日本看護技術学会第 16 回学術集会

寄付助成金・広告掲載・展示出展のお願い
（趣意書、募集要項）

日本看護技術学会第 16 回学術集会
大 会 長 本庄 恵子
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日本看護技術学会第 16 回学術集会について
つなぐ ひろがる 看護のわざ
第 16 回学術集会のメインテーマは、「つなぐ ひろがる 看護のわざ」です。
より良い看護のわざは、それが言語化され実証されることによって、多くの人に
それを伝え、つなぎ、ひろめていくことができます。
看護のわざは、看護専門職者や多職種専門家とのつながりのなかで磨かれ、ひろ
がるということがあるでしょう。日本看護技術学会の特徴のひとつに、看護実践家
と看護教育研究者がともに関心のあるテーマに取り組み、実践的にも教育研究的に
も「看護のわざ」を探求していることがあると思います。また、看護専門職者と産
業界も含めた他職種との協働的な取り組みも行われてきています。このような地道
な取り組みを発展させ、良質な看護のわざをさらにひろめるにはどのようにすれば
よいかを考えてみたいと思います。
看護のわざをつなぎひろめるということを考える時、「一人ひとりの力をいかす」
という視点が欠かせないと考えます。この一人ひとりの力には、私たち看護専門職
者、他職種、そして、看護を必要としている当事者の力が含まれます。超高齢社会
を迎え、さまざまな健康上の課題とともに生きる人が増加しています。一人ひとり
の「どう生きていきたいか」という考えに寄り添いながら、その人の持てる力を生
かすような看護のわざの吟味が必要といえるでしょう。「一人ひとりの力をいかす」
ためには、看護を必要としている当事者や協働する多職種専門家の特性や強みをよ
く理解すること、そして、私たち看護師自身が自分たちの「看護のわざ」、すなわち、
専門性を認識することが必要なのではないでしょうか。看護のわざをつなぎひろめ
るうえで、当事者を含めた新たな協働の方略の検討が大切になると思います。
１人の看護師の良質な看護のわざ、１つの良質な看護のわざは、つないでいかな
ければ消えていきます。看護のわざの根底にある大切なものは何かを問い直し、世
代を超えて継承していければと思います。
第 16 回の学術集会では、看護のわざはいかにつながりひろがってきたか、そして、
未来に向けて、より良い看護のわざをいかにつなぎひろめていくかを皆さまと一緒
に考えていきたいと思います。皆さまのご参加を心よりお待ちしています。

日本看護技術学会第 16 回学術集会
大会長 本庄 恵子
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日本看護技術学会第 16 回学術集会
事業計画書
【会 期】

2017 年 10 月 14 日（土）〜15 日（日）

【会 場】

日本赤十字看護大学
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 4-1-3

【会 長】

本庄

【参加者】

看護師、助産師、保健師、医師、看護学生、他

【参加予定人数】

約 700 名

【事業内容（予定）】

1. 日本看護技術学会に属する学会員の学術発表

恵子（日本赤十字看護大学）

2. 日本看護技術全般にわたる臨床的、基礎的諸問題に
関する討議
3. 特別講演

2題

4. 会長講演

1題

5. シンポジウム・キーセッション

5題

6. 一般演題（口演・示説）
7. 交流セッション
【事務局】

日本赤十字看護大学
日本看護技術学会第 16 回学術集会
事務局長：吉田みつ子
E-mail: jsnas16@redcross.ac.jp
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100 題
15 題

事務局

日本看護技術学会第 16 回学術集会
寄付助成金募集要項

【寄付助成金】
趣意にご賛同賜り、ご協力いただけます場合には、別紙の申込用紙に必要事項を記入の上、
下記宛までお送り下さい。また、下記口座にお振り込み下さい。
※申込書は、日本看護技術学会第 16 回学術集会ホームページ
http://www.jsnas16.jp/
から、ダウンロードすることもできます。
募集期限
振込期限

2017 年 7 月 07 日（金）まで
2017 年 7 月 14 日（金）

問い合わせ・申込先： 〒150-0012
東京都渋谷区広尾 4-1-3 日本赤十字看護大学
日本看護技術学会第 16 回学術集会 事務局
事務局長：吉田みつ子
E-mail: jsnas16@redcross.ac.jp

寄付助成金振込口座：
【銀行名】ゆうちょ銀行 【店名】〇一九（ゼロイチキュウ） 【店番】０１９
【預金種目】当座

【口座番号】０４２０４９０

【口座名】日本看護技術学会第 16 回学術集会
（ﾆﾎﾝｶﾝｺﾞｷﾞｼﾞｭﾂｶﾞｯｶｲﾀﾞｲｼﾞｭｳﾛｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ）
【振込人名】企業名をご入力下さい
※領収書は銀行の振込金受領書をもって代えさせていただきます

3

日本看護技術学会第 16 回学術集会
広告掲載募集要項

【広告掲載】
広告掲載媒体
抄録集サイズ
配布対象
掲載料金
広告原稿

申込方法

申込期限
振込期限

日本看護技術学会第 16 回学術集会抄録集
A4 版 発行部数 1,000 部（予定）
会員および学術集会参加者
後付 1 頁（白黒）
50,000 円
後付 1/2 頁（白黒）
30,000 円
オフセット印刷につき、紙焼き、ポジフィルムにてお願いいたしま
す。
CD（イラストレ－タ、PDF）などの電子媒体でお送りいただいても結
構です。その場合は確認用にプリントアウトした用紙を同封いただ
き、作成ソフト（バージョンなども）を記載して下さい。
別紙の申込書に必要事項をご記入の上、広告版下と共に下記宛まで
お送り下さい。また、下記口座にお振り込み下さい。
※申込書は、日本看護技術学会第 16 回学術集会ホームページ
http://www.jsnas16.jp/ から、ダウンロードすることもできます。
2017 年 7 月 07 日（金）
2017 年 7 月 14 日（金）
※請求書が必要な場合はお申し出下さい。

問い合わせ・申込先：
住所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 4-1-3 日本赤十字看護大学
日本看護技術学会第 16 回学術集会 抄録集担当：佐々木幾美
E-mail：jsnas16@redcross.ac.jp

広告掲載費振込口座：
【銀行名】ゆうちょ銀行 【店名】〇一九（ゼロイチキュウ） 【店番】０１９
【預金種目】当座

【口座番号】０４２０４９０

【口座名】日本看護技術学会第 16 回学術集会
（ﾆﾎﾝｶﾝｺﾞｷﾞｼﾞｭﾂｶﾞｯｶｲﾀﾞｲｼﾞｭｳﾛｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ）
【振込人名】企業名をご入力下さい
※領収書は銀行の振込金受領書をもって代えさせていただきます
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日本看護技術学会第 16 回学術集会
展示出展募集要項
１．展示会場： 日本赤十字看護大学
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 4-1-3
２．展示日程： .2017 年 10 月 13 日（金） 搬入 16:30～20:00
（予定）
14 日（土） 展示 9:00～16:00
15 日（日） 展示 9:00～15:30 搬出 15:30～17:00
＊プログラムの都合で変更になる場合がございますので、ご了承下さい。
３．展示ブ－ス及び書籍（販売）ブ－ス
１ブース：間口約 240 ㎝×奥行約 160cm のスペース
＊ブースの範囲内で長机（120cm か 150cm×45cm）2～3 基、椅子 2 脚（ご希望で増可）
をを自由に並べて使用可能です。
＊電源は通常のコンセントです。電源よりやや遠い場合もありますので、延長コード
をご持参下さい。
＊ブース予定場所は別紙をご参照下さい。
４．出展料（電気代含）
1 ブース 40,000 円
５．ブースの割当
出展物の種類、ブース数により主催者にて決定し、8 月下旬にご連絡いたします。
６．その他
1） 各出展物、販売物の管理は出展者が責任を負うものとし、盗難・紛失・損害等
について、主催者は補償を含めた一切の責任を負いかねます。各社にて保険に
加入するなどの措置をお取り下さい。10 月 13 日、14 日の夜間は、キャスター
付き長机の上に乗せた状態で施錠可能な教室に移動し保管することは可能です。
2） 出展者の行為により事故が発生した場合は、該当出展者の責任において解決す
るものとし、主催者はこれに対し一切の責任を負いません。
７．申し込み
申込方法 別紙申込書に必要事項をご記入の上、下記宛までお送り下さい。
※申込書は、日本看護技術学会第 16 回学術集会ホームページ
http://www.jsnas16.jp/ から、ダウンロードすることもできます。
※申込が多数となることが見込まれますので、先着順とさせていただきます。
申込の諾否をご連絡しますので、その後、下記口座にお振り込み下さい。
申込期限 2017 年 7 月 07 日（金）
振込期限 2017 年 7 月 14 日（金）
＊請求書が必要な場合はお申し出下さい。
８．問い合わせ先
住所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 4-1-3 日本赤十字看護大学
日本看護技術学会第 16 回学術集会 会場担当：住谷ゆかり
E-mail：jsnas16@redcross.ac.jp
展示出展料振込口座：
【銀行名】ゆうちょ銀行 【店名】〇一九（ゼロイチキュウ） 【店番】０１９
【預金種目】当座

【口座番号】０４２０４９０

【口座名】日本看護技術学会第 16 回学術集会
（ﾆﾎﾝｶﾝｺﾞｷﾞｼﾞｭﾂｶﾞｯｶｲﾀﾞｲｼﾞｭｳﾛｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ）
【振込人名】企業名をご入力下さい
※領収書は銀行の振込金受領書をもって代えさせていただきます
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日本看護技術学会第 16 回学術集会

寄付助成金申込書

申込期限：2017 年 7 月 7 日（金）

寄付助成金：

円

趣意に賛同して上記金額を運営費用の資金として寄付いたします。

2017 年

月

日

振込予定日

会社名：

印

担当部署・担当者：

住所：〒

TEL.（

）

-

FAX.（

6

）

-

日本看護技術学会第 16 回学術集会

広告掲載申込書

申込期限：2017 年 7 月 7 日（金）
日本看護技術学会第 16 回学術集会の広告募集案内に従い、下記のとおり申込みます。

2017 年

月

日

広告名（商品名等）

□ 後付

1 頁（白黒）

50,000 円

□ 後付 1/2 頁（白黒）

30,000 円

会社名：

印

担当部署・担当者：

住所：〒

TEL.（

）

-

FAX.（

7

）

-

日本看護技術学会第 16 回学術集会

展示出展申込書

申込期限：2017 年 7 月 7 日（金）
日本看護技術学会第 16 回学術集会の展示出展募集案内に従い、下記のとおり申込みます。

2017 年

月

展示申込

日

ご希望ブース数

ブース

御希望の長机数（120cm または 150 ㎝）
椅子数（120cm または 150 ㎝）

基
脚

主な展示品

電気使用

□ 有（使用電気容量
約
Kw）
＊スポットライトなどを使用する場合も「有」として下さい。
□ 無

会社名：

印

担当部署・担当者：

住所：〒

TEL.（

）

-

FAX.（

8

）

-

