
 

 

 
 

 

日本ヒューマン・ケア心理学会学術集会第 21 回大会 
 

 

ご挨拶 

  

このたび、日本ヒューマン・ケア心理学会学術集会第 21 回大会を 2019 年 6 月 16 日

（日）に、桜美林大学大学院四谷キャンパス（千駄ヶ谷）で開催させて頂くことになり

ました。本学会に私は、設立以来参加させて頂いており、前職の東京都立医療技術短期

大学・保健科学大学（現、首都大学東京健康福祉学部）に在職中にも学術集会のお世話

をさせて頂いたことがございますので 2回目となります。四谷キャンパス（千駄ヶ谷）は

千駄ヶ谷駅または北参道駅から 6分ほどのところで、近くには最近注目されることが多く

なりました将棋会館がございます。桜美林大学大学院老年学研究科は社会人を対象とし

て、2002 年に開設されました。このキャンパスは数年前から使用しておりますが、サテ

ライト・キャンパスのため手狭でご迷惑をお掛けすることをお許しください。 

さて、今回の学術集会のテーマは「痛みとヒューマン・ケア」とさせて頂きました。

とくに慢性疼痛に悩み苦しむ方が少なくない今日ですが、「痛み」は、看護学と心理学に

おいても重要な課題だと考えられます。現在私は、順天堂大学医学部麻酔科ペインクリ

ニック講座の非常勤講師をさせて頂いております。そのご縁で、井関雅子先生と、村上

安壽子先生、土居真太郎先生、そして、これまで長く行動分析学を通してご指導を頂い

ている杉山尚子先生にご協力を頂き、「痛みに対するヒューマン・ケア・アプローチ」と

いうシンポジウムを企画致しました。ヒューマン・ケア心理学の領域において、痛みへ

の対応に関心を持ち、研究と実践を行う方が増えることを祈念しております。 

今回の学術集会は 1 日だけにさせて頂きましたが、前日の 6 月 15 日（土）午後には研

修会も企画しております。小さな学術集会ですが運営委員一同、可能な限り準備に全力

を傾注しております。ご発表をお願いしたいことはもとよりですが、会員企画の自主シ

ンポジウムやワークショップも是非ご提案くださいますようお願い申し上げます。小規

模ながら充実した学術集会になりますよう、会員の皆様のご参加とご協力を心より重ね

てお願い申し上げます。 

   

 

 

 

2019 年 1 月 吉日 

第 21 回大会準備委員会委員長 長田久雄（桜美林大学） 

大会テーマ：痛みとヒューマン・ケア 



 

 

 

 

1. 会 期 2019 年 6 月 15 日（土）研修会   6 月 16 日（日）学術集会 

2. 会 場 桜美林大学四谷キャンパス（東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目1番12号） 

3. アクセス   主要駅からのアクセス 

          ・ JR総武線・千駄ヶ谷駅より徒歩6分  

・  東京メトロ副都心線・北参道駅より徒歩6分 

 

Ⅰ．会期・会場 



 

 

 

6月 15 日（土） 研修会 桜美林大学四谷キャンパス 13：00～（受付開始） 

テーマ：解決志向のディスカッション手法を学ぶ 

講  師：鹿嶋真弓先生（高知大学大学院総合人間自然科学研究科 教授） 

※定員50名（要事前申込。当日参加は、席に余裕がある場合のみ受け付けさせていただきます。） 

※会員には修了証を発行。 

                    

6月 16 日（土） 学術集会  桜美林大学四谷キャンパス 9：00～（受付開始） 

1．大会企画シンポジウム  

テーマ：痛みに対するヒューマン・ケア・アプローチ 

座  長   ：長田久雄（桜美林大学院老年学研究科 教授） 

話題提供者：井関雅子先生（順天堂大学医学部麻酔科学ペインクリニック講座 教授） 

 村上安壽子先生（順天堂大学医学部附属順天堂医院麻酔科・ペインクリニック  臨床心理士） 

杉山尚子先生（星槎大学大学院 教育学研究科 教授） 

指定討論者：土居真太郎先生（松弘会三愛病院ペインクリニック科医師） 

 

2. 一般演題（口頭発表・ポスター発表） 

3．自主企画シンポジウム・ワークショップ 

4．総会 

5．懇親会 

Ⅱ．プログラムの概要  

学級集団づくりや学級経営に関する研究や実践をご専門にされ、NHK「プロフェッショナル 仕事の流

儀」でご紹介された鹿嶋真弓先生をお招きします。 

本研修では、30分間のブリーフミーティングに関する講義とワークを通じて、問題解決に向けたディスカ

ッション手法のコツを知り、現場で実践するためのスキルを学びます。 

痛みへの対応は、ヒューマン・ケアにおける重要な課題だと考えられます。痛みには背景がありま

すが、今回のシンポジウムでは、主として慢性疼痛に焦点を当てて、ヒューマン・ケアからのアプローチ

についてご紹介し検討したいと思います。最初に、井関雅子先生から、痛みに関する医学的概説

と慢性疼痛に関して話題提供をして頂きます。次いで、村上安壽子先生から、痛みに対する心理

臨床の実際をご紹介頂き、杉山尚子先生から、慢性疼痛に対する行動分析学からのアプローチ

をお話頂きます。これを受けて、土居真太郎先生に、ペインクリニックにおける臨床医の立場からコ

メントを頂きます。本シンポジウムが、ヒューマン・ケア心理学の領域で、痛みに関する研究や実践

の活動が広がる機会になれば幸いです。 

 

 



 

 

 

１．参加申込方法 参加申込専用フォーム（https://form.os7.biz/f/b5713c85/）よりご登録ください。 

                    ※研修会は学部学生は参加できません。 

２．参加費の支払い 大会当日（研修会に参加される場合は研修会当日）に総合受付にてお支払いください。 

３．大会プログラム・抄録集   大会当日（研修会に参加される場合は研修会当日）に総合受付にてお渡し致します。 

 4．参加申込期間        2019年2月1日（金）～ 5月15日(水)  

 

 

 

１．応募資格 

• 筆頭発表者は本学会の正会員に限ります。非会員の場合は、事前に入会手続きをお願いします。 

• 連名発表者に非会員が含まれる場合は、非会員 1 名につき4,000円の発表登録料が必要です。発表

登録料は筆頭発表者が全員分をとりまとめ、大会当日（研修会に参加される場合は研修会当日）に

総合受付でお支払いください。 

• なお、非会員連名発表者が学術集会にご参加される場合は、当日参加費として6,000円（発表登録

料の4,000円含む）を総合受付でお支払い下さい。 

• 演題は研究倫理審査の手続きを経て、承認が下りている研究内容に限ります。 

 

２．発表形式 

• 一般演題は「口頭発表」または「ポスター発表」のいずれかを選択してください。 

• 口頭発表予定時間：1 演題 15 分（発表 12 分、質疑応答 3 分） 

• ポスター発表予定時間： 1セッションは1時間、1セッションで5演題を発表し、冒頭の15分以内で座長や発表者に

よる各演題の紹介を行い、その後、各発表者が個別にポスター前で質問者に対する説明や議論を行ってください。

なお、セッション中の1時間は責任在籍時間と致します。 

• ポスターサイズ：縦 180㎝×横 90 ㎝ 

• ポスター発表に関しましては、演題数によって、口頭発表に切り替えをお願いすることもあります。 

• 演題番号は大会事務局で準備します。 

• 詳細は以下の発表申込専用フォームをご覧ください。 

 

３．発表申込方法 

• 発表をご希望の方は、発表申込専用フォーム（https://form.os7.biz/f/25c4823a/）よりご登録ください。 

• 発表申込専用フォームにてご登録いただいたメールアドレス宛てに後日、大会事務局より「発表データ作成要項」

「大会プログラム・抄録集原稿テンプレート（一般演題用）」をお送りします。 

• 上記の「大会プログラム・抄録集原稿テンプレート（一般演題用）」に必要事項をすべてご記入の上、提出専用ア

ドレス宛に、メール添付にてお送りください。 

※提出専用アドレスは、発表申込専用フォームよりご登録いただいた方のみにお知らせ致します。 

 

4．申込期間 

• 発表申込期間：  2019年2月1日(金）～4月12日(金) 

Ⅲ．第 21回大会 研修会・学術集会の参加申込 

Ⅳ．一般演題（口頭発表・ポスター発表）申込 

https://form.os7.biz/f/b5713c85/
https://form.os7.biz/f/25c4823a/


 

 

• 大会プログラム・抄録集原稿提出締切：2019年4月19日(金） 

• 期日までに大会プログラム・抄録集原稿が届かない場合は、発表申込は取り消しとなります。 

 

5．採択の通知 

• 査読後、演題登録者に結果を通知します。 

 

発表上のご留意事項 

 

 

 

本大会では、演題登録時にエントリーをされた方のみを対象に「優秀発表賞」の審査を行い、口頭発表部門および 

ポスター発表部門の優秀発表賞として懇親会にて表彰いたします。審査をご希望の方は「大会プログラム・抄録集原

稿テンプレート（一般演題用）」の「審査希望」欄に必ずチェックを入れてください。 

 

 

 

「自主企画シンポジウム・ワークショップ」とは、会員の方に自由にテーマを設定し、企画、運営いただくものです。本大会に

おける開催数は最大２件までとし、定員になり次第、申込専用フォームに掲示致します。 

 

１．応募資格 

• 企画代表者は申込の時点で正会員の方に限ります。非会員の場合は、事前に入会手続きをお願いします。 

 

2．発表形式 

• 企画代表者が必要に応じて出演者（座長，話題提供者，指定討論者など）について人数を含めてお決め

ください。企画の形式についてもシンポジウムやフロアとの自由討論など自由に設定していただいてかまいません。 

• 発表時間：1企画につき、90分厳守。 

 

３．申込方法 

• 発表をご希望の方は、発表申込専用フォーム（https://form.os7.biz/f/25c4823a/）よりご登録ください。 

• 発表申込専用フォームにてご登録いただいたメールアドレス宛てに後日、大会事務局より「発表データ作成要項」

「大会プログラム・抄録集原稿テンプレート（自主企画シンポジウム・ワークショップ用）」をお送りします。 

Ⅵ．自主企画シンポジウム・ワークショップの申込み 

Ⅴ．優秀発表賞への応募 

学会発表（口頭発表・ポスター発表ともに）は、抄録集の掲載とともに、当日の会場発表をもって実施し

たことにな ります。抄録集の掲載のみでは「学会発表」となりません。あらかじめ、研究に貢献した方々を共同

研究者とし、筆頭発表者が当日発表できない場合は、共同研究者が代わりにご発表ください。万が一、当日

発表ができなくなった場合、抄録集掲載のみでは業績とはなりません。その場合、他の学会等で発表する際に

は、同タイトルとならないようご留意願います。発表に際して、変更事項が生じた場合は、速やかに大会事務

局にご連絡ください。 

https://form.os7.biz/f/25c4823a/


 

 

• 上記の「大会プログラム・抄録集原稿テンプレート（自主企画シンポジウム・ワークショップ用）」に必要事項をす

べてご記入の上、提出専用アドレス宛に、メール添付にてお送りください。 

※原稿提出専用アドレスは、発表申込専用フォームよりご登録いただいた方のみにお知らせ致します。 

 

4．申込期間 

• 発表申込期間： 2019年2月1日(金）～ 4月12 日(金) 

• 大会プログラム・抄録集原稿提出締切： 2019年4月19日(金) 

• 発表演題は、未発表・未投稿のものに限ります。 

• 期日までに大会プログラム・抄録集原稿が届かない場合は、発表申込は取り消しとなります。 

 

5．採択の通知 

• 査読後、企画代表者に結果を通知します。 

 

 

 

日時：6月16日(日) 17:30～19:30 

会場：レストラン「 HATONOMORI（ハトノモリ）」 

（東京都渋谷区千駄ヶ谷1-5-1） 

    ※桜美林大学四谷キャンパス至近のレストランです。 

 

参加申込方法 

・ 第21回大会の参加申込専用フォーム（https://form.os7.biz/f/b5713c85/）にてご登録ください。 

 

 

• 受付業務の簡略化のため、可能な限り事前登録をいただけますよう、お願いいたします。 

•  参加費は大会当日（研修会に参加される場合は研修会当日）に、総合受付にてお支払いください。 

• 学生参加費（学部生のみ）を利用される場合は大会当日、総合受付にて学生証をご提示ください。 

• 本大会の会場である桜美林大学の周辺には飲食店が豊富にございますので、お弁当の事前手配・ご用意はい

たしません。あらかじめご了承ください。 

 

諸費用一覧 

参加申込区分 支払区分 大会参加費 研修参加費 懇親会費 

参加費 

（会員・非会員共通） 

事前登録（5/15まで） 5,000 円  

3,000 円 

    

事前4,000円 

 

当日5,000円 

当 日 6,000 円 

学生参加費 

（学部生のみ） 

事前登録（5/15まで） 2,000 円 
 

当 日 3,000 円 

 

※懇親会の当日参加は、席に余裕がある場合のみ受け付けさせていただきます。 

 

Ⅶ．懇親会 

Ⅷ．参加にあたっての諸費用と支払方法 

https://form.os7.biz/f/b5713c85/


 

 

 

 

 

・大会に関するお問い合わせ 

日本ヒューマン・ケア心理学会学術集会第21回大会事務局 

O-Lab.／長田心理行動科学研究所  担当：関野 

E-mail ： 2019humancare@gmail.com 

 

・研修会に関するお問い合わせ 

日本ヒューマン・ケア心理学会学術集会第21回大会・研修会事務局 

 担当:大場 

 E-mail ： 2019HC.kenshu@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅸ．大会・研修会に関するお問い合わせ 

mailto:2019HC.kenshu@gmail.com


 

 

 

 

1階ホール前 1階ホール 201号室 205号室 204号室

1階ホール前 1階ホール 201号室 205号室 204号室

開場　9:30

懇親会　17:30～19:30

場所：レストラン「ＨＡＴＯＮＯＭＯＲＩ（ハトノモリ）」　四谷キャンパス近く18:00

19:00

研修会・学術集会受付

13:00～14:00

19:00

開会式（大会長挨拶）

10:00～10:10

基調講演/シンポジウム

10:10～12:00

17:00

18:00

第2日目　学術集会　2019年6月16日（日）　桜美林大学四谷キャンパス（千駄ヶ谷）

9:00

16:00

口頭発表１

13:30～16:30
15:00

16:00

常任理事会

18:00～19:00

17:00

休憩

ティールーム

（ＰＣ設置・

データ確認可）

10:00～15:00

11:00

12:00

総会

12:00～13:00
(飲食可ルームに)

13:00

学術集会受付

9:00～14:30

クローク

9:00～16:30

理事会

9:00～10:00

ポスター貼付

9:00～10:00

10:00

ポスター発表

13:00～15:00
14:00

自主企画シンポジウム

13:30～16:30 ポスター撤去

15:00～16:00

学術委員会企画ラウンドテーブル

16:30～18:00

「ヒューマンケアと
スピリチュアルケア」

第1日目　研修会　2019年6月15日（土）　桜美林大学四谷キャンパス（千駄ヶ谷）

13:00

14:00

15:00 研修会

14:00～16:30

ポスター掲示

 
 

※申込状況によっては、時間割りや教室割りの予定を変更する場合もございます。 

Ⅹ．日程表  


