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お知らせ

1．平成 25 年度年次カンファレンスのご案内と一般演題の募集

　本研究会は、年に一回、年次カンファレンスを実施しております。本年度は、以下の日時で実施い

たしますので、ご参加ください。プログラムについては、追ってご案内いたします。また、一般演題

を募集いたしますので、ご応募ください。

1）　開催日時・場所：平成 26 年２月 22 日（土）

　　　　　　　　　　パシフィコ横浜（神奈川県横浜市西区みなとみらい 1丁目 1-1）

2）　一般演題の募集

➢　募集演題：募集する演題は、医療事故防止に関するもの、事故対応に関係するもの、紛争の未

然防止や生じた紛争の解決に関するもの、医療倫理や医療政策に関するものなど、

医療安全・紛争対応に広く関係するものとします。

➢　応募資格：本会会員（共同演者についてはこの限りではない）

➢　応募方法：A4 用紙に下記の事項について記載し、電子メールにて応募してください。

【記載事項】

①発表者氏名・所属機関名・連絡先（住所・電話番号・電子メールアドレス）

②共同演者氏名・所属機関名（共同演者は４名までとする。）

③演題名

④抄録（600 字以内）

⑤採用通知先（電子メールアドレス、もしくはファックス番号）

3）　応 募 先：e-mail smcmconference-group@umin.net

4）　応募期間：平成 25 年 12 月５日（木）までとします。募集演題については、査読の結果、採否を

決定します。採用演題に限り、その結果を 12 月 12 日（木）までに指定の連絡先へ通

知します。

5）　発表方法と発表時間

　発表は、口頭で行うものとし、発表時間は 15 分以内とします。なお、発表者は発表資料を

平成 26 年１月 14 日（火）までに、本会までに提出していただきます。詳細は、採否結果と同時

に通知します。

2．平成 25 年度地方セミナーのご案内

　下記のとおり、各セミナーの開催を予定しております。参加申込み等につきましては、随時、当研

究会ホームページでお知らせいたしますので、ホームページをご覧下さい。ご参加をお待ちしており

ます。（http://plaza.umin.ac.jp/dhsc/）

　　・平成 25 年 10 月 26 日（土）　中国・四国セミナー（岡山市・ママカリフォーラム）

52



3．医療事故 ･紛争対応研究会 入会のご案内

1）　入会申込方法

　下記の当研究会ホームページよりお申込み下さい。

　http://plaza.umin.ac.jp/dhsc/

2）　入会審査

　入会申込書を受領後、世話人会で入会審査を行い、入会が認められた場合には、年会費の振込

先銀行口座をご連絡致します。

3）　年会費

⑴　年会費は、3,000 円です

⑵　納入された会費については、理由の如何を問わず返還いたしません。

4）　退会について

⑴　退会を希望される方は、上記宛に E-mail にて、その旨をご連絡下さい。

　　E-mail:smcm-nyukai@medical-tribune.co.jp

⑵　年会費を継続して３年以上滞納した場合は、理由の如何を問わず、会員資格を喪失します。
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医療事故・紛争対応研究会　会則

第一条（名称）

本会は、医療事故・紛争対応研究会と称する。英文名を The society of medical conflictmanagement 

とする。

第二条（事務局（本部）・地方事務局）

本会は、事務局（本部）、および必要に応じて地方事務局を置く。

第三条（目的）

本会は、医療事故対応の問題をはじめ、医療事故・医療紛争の問題を真に解決するために、次条に

掲げる事業を行うことによって、安全・安心な医療の確立に貢献することを目的とする。

第四条（事業）

本会は、次の事業を行う。

　１）年次カンファレンスの開催

　２）地方セミナーの開催

　３）オンラインジャーナルの発行

　４）医療事故・紛争対応人材養成講座の開催

　５）その他、会の目的を達成するために必要な事業

第五条（会員）

本会は、その会員を「正会員（以下、会員）」および「賛助会員」とする。

１）正 会 員：前条に定める地方セミナーないしは人材養成講座を受講した者をはじめ、本会の

事業に積極的に参加する意思があり、世話人会が入会を認めた者

２）賛助会員：会の趣旨に賛同し前条に掲げる事業の遂行を支援する団体のうち、世話人会が賛

助会員と認定した団体

第六条（世話人）

本会は、世話人を置き、任期を 2 年とする。なお、世話人は、別に定める方法により選出する。

第七条（世話人会）

本会は、会の運営に関する諸事項を審議・決定するために、世話人会を置く。世話人会は前条で規

定した世話人で構成され、議決は世話人の半数を持って可とする。
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第八条（総会の開催）

本会は、世話人会の招集により、年１回、総会を行う。総会は、世話人会が必要と認めたときも

開催することができる。総会の運営方法については別に定める。

第九条（会費）

本会は、会員から年会費を徴収する。年会費の額等については別に定める。

第十条（会員資格の喪失）

会員は、次の場合その資格を喪失する。

　１）本人が退会を申し出た場合

　２）年会費を継続 3年以上滞納した場合

　３）総会の決議により除名された場合

第十一条（資産とその管理）

本会の資産は次のとおりとし、その管理は事務局（本部）が行う。

　１）会費収入

　２）事業に伴う収入

　３）寄附金品

　４）その他の収入

第十二条（監事）

本会は、会務ならびに会計に関わる事項について監査するために 2名の監事を置く。

監事は、年一回、総会において会員に対しその結果を報告する。

第十三条（顧問）

本会は、事業を遂行するうえで必要と認めた場合、世話人会の議決により、会に顧問を置く。

第十四条（会則の変更）

会則の変更は、世話人会の議決により行う。会則を変更した場合、世話人会は、会員に対しその旨

を報告しなければならない。

付　則

本規約は、平成 17 年 10 月 23 日をもって発効する。
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1．投稿資格

　原則として、第一著者が、本会会員であること。

2．投稿方法および投稿先

　投稿は、電子メールでのみ受け付ける。アドレスは以下の

とおり。

hsc2-group@umin.ac.jp

　投稿の際には、電子メールの件名に、「投稿（執筆者氏名）」

と記すこと。

　受け取り後、受領通知が、投稿の際のアドレスに送られる。

投稿後、10 日を経過しても受領通知が届かない場合は、下記

まで、連絡のこと。

FAX：0120-286-575

3．投稿原稿の表紙

　投稿の際には、原稿の 1頁目に、以下を記入すること。

①投稿原稿の種類 （下記 4の①から⑤）

②原稿のタイトル

③原稿のキーワード（5つ）

④著者（ら）の氏名、所属施設、住所

⑤連絡先（E-mail アドレス、電話番号、ファックス番号）

4．投稿原稿の内容 ･種類 ･文字数

　投稿原稿は、医療事故防止に関するもの、事故対応に関係

するもの、紛争の未然防止や生じた紛争の解決に関するもの

など、医療安全 ･紛争対応に広く関係するものとする。

　受け付ける原稿は以下のとおりとする。なお、査読の結果、

応募した種別とは異なる種別での採用とすることがある。

①論壇（政策，動向等に関する提言など）

　 ･ 図表を含め 4000 字以内（文献は除く）

②実践報告（実際に取り組んだ活動の報告）

　 ･ 図表を含め 4000 字以内（文献は除く）

　 ･ 冒頭に 200 字以内の要旨を添付のこと

③調査報告 ･事例報告（判例紹介等も含む）

　 ･ 図表を含め 4000 字以内（文献は除く）

　 ･ 冒頭に 200 字以内の要旨を添付のこと

④総説（研究論文等の総括および解説）

　 ･ 図表も含め 8000 字以内（文献は除く）

　 ･ 冒頭に 400 字以内の要旨を添付のこと

⑤原著（独創的な研究論文）

　 ･ 図表を含め 8000 字以内（文献は除く）

　 ･ 冒頭に 400 字以内の要旨を添付のこと

＊なお、①から③における文献の記載は 20 件以内とする。

5．投稿原稿の採否審査

①投稿原稿の採否は、査読の上、決定する。査読の結果、加

筆や修正をお願いすることがある。

②審査の詳細はお知らせしない。

③査読の際、投稿原稿について修正を求めることがある。修正

を求められた原稿は指定期間（3 ヶ月）以内に再投稿する

こと。なお、修正原稿の送付時には、修正を求められた事項

とそれに対応する回答を原稿とは別に添付すること。3ヶ月

を過ぎて投稿した場合には、それは新規の投稿として扱う。

6．著者校正

　原稿の掲載が決定した場合、編集ずみの原稿を、著者校正

のため、連絡先の電子メールに送付する。なお、この時点で

の修正は、誤記等の簡単な修正にとどめること。それ以外の

加筆がなされているとみなされた場合には、掲載採用を取り

消すことがある。また、定められた返送期日（10 日間）は厳

守のこと。

7．著作権

　掲載原稿の著作権は本会に帰属する。

医療事故 ･紛争対応研究会誌　投稿規程

56


	研究会誌vol_7（本文）_0001
	研究会誌vol_7（本文）_0002_0001

