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ご挨拶 

 

時下、皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

2020 年は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大により人々の生活が大きく変わり、

New Normal が求められています。世界の感染者数は今年４月現在、世界では 1 億 4500 万人を超え、

日本においても 55 万人を超えています。徐々にエビデンスが出され、ワクチン接種も始まりましたが、第

4 波に至っており、学術集会開催にあたっては、現段階ではハイブリッド開催を基本とし、全面 WEB 開催

への移行も視野に今後の動向を注視しています。 

新型コロナウイルス感染症の問題では高齢者のことが中心に報道されますが、子どもの生活環境にも

大きな変化をきたし、子どもの健康問題においても実は様々な影響が広がっています。受診控えにおいて

は小児科が最も影響を受けているとの報道もあり、一般社団法人 日本小児看護学会の調査からは、身

体的/発達的問題では「活動量の低下による影響」「緊急事態宣言中の家庭内事故の増加」「面会規制

による退行現象」、精神的な問題では「面会制限による子どもと家族の精神的不安定」「学校に行けない

ことによる自傷行為の増加、不定愁訴など心因性の症状増加」など様々な影響が見えてきました。 

日本子ども健康科学会は、1999 年に発足した『子どもの心・体と環境を考える会』（初代理事長：故 

飯倉洋治先生）を母胎とした学会です。医学・教育学・臨床心理学など学際的な研究協力体制を築き、現

場のニーズに応える研究を推進することを目指して活動し、現在は大矢幸弘理事長（国立成育医療研究

センター）の元で、より多方面の学会・団体と連携した活動を広げるべく、鋭意努力しているところです。 

また、愛知県においては、2004 年長嶋正實先生、2008 年横田雅史先生、2013 年宇理須厚雄先生、

昨年の第 22 回伊藤浩明大会長による web 開催「生きる力を育てる」に続く第 5 回目の開催となります。 

 

新型コロナウイルス感染症流行拡大の影響で、第 21 回（2020 年 3 月）は誌上開催、2020 年度の

第 22 回は web 開催となりましたので、今年度はせめて現地開催と web とのハイブリッド開催を目指し

ております。 

本会の運営は参加者の会費徴収により充当すべきものではありますが、会費や研修会の助成には限度

があり、皆様のご支援を仰がなくてはならないのが実情でございます。 

経済状態の厳しい時代にこのようなお願いをするのは大変心苦しいことではありますが、ご理解のうえ、

格別のご支援、ご賛助を賜りますようお願い申し上げます。 

末筆ではございますが、ますますのご発展をお祈り申し上げます。 
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開 催 要 領 
１．学会の名称 

  第 23 回 日本子ども健康科学会学術大会 

 

２．テーマ 

  生きる力・つながる力 

 

３．大会長 

 浅野みどり（名古屋大学大学院 総合保健学専攻 教授） 

副大会長 

 伊藤 浩明（あいち小児保健医療総合センター センター長） 

 

４．共催 

  日本小児臨床アレルギー学会 

 

５．開催日 

メイン日程： 令和 3 年 12 月 11 日(土)－12 月 12 日（日） 

    ＷＥＢ開催日程 ： メイン開催日程以降 12 月末(予定) 

 

６．開催形態 

  名古屋大学大幸キャンパス ＆ Web とのハイブリッド開催 

（メイン開催日の双方向リアル配信、および オンデマンド配信） 

 

７．おもなプログラム内容（予定） 

 12 月 11 日（土）午後 ～ 12 月 12 日(日) 

（１）特別講演等  2 講演 

（２）シンポジウム  ３企画（①理事会企画：認知行動療法 ②きょうだい支援 ③学習支援） 

（３）一般演題         １５題程度の予定 

     

８．参加予定人員 約 110 名 （医師 30 名、看護師・臨床心理士・栄養士等 60 名、学生 20 名） 

  参加費   会員 4,000 円、非会員 6,000 円、学生 1,000 円 

日本小児臨床アレルギー学会員は会員価格 

   
  



９．予 算 計 画 

 

（１）収入   

 １）学術大会補助費  100,000 円 

 ２）寄付金・広告収入  300,000 円 

 ３）大会参加費  420,000 円 

 正会員￥4,000×70 名  

 非会員￥6,000×20 名  

 学生  ￥１,０００×20 名   

   

 合計    820,000 円 

   

（２）支出   

１）通信運搬費  40,000 円 

  2)オンラインシステム会議費  220,000 円 

  ３）講師等謝礼  192,000 円 

  ４）人件費・委託費  300,000 円 

  ５）雑費  68,000 円 

   

 合計    820,000 円 

  
10．大会事務局 

   名古屋大学大学院医学系研究科 総合保健学専攻 

事務局長 新家 一輝 

〒461-8673  愛知県名古屋市東区大幸南 1-1-20 

TEL＆FAX 052-719-1566 

                E-mail  niinomi@met.nagoya-u.ac.jp 

                  大会専用アドレス confe23@jshschild.jp 

 

運営事務局 

認定 NPO 法人アレルギー支援ネットワーク 

事務局長 鹿嶌英子 

〒４５３- 0042 名古屋市中村区大秋町 2 丁目４５−６ 

電話 052-485-5208  ファックス 03-6893-5801  
   E-mail info@alle-net.com 

   URL https://www.alle-net.com/ 

 



広告掲載要項 

１．媒体名 

  １）第 23 回日本子ども健康科学会学術大会プログラム・抄録集（PDF） 

  ２）第 23 回日本子ども健康科学会学術大会ホームページ バナー広告 

２．配布対象 

第 22 回日本子ども健康科学会学術大会参加者、後援団体等 

３．掲載時期・費用 

  １）抄録集 PDF（2 万円）： 令和 3 年 11 月末～12 月の予定 

  ２）ホームページ バナー広告(3 万円)： 令和 3 年 6 月～ 

４．広告募集総額 

  １００，０００円（予定額）  

６．広告掲載金の用途 

プログラム・ホームページ作成費用等 

完成したプログラム・抄録 PDF を進呈致します 

７．広告料 

A５版横 カラー ２万円 （2-4 枠募集予定） 

ホームページバナー広告 3 万円 （2-3 枠募集予定） 

８．募集期間 

令和 3 年 6 月 1 日（火）～令和 3 年 1０月 1 日（金） 

９．広告提出締切日 

  令和 3 年 10 月 15 日（金）までに電子データでご提出ください。 

１０．申込送付先 

趣意にご賛同賜り，ご協力いただけます場合には同封の申込書ご記入の上、大会事務局宛にご返

送いただければ幸甚です。メールでお送りいただいても結構です。 

 ＜申込書送付先＞（大会事務局） 

〒461-8673  愛知県名古屋市東区大幸南 1-1-20 

名古屋大学大学院医学系研究科 総合保健学専攻 

事務局長 新家 一輝 

TEL＆FAX 052-719-1566(ダイヤルイン) 

                E-mail  niinomi@met.nagoya-u.ac.jp 

                  大会専用アドレス confe23@jshschild.jp 

１１．広告掲載費 払込口座（運営事務局） 

 【郵便振替（ゆうちょ銀行からお振込み）の場合】 

郵便振替口座番号：00870-9-218347 

加入者名：認定 NPO 法人アレルギー支援ネットワーク 

【ゆうちょ銀行以外からお振込の場合】 

ゆうちょ銀行 〇八九（ゼロハチキュウ）店 

当座預金 0218347 

口座名義：認定 NPO 法人アレルギー支援ネットワーク 



第 23 回日本子ども健康科学会 学術大会 

広告掲載申込書 

 
 別紙の趣意書に基づく、第 23 回日本子ども健康科学会学術大会の趣旨に賛同し，下記の広告掲載を

申し込みます。 ※①プログラム・抄録集（PDF）、②HP のバナー広告について、ご希望項目の☐に✓を

入れお示しください。 

 

□ ① A５版 掲載費 20,000 円（募集数：A５版 2-4 枠を予定しております） 

□ ② 第 23 回日本子ども健康科学会学術大会 HP バナー広告掲載費 30,000 円（２-３枠を予定し

ております） 

  

令和３年  月  日 

 

           金 額             円也      振込予定日  令和 3 年  月  日頃 

【貴社／貴団体 御芳名】 

 

【御住所】 

 

【御担当者名】 

TEL：                          FAX：       

E-mail： 

 

＜広告掲載費 払込口座＞（運営事務局）    

【郵便振替（ゆうちょ銀行からお振込み）の場合】 

郵便振替口座番号：00870-9-218347 

加入者名：認定 NPO 法人アレルギー支援ネットワーク 

 

【ゆうちょ銀行以外からお振込の場合】 

ゆうちょ銀行 〇八九（ゼロハチキュウ）店 

当座預金 0218347 

口座名義：認定 NPO 法人アレルギー支援ネットワーク 
 

【申込書送付先および問合せ先】 （大会事務局）  事務局長 新家 一輝 

名古屋大学大学院医学系研究科 総合保健学専攻   

〒461-8673  愛知県名古屋市東区大幸南 1-1-20 

TEL＆FAX 052-719-1566 

                E-mail  niinomi@met.nagoya-u.ac.jp 

             大会専用アドレス confe23@jshschild.jp 


