
開催趣意書

（慶應義塾大学看護医療学部・大学院健康マネジメント研究科）

■ランチョンセミナー
■抄録集広告掲載
■企業展示会

第21回
日本看護管理学会学術集会

学術集会長 小池 智子

The 21st Annual Conference of the Japan Academy of Nursing Administration and Policies



ご 挨 拶

謹啓 新秋の候、貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、平素より格別なるご支援を賜り、厚く御礼を申し上げます。
さて、この度、私どもは2017年8月19日（土）・20日（日）にパシフィコ横浜におきまして、「第

21回日本看護管理学会学術集会」を開催させていただく運びとなりました。
一般社団法人日本看護管理学会は、看護管理・政策に関わる研究者、教育者、実践者
等から成る学術学会として1997年に設立されました。発足当初350名だった会員数も、現在
では4,400名を越え、毎年の学術集会には医療機関の看護管理者を中心に大勢が集い、
今年の学術集会には約4,300名もの方々に参加いただきました。医療提供体制が大きく変
化し、安全で質が高く地域医療に貢献する医療サービスが求められる中、看護管理者が果
たすべき役割はますます大きくなってきています。このような中、本学術集会は、効果的な
マネジメントの手法や政策情報を得るとともに、優れた看護管理者や研究者等との交流が
できる機会として、多くの皆さまに高い評価をいただいております。
第21回学術集会のメインテーマは、「看護管理の『シンカ』」です。看護管理の「真価」を軸
に、看護管理者がこれまでに積み上げてきた活動と研究の成果・知見をさらに深く掘り下げ
て磨き上げる「深化」、社会のニーズを捉えてしなやかに変化し発展を図る「進化」、既存の
枠に囚われずに新しい価値を創りあげる「新化」、この４つの「シンカ」を追究するというメッセ
ージを込めて、意義深くかつ魅力的なプログラムを企画しております。
学術集会の開催に関しましては、諸経費の節約を旨として参加費を基に運営いたす所存
でおりますが、何分にも参加費は限られており、各方面からのご支援を賜わらなければ、大
変難しい状況にございます。
つきましては、本学術集会の趣意にご賛同頂きまして、ご支援とご協力を賜りますようお願
い申し上げる次第です。諸般厳しい情勢の中、誠に恐縮ではございますが、何卒ご高配を
賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
末筆ながら、貴社の益々のご繁栄を祈念しております。

謹白
平成28年10月吉日

一般社団法人 日本看護管理学会
理事長 鶴田惠子

第21回日本看護管理学会学術集会
学術集会長 小池 智子

慶應義塾大学 看護医療学部
大学院健康マネジメント研究科



学術集会開催要項

1.会の名称
第21回日本看護管理学会学術集会

2.学術集会長
小池 智子（慶應義塾大学看護医療学部・大学院健康マネジメント研究科）

3.会期
2017年8月19日（土）・ 20日（日）

4.会場

パシフィコ横浜

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

5.参加予定者数

約4,000名

6.予定プログラム

・会長講演

・基調講演

・教育講演

・特別講演

・シンポジウム

・パネルディスカッション

・市民公開シンポジウム

・特別企画

・インフォメーションエクスチェンジ

・一般演題（口頭・示説）

・ランチョンセミナー

7.申し込み方法

趣旨にご賛同賜りご協力いただけます場合は、各種概要をご確認の上、同封の申込書にご記入

をいた だき、下記事務代行までご提出ください。

お申込先（事務代行） 株式会社日本旅行 ECP営業部

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19 虎ノ門マリンビル11階

株式会社日本旅行 ECP営業部 高山、近内

TEL:03-5402-6401 FAX：03-3437-3944

E-mail: janap21@nta.co.jp
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8.協賛金振込口座

■ゆうちょ銀行から振込む場合
金融機関名：ゆうちょ銀行
記号：10180

番号：97575101

口座名：一般社団法人日本看護管理学会〔フリガナ：シヤ）ニホンカンゴカンリガツカイ〕

■他金融機関から振込む場合
金融機関名：ゆうちょ銀行
店名：〇一八店〔読み：ゼロイチハチ店〕
店番：018

預金種目：普通預金
口座番号：9757510

口座名：一般社団法人日本看護管理学会〔フリガナ：シヤ）ニホンカンゴカンリガツカイ〕

※振り込み手数料は貴社にてご負担下さい。

9.企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインについて

１）日本製薬工業協会策定の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」
に基づき「貴社と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に
従い、学会寄付金に関する「学会名」とその「金額」を貴社のウェブサイト上に公開すること
に同意いたします。

２）日本医療機器産業連合会策定の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に
基づき「貴社と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、学会寄
付金に関する「学会名」とその「金額」を貴社のウェブサイト上に公開することに同意いたしま
す。

10.事務局
慶應義塾大学 看護医療学部
〒252-0883 神奈川県藤沢市遠藤4411

11.お問い合わせ、お申込先
（事務代行） 株式会社日本旅行 ECP営業部

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19 虎ノ門マリンビル11階

株式会社日本旅行 ECP営業部 高山、近内

TEL 03-5402-6401 FAX 03-3437-3944

E-mail janap21@nta.co.jp
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ランチョンセミナー開催概要

1.開催日時
2017年8月19日（土）・20日（日）（50～60分予定）＊昼食付き

2.共催について
第21回日本看護管理学会学術集会との共催とさせていただきます。

3.費用のご負担について
共催費用は下記の通りです。別途、会場に応じて参加者の飲食代のご負担をお願いいたします。
飲食（弁当（お茶付き））の単価は1,800円程度を予定しております。また、内容は主催にて決定させて
いただきます。
共催費用には、会場費（講演会場・控室）、マイク等の付帯設備費、PC対応液晶
プロジェクター等の機材費、会場PCオペレーターの人件費、会場前看板は含まれておりますが、
座長・講師への謝礼、旅費、宿泊費は共催企業へ一任いたします。また、収録や同時通訳などの
追加機材、運営スタッフ等は、別途、各社様にてご手配いただくか、事務代行までお申し付けください。

【共催費用】

（消費税込）

4.テーマ、座長、演者の選定について
テーマや座長および講師の人選などについては学会事務局で調整させていただく場合が
ございますので、内諾を得る前に事前にお知らせください。場合によっては変更をお願いすることが
あります。また、座長・講師決定後の各種連絡（旅費、謝礼金、宿泊等）は各社に一任いたします。

5.お申込みについて

ご希望の開催日と会場を第3希望までを巻末の申込用紙にご記入いただき、事務代行までemailにて

お申込みください。複数のお申し込みがある場合は事務局に一任とさせていただきます。後日、

請求書を送付させていただきます。

6.申込締切日

プログラム作成の都合上、2017年1月18日（水）までにお申し込みください。 3

会場名 施設名 収容数 共催費（税込）

第2会場 301・302 600席 972,000円

第3会場 303・304 450席 972,000円

第6会場 414・415 150席 756,000円

第8会場 501 300席 972,000円

第9会場 502 300席 972,000円

第10会場 503 400席 972,000円



抄録集広告掲載募集概要

1. 抄録集の大きさ：A4版

2. 発行部数：4,500部（予定）

3. 配布対象：学会会員および参加者

4. 掲載料金：抄録集

（消費税込）

5.抄録集制作費：3,800,000円

6.広告料目標金額：982,800円

7.募集依頼会社：約90社

8.発行予定月：2017年8月

9.お申込について
ご希望の掲載枠を巻末の申込用紙にご記入いただき、事務代行までemailにてお申込みください。
email受領後、請求書を発行いたします。表2・表3・表4・にお申込みされる場合は、事務局より決定の
通知を受けた後に掲載料をお振り込みください。

10.原稿形式：データ（email添付またはCD-R等を郵送）
リンク外れ等の確認のため、Eメール添付の場合は元データの他にPDFデータも添付していただき、

CD-R等を郵送される場合はプリントアウトした紙を同封してください。封筒には、「学会名」
をご記入ください。

11.申込締切日
プログラム作成の都合上、2017年3月31日(金）までにお申し込みください。
原稿は、2017年4月7日（金）までに事務代行宛にお送りください。
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表2 （カラー可） 129,600円 （募集数 1口）

表3 （カラー可） 108,000円 （募集数 1口）

表4 （カラー可） 216,000円 （募集数 1口）

記事中1頁 86,400円 （募集数 3口）

記事中1/2頁 54,000円 （募集数 5口）



企業展示会開催概要

1.開催場所
会議棟 4階 418・419（予定）

2.企業展示会日
〔搬 入〕 2016年8月18日（金）夕方予定
〔展示期間〕 2016年8月19日（土）・ 20日（日）9:00～17:00頃予定
〔搬 出〕 2016年8月20日（日）夕方予定

3.出展料：1小間 ¥270,000 （消費税込）

[基礎小間略図]
1）バックパネル
（但し、仕切りパネルは付きません）

2）展示台（椅子なし）
（クロス付き、W1.5ｍ×D1.2m×H0.7m）

3）社名板（書体：ゴシック、墨文字）
＊1）～3）は事務局で設置します。
申込書に必要な物を明記してください。

4.小間寸法：間口(W)1.8m×奥行(D)1.2m×高さ(H)2.1m

5.電気代について
ご希望がある場合は巻末の申込書にてお知らせください。後日、展示の手引きにて電気工事費等の
費用をお知らせ致します。

6.お申込みについて
巻末の申込書に必要事項を明記の上、事務代行までemailでお申込みください。
確認後、請求書を送付いたします。

7.募集予定小間数：35小間 ＊注）定数になり次第締め切らせていただきます。

8.申込締切日：2017年3月31日（金）までにお申し込みください。

9.特別装飾
出展社の費用で施工してください。
展示設定等はご自由ですが展示場の構造や設備・主催者規制・消防法などの規制がございます。

10.小間割
出展申込を受付後、主催者側で小間割を決定いたします。
出展社の説明会は行いませんのでご了承ください。

11.出展物の管理
各出展物の管理は出展社が行ってください。出展物の盗難・紛失・災害等の損害に対して、補償等の
責任は一切負いませんのでご了承ください。
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第21回日本看護管理学会学術集会
ランチョンセミナー 申込書

第21回日本看護管理学会学術集会
学術集会長 小池 智子 殿

1.貴学会共催のセミナー開催につき、その趣旨に賛同して下記のとおり申し込みます。

2.予定講演内容、その他（テーマ、座長、演者等の希望をご記入ください。）

3.共催申込者情報

■お申込み・お問合せ先 ※ 基本的にはEmailで連絡させていただきます。

日 時 会場名

（例） （8月19日） （第1会場）

第一希望

第二希望

第三希望

貴社名

部署名

ご担当者名

ご住所 〒

TEL FAX

E-mail

E-mail: janap21@nta.co.jp 申込締切：2017年1月18日（水）
第21回日本看護管理学会学術集会
事務代行：株式会社日本旅行 ECP営業部 高山、近内

TEL:03-5402-6401 FAX: 03-3437-3944

E-mail: janap21@nta.co.jp

申込日 年 月 日



第21回日本看護管理学会学術集会
抄録集広告掲載 申込書

第21回日本看護管理学会学術集会
学術集会長 小池 智子 殿

貴学会の抄録集広告掲載につき、その趣旨に賛同して下記のとおり申し込みます。

＊□にチェックを付けるか、塗りつぶしてください。

掲載品目 を申し込みます。

■お申込み・お問合せ先 ※ 基本的にはEmailで連絡させていただきます。

申込日 年 月 日

E-mail: janap21@nta.co.jp

E-mail: janap21@nta.co.jp 申込締切：2017年3月31日（金）
第21回日本看護管理学会学術集会
事務代行：株式会社日本旅行 ECP営業部 高山、近内

TEL:03-5402-6401 FAX: 03-3437-3944

貴社名

部署名

ご担当者名

ご住所 〒

TEL FAX

E-mail

□
□
□
□
□



第21回日本看護管理学会学術集会
企業展示 申込書

第21回日本看護管理学会学術集会
学術集会長 小池 智子 殿

貴学会の企業展示会につき、その趣旨に賛同して下記のとおり申し込みます。

1. 申込小間数： 小間 申し込みます。

2. 展示料： @270,000× 小間＝ 円

3. 使用電力容量： AC100V単相 W コンセント数 個

4. 展示台： 必要 ・ 不要 （＊どちらかに○をおつけください。）
（幅1.5m×奥行1.2m×高さ0.7m）

5. 社名板： 必要 ・ 不要

6. 出品予定品目：

■お申込み・お問合せ先 ※基本的にはemailで連絡させていただきます。

申込日 年 月 日

E-mail: janap21@nta.co.jp

E-mail: janap21@nta.co.jp 申込締切：2017年3月31日（金）
第21回日本看護管理学会学術集会
事務代行：株式会社日本旅行 ECP営業部 高山、近内

TEL:03-5402-6401 FAX: 03-3437-3944


