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関連学会の活動 第 1回国際看護・学校保健シンポジウム及び

第 5回スペイン看護・学校保健大会 (バーチャル学会)の ご案内

面澤 和子 (弘前大学名誉教授 )

このシンポジウムは,国際スクールナース・ヘルスプロモーション学会 (ISNA:International Association of

School Nurses&Health PrOmodOn)と スペイン看護・学校保健学会 (ACEESE:Spanish Scieninc Association of
Nursing and Scho01 Health)の 共催である ISNAは ,教育センターで世界中の児童生徒のために,学校での医療支

援と健康増進を提供する権利を求めて日々仕事に励むすべての看護師の支援を目的としている

(目 的〉諸外国のSNの経験や日常業務を共有し,SNの仕事を可視化 して,配置数を明確にする 国内及び国際的な

SNの緊密な絆を確立し,国際レベルの学校看護基準を作成する 学校看護及びヘルスプロモーションに関する研究

論文等を公開し,利用可能とする SNの 適切な養成と実践の高度化を図り,学校看護を通 じて健康管理と健康教育

を促進し,他の専門家と共働して,国際大会,会議,セ ミナーを開催する

【使命I SNの知識と経験を統合して,世界中のすべての学校で適切な健康管理と教育を保証する

【ビジョンI SNが今日の社会に不可欠であることを示す (関心のある方は以下の要項をご参照下さい〉
1.主 催 :国際看護・学校保健学会 (ISNA)及 びスペイン看護・学校保健学会 (ACEESE)
2 日 時 :2022年 3月 23日 (水 )～25日 (金),1520時 (CET(中 央ヨーロッパ時間),日 本時間23時 -4時

)

3 主要テーマと分科会 :(1)学校の看護師の能力と役割,(2)特別支援が必要な子供と青少年,(3)健康教育とプロモー

ション,(4)学校の健康調査,(5)学生の健康記録,(6)ス クールナースの養成,(7ン ンヾデミッ

ク時のヘルスケア,(8)そ の他の諸課題

4.抄録の提出 (提出期限 :2021年 10月 20日 迄)

1)すべての抄録の特性 :題名,筆頭著者 (口 頭・ポスター発表の責任者),共同研究者 (筆頭著者を含めて 5人
以下 全著者を登録すること),電 子メール

2)書式 :最大250ワ ー ド.・ はじめに,目 的,方法論,結果,お よび結論,・ 電子メールで発表形式 (ポスターか

口頭発表)を 明記する, ・使用言語 :ス ペイン語,英語, またはフランス語が可能

推奨 :パ ワーポイントは口頭発表の使用言語 とは異なる言語 も可能 (ス ペイン語か英語が望ましい)

3)抄録提出先 :aceese nadonal@gmailcom(全 国大会),おna schodnurses@gmailcOm(シ ンポジウム)

5.参加登録情報 (2021年 10月 25日 ～2022年 3月 20日 迄 )

1)ISNA/ACEESE/ACISE会 員 :20C(ユ ーロ,早期申込 :2022年 1月 15日 迄),30C(延 滞料 :2022年 3月 20日 迄 )

非会員 :70C(早期申込 :2022年 1月 15日 まで)185C(延 滞料 ).

2)参カロ費支払い :口座名義 :ASSOCIAC16 CATALANA D'INFERMERIA I SALUT ESCOLAR

IBAN(国 際銀行日座番号):ES70 2100 0191 1102 0025 1451

BIC(金融機関識別コー ド):CAIXAESBBXXX
科学委員会は20の 回頭発表を選択する 招聘講師は無料

6 回頭およびポスター発表 (抄録通知は,2021年 10月 20日 ～24日 )

1)ポスター :組織委員会が指定した定型書式で発表すること

2)口頭発表 :10分のビデオ発表

3)シ ンポジウムの口頭発表は,で きれば英語で行う

ただしビデオに英語の字幕,パ ワーポイントが英語の場合は,

スペイン語またはフランス語で発表してもよい

4)すべての回頭発表とポスター発表は,パ ワーポイントを用いる

7.抄録の要件 :。 最大1750～ 2500語 (文献を含む),

・タイトル,著者名,お よび電子メールを記載する
。フォント:Time NewRoman,

・使用言語 :英語,ス ペイン語, またはフランス語

・提出期間 :2021年 7月 30日 ～9月 30日

●ISNAの ホームページは次の通り.ISNA:www.isna info
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