

ルに添付してお送りください。 

５．ファイル名は「申込者氏名（複数の場合，代表者氏名）」，送信メールの件名は「事前参加申

込書」としてください。 

 ◎お問合せ先 

第 67回近畿学校保健学会事務局 Tel: 072-977-9547 E-mail：67ghoken@tamateyama.ac.jp 

〒582- 0026 大阪府柏原市旭ヶ丘 3 丁目 11 番 1 号 

 関西女子短期大学 養護保健学科：毛利春美 

別紙３ 
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2019年度 

第 2回近畿学校保健学会幹事会議事録 

日時：2019 年 9 月 29 日（日） 

14:00～16:00 

場所：京都女子大学大阪オフィス 

出席者：【幹事長】後和 

【常任幹事】大川，西岡，宮井 

【幹事】（滋賀）大平，高野 

（京都）井上，藤原 

（大阪）白石，吉岡 

（兵庫）森脇 

（奈良）高田，辻井 

（和歌山）内海 

オブザーバー 大平，毛利 

（計 16名敬称略・順不同） 

 

議 題： 

1．監事の選出 

後和幹事長より，監事として玉井久美代（大

阪国際大学短期大学部），毛利春美（関西女

子短期大学）の推薦があり，了承された。 

2．各府県代表幹事の選出 

後和幹事長より，各府県の代表幹事の推薦

があり，高野知行（滋賀），井上文夫（京都），

吉岡隆之（大阪），鬼頭英明（兵庫），高田恵

美子（奈良），内海みよ子（和歌山）で了承

された。なお，京都で評議員の辞退者が 1名

発生したが，補充せず 9 名のままとした。

また，事務局員として竹端佑介（大阪国際大

学）が了承された。 

 

3．第 67回近畿学校保健学会の開催 

毛利春美年次学会事務局長より，開催要項

をもとに説明され，特にあべのハルカスの

使用にあたっては危機管理マニュアルを講

演集に掲載する必要があることが説明され，

演題申込の日程等の調整後，了承された。 

4．学会ホームページについて 

後和幹事長より，神戸学術事業会による委

託管理の終了に伴い，新しい業者に業務委

託した場合の費用等が説明された。他のレ

ンタルサーバへの移行等について意見が出

されたが，さらに情報を収集し，現状の内容

を維持しながら低コストで運営できる方法

を引き続き検討することとなった。 

5．第 66回近畿学校保健学会報告 

大平曜子年次学会長より，第 66回年次学会

について，成功裏に終えたことに対する感

謝の言葉が述べられた。 

6．学会通信 154号の発行 

後和幹事長より，資料をもとに説明され，指摘

箇所の修正後，発行することで了承された。 

7．学会活性化について 

学会活性化にむけて，メールアドレスの登録，

会員の査読サービス，学会ジャーナルの発刊，

年次学会発表条件の緩和等の意見が出され，

今後も継続して議論することとなった。 

6．その他 

宮井常任幹事より第 68 回日本学校保健学

会（和歌山）への協力依頼がなされた。 

次回幹事会の日程を2020年1月25日(土)：

京都女子大学大阪オフィスとした。 

編集後記 

今期より常任幹事を務めさせていただくことになりました。後和幹事長の舵取りのもと，会員の

皆様にとって有意義かつ活発な学会となるよう微力ながら力を尽くしたいと思います。さて，中国

の湖北省武漢市において，コロナウィルスが原因とみられる新型肺炎が猛威を振るい，今では中国

のみならず世界中の国々で感染者が相次いで確認されています。この通信が届く頃もまだその勢い

は収まらず，むしろ感染がさらに拡大しているものと予想されます。疾病構造の中心が，急性の感染

性疾患から生活習慣病に変化した現在でも，新興感染症や再興感染症の脅威に対して万全の防御対

策を講じておくことの大切さを再認識しました。それと同時に，子ども達が自らの健康を管理し感染

症から身を守る力を養うための保健教育の重要性を改めて強く感じました。 （常任幹事 宮井信行） 


