
- 1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 32回日本保健医療行動科学会学術大会に向けて 

 

 大会長  宮本真巳（亀田医療大学） 

 

第 32 回日本保健医療行動科学会学術大会は、千葉県鴨川市にある亀田医療大

学で開催致します。千葉県内では 2回目、第 18回大会以来で 14 年振りの開催

となります。大会テーマは、「セルフケアを支援する」とさせて頂きました。 

セルフケアには、自分の健康を守るためのすべての行動が含まれます。病気

を抱えているか否かを問わず、自らの健康を阻害する可能性がある全ての要因

を克服するための取り組みがセルフケアです。 

実際には、セルフケアは病気回復や再発防止に向けて、医療専門職が患者の

実行を求める行動指針として扱われてきました。当初は、医師による指示を遵守して服薬の自己管理を徹底

することが、慢性疾患患者にとって最も重要なセルフケア課題とされました。確かに、服薬中断は再発防止

にとって最大のリスク要因ですが、患者の希望とQOLを視野に入れ、医療職と患者が対等の立場で話し合

わないと、服薬管理それ自体が上手くいかないことがわかってきました。こうしてセルフケアの重点は、コ

ンプライアンスからアドヒアランスへ、そしてコンコーダンスへと切り替わりつつあります。とはいえ医療

専門職は、患者の自己決定を尊重することと、専門職の役割を貫くことのジレンマを克服し切れていないよ

うに思われます。 

一方で、医療以外の領域でセルフケアへの関心が高まりつつあり、

様々な発信が相次いでいます。病気や障害を抱える当事者のセルフヘ

ルプグル－プ、スポーツやボディワークの指導者、伝統的医療や民間

療法の関係者、企業の健康管理者などです。このように、セルフケア

が広く意識されるようになった半面、専門領域を越えた形でセルフケ

アについて語り合う機会は、まだまだ少ないように思われます。 

そこで、本大会では、健康問題に関わる様々な分野の成果を持ち寄

りながら、セルフケアとその支援について、多角的な検討を深めたい

と考えています。2 日目午後のシンポジウムでは、「進化するセルフ

ケア」と題して、当事者、看護師、社会学者、それぞれの立場から、

当事者と援助者の新たな連携について語って頂きます。 

本大会は、鴨川市をはじめとする自治体の後援を得て、観光資源に

恵まれながら全国に先駆けて超高齢化が進行する、南房総地域で初め

ての学会開催となります。大会前日には、高度先進医療を背景に地域

包括ケアを担う亀田総合病院の見学会を開催します。首都圏とは名ば

かりの遠隔地ですが、どうぞ振るってご参加ください。 

 

 

●会員勧誘のお願い● 
 
会員の皆様には、本学会に興味や関心のありそうな方々に、本学会への入会をお勧め下さいますようお願い申し

上げます。なお「日本保健医療行動科学会入会のご案内」を同封いたします。また「入会のご案内」および「入会
申込書」は、本学会webサイトからダウンロードができます。ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

 
A. Nakagawa 

日本保健医療行動科学会  
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第 32回日本保健医療行動科学会学術大会のご案内（第 3報）[2017.3.10.] 

※第 32回学術大会のチラシを同封しました。チラシは、本学会 webサイト（http://www.jahbs.info/）からもダウンロードできます。 

 

１．メインテーマ セルフケアを支援する 

 

２．日程及び場所 2017年 6月 17（土）・18日（日） 

亀田医療大学 千葉県鴨川市横渚462 （JR安房鴨川駅 徒歩12分） 

 

３．プログラム概要 
 

 ＜前日プログラム＞ 6月 16日（金） 

亀田総合病院見学会 （大会参加とは別に申し込み登録が必要です。大会参加者に限り参加可能です。） 

14：00 亀田総合病院 Kタワー 1階 正面玄関内 ロビー 集合 

                    20 名 1グループにて、40分の概要説明、40 分の施設内見学という見学ツアー 

 

 ＜１日目＞ 6 月 17日（土） 

9：30 受付開始 

10：00－10：05 開会の辞 

10：05－11：00 大会長講演『セルフケアを支援する』 宮本真巳（第 32回大会長）[みずきホール] 

11：10－12：00  一般演題口頭発表Ⅰ [第１会場 第２会場 第３会場] 

12：10－13：10 拡大理事会・顧問評議員会 [第４会場] 

13：15－14：00 総会 [みずきホール] 

14：00－15：20 特別講演『自ら立ち“治る”』 井合茂夫（亀田リハビリテーション病院 院長）[みずきホール] 

15：30－17：30 体験学習ワークショップ 

A『漢方医学にもとづいたセルフケア』 王麗華（国際医療福祉大学） 

B『パーキンソン病の方の暮らしやすい地域を目指して』 原田光子・鈴木裕子（亀田医療大学） 

C『当事者研究を体験する』 上岡陽江（ダルク女性ハウス） 

18：00 懇親会 [亀田総合病院 Kタワー13階 ホライゾン] 

 

 ＜２日目＞ 6 月 18日（日） 

9：00 受付開始 

9：30－11：10 一般演題口頭発表Ⅱ [みずきホール 第１会場 第２会場 第３会場] 

9：30－11：10 一般演題ポスターセッション [第５会場] 

12：40－13：35 理事会 [第４会場] 

13：40－15：40 シンポジウム：『進化するセルフケア―当事者と援助者の新たな連携へ―』 

（シンポジスト：松繁卓哉・安保寛明・上岡陽江 司会：宮本真巳） [みずきホール] 

15：40－15：50 閉会の言葉 

 

４．一般演題募集（採択審査有り）  ※一般演題発表の募集期間を延長 !（締切：2017年 4月 10日） 
 

 口頭発表  

●発表時間 15分＋質疑応答 10分 

※パワーポイントのみでの発表となります。会場にはWindowsパソコンをご用意いたします。パワーポイン

トの電子ファイルをUSBフラッシュメモリーにてご持参いただき、セッション開始 20分前までにデータを

会場内の発表用 PCのデスクトップ上へ登録してください。外部ディスプレイコネクター（ミニ Dsub15 ピ

ン）付きノートパソコンをご持参いただきご利用することは可能ですが、接続不能に備えてメモリーをご持

参ください。ご用意いただいた印刷資料の配布（50部程度）はご自由ですが、会場での印刷やコピーはでき

ません。 

 

  ポスター発表  

 ●ポスターサイズ：90cm（横）×180cm（縦）のパネルとなります。発表時間は 10 分＋質疑応答 5 分です。 

※ポスターは１日目 6 月 17 日 9時 30分～14時までに掲示し、6月 18 日 16時までに撤去ください。 

※発表は２日目 18日 9時 30分～11 時 10分の間に行います。 
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  演題登録及び抄録原稿提出について  

 ●演題の登録と同時に抄録原稿の提出をお願いします。抄録を審査し、採択審査をいたします。審査結果及び

発表日程と順番は登録締め切り後 1ヶ月以内に連絡いたします。 

※発表内容は保健医療行動科学に関連する研究で、国内外を問わず未発表のものに限ります。また、人及び動

物が対象である研究の場合は、倫理的配慮について抄録の本文中に明記してください。 
 

登録内容： ①演題タイトル ②氏名（フリガナ） ③所属 ④連絡先（郵便番号・住所、電子メールアドレス） 

⑤希望発表種別（口頭またはポスター） 

抄録様式： 用紙は、A４サイズ 1枚（本文 2段組み）、書式は本学会webサイトの第 32回学術大会のページ

（http://jahbs.info/taikai32.html）よりダウンロードし、添付として下記アドレスへ送信ください。 

 演題登録・抄録提出期限： 2017 年 3 月 14 日（火） 4 月 10日（月） 

 演題登録・抄録提出先： 第 32回大会実行委員会 電子メールアドレス：jahbs2017 ＠ gmail.com 

※発表登録と同時に大会事前参加申し込み（下記 5）も行ってください。 

 

  非会員の発表について  

●非会員の方は、本学会webサイトの入会申込から入会手続きを行ってください。非会員のまま抄録にお名前

を載せて演題抄録を提出された方は、平成 29 年 4 月 22 日（日）までに入会手続きを行ってください。この

時点で入会手続きをされていない場合、提出抄録に記載された非会員の発表者（共同発表者を含む）のお名

前は、大会事務局で削除させていただきます。 

 

５．大会参加費、懇親会費 事前参加申し込み方法 

 大会参加費  事前申込： 会員¥5,000、非会員¥6,000、大学院生¥4,000、非会員一日参加者・学部学生¥3,000 

※当日参加はいずれも¥1,000増しです。 ※一日参加は非会員の方のみの設定です。 
 

 懇親会費  会員・非会員¥5,000 

 

 事前参加申し込み方法  下記 1) 参加登録と 2) 参加費振り込みをお願いします。 

1) 参加登録：第 32回大会専用の登録フォームで、次の事項①～⑪（①～⑨は必須）について参加登録を行っ

てください。 

    ①メールアドレス  ②郵便番号  ③住所  ④氏名  ⑤フリガナ  ⑥所属  ⑦参加種別 

⑧懇親会の参加の有無 ⑨振り込み金額 ⑩体験学習ワークショップへの参加希望 ⑪質問等 

第 32回大会専用の登録フォーム： https://goo.gl/forms/HcUVv15rqnQgYBqR2 

※WEB登録できない方は、上記①~⑪を記した用紙を FAX（04-7094-5676）まで、送信してください。 

折り返し、登録されたことを返信させていただきます。 

2) 参加費振り込み： ゆうちょ銀行（郵便局）の下記の口座（総合口座）に振り込んでください。 

※下記口座は、振替口座ではありませんので「払込取扱票（郵便振替）」では払い込みできません。 
 
【ゆうちょ銀行から振り込む場合】ゆうちょ銀行 口座番号：１０５６０－８１５５１９５１ 

受取人名：ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕｳﾆｶｲｼﾞﾔｳﾋﾞｽﾀｲｶｲ 
 
【他の金融機関から振り込む場合】銀行名：ゆうちょ銀行，店名：〇五八 店（ゼロゴハチ店），種目：普通 

口座番号：８１５５１９５，受取人名：ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕｳﾆｶｲｼﾞﾔｳﾋﾞｽﾀｲｶｲ 
 

※事前参加申し込みの期限は 2017年 5 月 26日（金）となります。お振り込みの完了をもって登録となりま

す。参加登録をされましても、上記期限までにお振り込みがない場合は当日料金となります。お振り込み

の手数料は申し込み者ご自身でご負担ください。確認のため、学術大会当日は、参加登録時の自動返信メ

ール又はファックスのコピーをご持参ください。 

 

６．亀田総合病院見学会 無料 （大会参加とは別に申し込み登録が必要です。大会参加者に限り参加可能です。） 

  詳細は、本学会webサイトの第 32回学術大会のページ（http://jahbs.info/taikai32.html）を閲覧ください。 

 

７．大会事務局・問い合わせ先 

第 32回日本保健医療行動科学会学術大会実行委員会事務局  事務局長 平山 香代子 

電子メール：jahbs2017 ＠ gmail.com  電話：04-7094-5672  ファックス：04-7094-5676 

〒296-0001 千葉県鴨川市横渚 462 亀田医療大学 看護学部 マクロ看護学研究エリア内 

http://jahbs.info/entry.html
https://goo.gl/forms/HcUVv15rqnQgYBqR2

