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ご挨拶 

一般社団法人日本看護学教育学会第 30 回学術集会を、岩手県盛岡市のマリオス・

アイーナにて主宰させていただくことになりました会長の岩手保健医療大学看護学

部長を務めます濱中喜代と申します。第 30 回の歴史ある記念すべき学術集会を、岩

手の地ではじめて引き受けることに致しました。 

本学は地域に根ざした大学を目指して、2017 年に開設したばかりの新設大学で、

まだまだ新参者ではございますが、岩手の地から看護教育に対する新たな発信をし

たいと考え、岩手の看護系大学や看護学校の先生方、看護管理者に企画委員になっ

ていただき、企画して参りました。メインテーマは「新時代に架ける看護学教育」

と致しました。看護に携わるみんなで、新時代に向かって橋を架けるように看護学

教育をつないでいくということを意味しております。 

2019 年に年号が令和となり、新時代を迎えました。また 2020 年に保健師助産師

看護師学校養成所指定規則が改定され、2022 年から新しいカリキュラムでの教育が

始まろうとしています。また岩手は未曽有の大震災を受けてから、足掛け 9 年が経

とうとしています。他の地域でも豪雨や地震などの災害が頻発しております。家族

の様相も変わりつつあります。災害看護という新しい看護分野や本人・家族の意思

決定支援についても、その教育の重要性が増してきております。教育の受け手であ

る学生の状況やレディネスも大きく変わってきていることを実感させられます。本

学会の黎明期の 30 年前と今とでは何が違うのか。何が違わないのか。社会の変化を

見据えて、新時代の看護教育に求められることは何なのか。学術集会ご参集の皆様

とともに語り合い、再考したいと存じます。 

岩手県花巻市出身の宮沢賢治が「イーハトーヴ」と称した理想郷である岩手の地

で、皆様と豊かな 2 日間を共に過ごすことをこころから願っております。 

2019 年 8 月吉日 

一般社団法人日本看護学教育学会第 30 回学術集会 

会長 濱中 喜代 

 (岩手保健医療大学 看護学部 学部長) 
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 学会概要                                                       

 

1. 学会の名称 

一般社団法人日本看護学教育学会第 30 回学術集会 

 

2. 主催機関 

岩手保健医療大学 看護学部 学部長 濱中 喜代 

 

3. 会期 

2020 年 9 月 5 日(土)～6 日(日) 

 

4. 会場 

盛岡市民文化ホール・マリオス（岩手県盛岡市盛岡駅西通 2 丁目 9 番 1 号） 

TEL：019-621-5100  

いわて県民情報交流センター（アイーナ）（岩手県盛岡市盛岡駅西通 1 丁目 7 番 1 号） 

TEL:019-606-1717 

 

5. 学会組織 

理事長    佐藤 紀子     東京慈恵会医科大学 医学部看護学科 

副理事長   安酸 史子   関西医科大学看護学部 看護学研究科     

理事     佐々木 幾美   日本赤十字看護大学           

池松 裕子     名古屋大学大学院 医学系研究科           

前川 幸子     甲南女子大学看護リハビリテーション学部           

小松 万喜子   愛知県立大学 看護学部                   

前田 ひとみ   熊本大学大学院 生命科学研究部           

定廣 和香子   札幌市立大学           

任 和子      京都大学大学院           

小松 浩子   慶應義塾大学 看護医療学部           

田村 由美     日本赤十字看護大学    

太田 勝正   名古屋大学大学院 医学系研究科 

指名理事   森田 夏実     東京女子医科大学 看護学部           

北 素子      東京慈恵会医科大学    医学部看護学科 

監事     佐藤 禮子     東京通信大学 人間福祉学部          

田村 やよひ   日本赤十字九州国際看護大学 

 

6．企画委員会 

会長    

濱中 喜代     岩手保健医療大学  

事務局長/総務（会計）/プログラム・講演集 

竹本 由香里    岩手保健医療大学  

副事務局長/総務/広報渉外 

遠藤 芳子     岩手保健医療大学  

企画委員  

池松 裕子     日本看護学教育学会理事（名古屋大学） 

第 31 回学術集会会長 

江守 陽子     岩手保健医療大学  
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及川 吏智子    公益社団法人岩手県看護協会 

岡田 千枝     岩手県立二戸高等看護学院   

菊池 和子     岩手保健医療大学  

熊谷 恭子     岩手県立一関高等看護学院  

高橋 明美     岩手県立中央病院 

土田 幸子     岩手保健医療大学  

福島 裕子     岩手県立大学看護学部  

三浦 まゆみ    岩手医科大学看護学部  

柳田 美喜子    盛岡市立病院 

 

           

 

7．会議の日程（予定） 

１）特別講演 

２）海外招聘講演 

３）教育講演 

４）シンポジウム 

５）一般演題 

６）文部科学省企画 

７）厚生労働省企画 

８）指定交流セッション 

９）交流セッション 

１０）市民公開講座 

１１）共催セミナー 

１２）企業展示 

１３）その他 

 

 

＜学術集会事務局＞ 

岩手保健医療大学 看護学部 

〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通 1 丁目 6-30 

TEL：019-606-7030 

 

＜学術集会運営担当＞ 

株式会社 プロコムインターナショナル 

〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6 番地 11 TFT ビル東館 9 階 

TEL 03-5520-8821 FAX 03-5520-8820 

電子メール： jane30@procomu.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jane30@procomu.jp
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寄附金募集要項 

寄附金を下記の要領にて募集いたします。趣旨にご賛同下さり、ご協力いただけます場合

は、お手数をおかけいたしますが、本会の公式ウェブサイトよりお申し込み下さい。 

1） 学会の名称

一般社団法人日本看護学教育学会第 30 回学術集会

2） 募金の名称

一般社団法人日本看護学教育学会第 30 回学術集会 寄附金

3） 募金の目標額

100,000 円（1 口：10,000 円） 

4)  募集期間
2019 年 9 月 2 日（水）～ 2020 年 9 月 30 日（水）

5)  寄附金の使途
一般社団法人日本看護学教育学会第 30 回学術集会の開催準備ならびに運営費用に
充当します。

6)  寄附金申込方法
① 本会ウェブサイトの申込フォーム(入力画面)からお申し込みいただけます。

ウェブサイトの「協賛申込」をクリックするか、又は下記 URL を入力すると
表示されます。
https://procom-i.jp/jane2020sponsor/index.html
必要事項をご記入の上、「送信」ボタンをクリックしてお申し込み下さい。

② 寄附金の支払い方法:
お支払いにつきましては、運営事務局より受領確認メールをお受け取り後、
下記口座にお振り込み願います。

7) 銀行名： 三菱 UFJ 銀行
8) 支店名： 田町支店（店番 043）
9) 口座番号： (普通預金) 0868525

10) 口座名： 一般社団法人日本看護学教育学会 理事長 佐藤紀子

11）寄附金募集についての問い合わせ先

運営事務局  

株式会社プロコムインターナショナル 

〒135-0063 東京都江東区有明 3-6-11 TFT ビル東館 9 階 

Tel: 03-5520-8821   Fax: 03-5520-8820  

e-mail: jane30@procomu.jp

mailto:jane30@procomu.jp
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共催セミナー募集要項

共催セミナー等の共催セミナーを下記の要領にて募集いたします。趣旨にご賛同下さり、 

ご協力いただけます場合は、お手数をおかけいたしますが、本会の公式ウェブサイトより

お申し込み下さい。 

1）開催形式

一般社団法人日本看護学教育学会第 30 回学術集会

2） プログラム編成

演者、座長、テーマ等につきましては、事前にご相談下さい。最終決定に関しては会長

に一任とさせていただきます。

3） 演者及び座長への依頼状

演者、座長の先生方には、貴社よりご依頼の上、正式な承諾書をご入手いただき運営事

務局までお知らせ下さい。演者の方より略歴を開催 3 か月前にご入手願います。

4） 共催関係費用負担について

〔共催費用に含まれる物〕講演会場費、付帯設備費、音響/照明関係費、会場機材費等

〔共催費用に含まれない物〕上記以外の経費（例： 控室使用料、控室器材、飲食費、

旅費、謝金等）は別途共催企業様にてご負担をお願いいたします。 

5） 日程・会場決定について

募集に当たってはご希望の日取りや会場が重なる場合があります為、第 2 希望、第 3 希

望までご記入下さい。慎重に協議いたしますが、最終決定は会長に一任とさせていただ

きます。

6） 共催申込方法

本会ウェブサイトの申込フォーム(入力画面)からお申し込みいただけます。

ウェブサイトの「協賛申込」をクリックするか、又は下記 URL を入力すると表示され

ます。

https://procom-i.jp/jane2020sponsor/index.html/

必要事項をご記入の上、「送信」ボタンをクリックしてお申し込み下さい。

7）申込締切

  2020 年 2 月 28 日（金） 

8）共催セミナーの振込先

お支払いにつきましては、運営事務局より受領確認メールをお受け取り後、学術集会前

日迄に下記口座にお振り込み願います：

◼ 銀行名： 三菱 UFJ 銀行

◼ 支店名： 田町支店（店番 043）

◼ 口座番号： (普通預金) 0868525

◼ 口座名： 一般社団法人日本看護学教育学会 理事長 佐藤紀子

https://procom-i.jp/jane2020sponsor/index.html/
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9）共催費一覧 

 

開催日 セッション名 収容人数 共催費 

9 月 5 日（土） 

共催セミナー 約 1500 名 800,000 円 

共催セミナー 約 400 名 580,000 円 

共催セミナー 約 350 名 486,000 円 

共催セミナー 約 150 名 378,000 円 

9 月 6 日（日） 

共催セミナー 約 1500 名 800,000 円 

共催セミナー 約 400 名 580,000 円 

共催セミナー 約 350 名 486,000 円 

共催セミナー 約 150 名 378,000 円 

 

※お弁当はセミナー参加者がご自身で申し込みをされます為、企業様負担は 

ございません。 

 

10）共催セミナー募集についての問い合わせ先: 

運営事務局   

株式会社プロコムインターナショナル 

〒135-0063 東京都江東区有明 3-6-11 TFT ビル東館 9 階 

Tel: 03-5520-8821   Fax: 03-5520-8820  

e-mail: jane30@procomu.jp 

  

mailto:jane30@procomu.jp
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 併設展示会募集要項                                                 

   

機器展示や書籍展示等の併設展示会を下記の要領にて募集いたします。趣旨にご賛同下さ

り、ご協力いただけます場合は、お手数をおかけいたしますが、本会の公式ウェブサイト

よりお申し込み下さい。 

                              

1）出展対象   

医療機器・検査機器・医薬品・医療情報機器・書籍他 

 

2）出展料金     

① 機器展示A： 130,000円/ 1小間 

② 書籍展示： 44,000円 （4本未満の場合、机1本につき11,000円） 

注）上記金額は展示スペース（W1800mm、H2100mm、奥行900mm）のみの料金で

す。 

バックパネル、サイドパネル等の料金は含まれておりません。後日パッケージブース

（有料）をご案内させていただきます。又、特別電気工事費、電気使用料は別途ご請求

となります。 

 

3）募集小間数（予定）  

機器展示A 10小間 書籍展示 2社 

 

4）展示小間割の決定 

主催者が小間位置等を決定します。 

 

5）出展物 

出展対象に記載された範囲の物、及び主催者が認めた物とします。 

 

6）薬事法未承認品の展示について: 

事務局にお問い合わせ下さい。 

 

7）出展者へのご案内 

開催の1か前までに小間割、搬入、装飾、管理等について詳細をご連絡します。 

 

8）出展物の販売の禁止 

会期中現金と引き換えに出展物を引き渡すことを禁止します。 

但し、主催者が認めた物は、限定的に許可する場合があります。 

 

9）出展物の管理と免責 

主催者は、会場及び出展物の保全について最善の保護と管理にあたりますが、天災その

他の不可抗力による事故、盗難、紛失、及び小間内における人的災害の発生について

は、その責任を負いません。 

 

10）会期・開場時間・開催場所の変更 

やむを得ない事情により会期・開場時間・開催場所を変更する場合があります。 

この変更を理由として出展申込みを取り消すことは出来ません。 

又、これによって生じた損害は補償いたしかねます。 
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11）搬入・設置（予定） 

2020年９月4日（金）※別途ご案内予定 

 

12）搬出・撤去（予定） 

2020年9月６日（日）※別途ご案内予定 

 

13）小間規格 

基礎小間 1小間 = 1800mm、H2100mm、奥行900mm   

 

14）禁止事項 

装飾物、展示物の高さは、3.5mに制限します。又、床面への直接工作（ガムテープ、ア

ンカー等）も原則として禁止します。    

 

15）出展申込方法 

本会ウェブサイトの申込フォーム(入力画面)からお申し込みいただけます。 

ウェブサイトの「協賛申込」をクリックするか、又は下記 URL を入力すると表示され

ます。 

https://procom-i.jp/jane2020sponsor/index.html 

必要事項をご記入の上、「送信」ボタンをクリックしてお申し込み下さい。 

 

16）申込締切 

2020 年 5 月 29 日（金）                                                                                                                                                                                                                                             

 

17）取消 

出展申込書の提出後は、事務局が不可抗力と認めた時候以外での取消は出来ません。 

従って、出展料金の払い戻しもいたしかねますので、ご了承下さい。 

 

18）出展料振込先 

お支払いにつきましては、運営事務局より受領確認メールをお受け取り後、学術集会前

日迄に下記口座にお振り込み願います： 

 

◼ 銀行名： 三菱 UFJ 銀行 

◼ 支店名： 田町支店（店番 043） 

◼ 口座番号： (普通預金) 0868525 

◼ 口座名： 一般社団法人日本看護学教育学会 理事長 佐藤紀子 

 

19）併設展示会募集についての問い合わせ先 

運営事務局   

株式会社プロコムインターナショナル 

〒135-0063 東京都江東区有明 3-6-11 TFT ビル東館 9 階 

Tel: 03-5520-8821  Fax: 03-5520-8820  

e-mail: jane30@procomu.jp 

  

https://procom-i.jp/jane2020sponsor/index.html
mailto:jane30@procomu.jp
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 広告掲載募集要項 (講演集掲載広告、バナー広告)                                 

 

講演集に掲載する広告、ウェブサイトに掲載するバナー広告告を下記の要領にて募集いた

します。趣旨にご賛同下さり、ご協力いただけます場合は、お手数をおかけいたします

が、本会の公式ウェブサイトよりお申し込み下さい。 

                       

1) 講演集掲載広告について: 

 

① 広告掲載媒体： 『日本看護学教育学会第 30 回学術集会 講演集』  

 

② 配布対象： 学会員、参加者及び関係者 

 

③ 配布部数： 約 3,000 部（A4 版） 

 

④ 媒体制作費： 2,000,000 円 

  

⑤ 広告料総額： 1,173,200 円 

 

⑥ 募集数： 14 口 

 

⑦ 広告掲載料金: 

 

No. 掲載場所等 料金 

1 表２（1 頁）  募集口数：１口 200,000 円 

2 表３（1 頁）  募集口数：１口 162,000 円 

3 表４（1 頁）  募集口数：１口 220,000 円 

4 後付（1 頁）  募集口数：３口 86,400 円 

5 後付（1／2 頁）募集口数：３口 54,000 円 

6 後付（1／4 頁）募集口数：５口 34,000 円 

 

⑧ 申込時のご注意 

表 2、表 3 及び表 4 は原則申込順にて承りますが、必ずしもご希望に添えない場合

もございますので、予めご了承下さい。広告掲載の位置については会長に一任とし

ます。 

 

2) ウェブサイト・バナー広告について 

① バナー掲載場所: 

一般社団法人日本看護学教育学会第 30 回学術集会ウェブサイト トップページ内 

http://www.procomu.jp/jane2020/ 

 

② 掲載期間： 2019 年 9 月（ウェブサイト公開予定）～2020 年 9 月 30 日 

注） 本会ウェブサイト公開後は、原稿が到着次第、随時掲載いたします。 

お申込みいただき、御社バナーデータを入手いたしましたら１週間以内に本学会 

ウェブサイトにアップいたします。バナーの位置等に関しては会長に一任とさせて 

いただきます。 
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③ 掲載料：54,000 円  

 

④ 募集数： 2 口 

 

3) 申込方法： 

本会ウェブサイトの申込フォーム(入力画面)からお申し込みいただけます。 

ウェブサイトの「協賛申込」をクリックするか、又は下記 URL を入力すると表示され

ます。 

https://procom-i.jp/jane2020sponsor/index.html 

必要事項をご記入の上、「送信」ボタンをクリックしてお申し込み下さい。 

又、お申し込み後に、掲載用のバナーデータ、及びリンク先の URL をメールにてお送

り下さい。 

 

4) 広告申込締切: 2020 年 5 月 29 日（金） 

バナーの位置等に関しては会長に一任とさせていただきます。 

 

5) 広告掲載料振込先： 

お支払いにつきましては、運営事務局より受領確認メールをお受け取り後、学術集会前

日迄に下記口座にお振り込み願います： 

 

◼ 銀行名： 三菱 UFJ 銀行 

◼ 支店名： 田町支店（店番 043） 

◼ 口座番号： (普通預金) 0868525 

◼ 口座名： 一般社団法人日本看護学教育学会 理事長 佐藤紀子 

 

6) データ提出方法： 

① 抄録集掲載広告の場合： 

完全版下（可能な限り電子データ）を下記運営事務局の e-mail 宛にご送付下さい。 

【運営事務局】 e-mail: jane30@procomu.jp 

 

② ホームページバナー広告の場合： 

原稿サイズ： 横：186pix 縦：50pix 

画像形式： jpeg、gif、png のいずれかで下記運営事務局の e-mail 宛にご送付下さい。 

【運営事務局】 e-mail: jane30@procomu.jp 

※バナー原稿データはご提供下さい。原稿の作成・修正は別途料金を申し受けま

す。 

 

7) 広告掲載募集についての問い合わせ先： 

運営事務局   

株式会社プロコムインターナショナル 

〒135-0063 東京都江東区有明 3-6-11 TFT ビル東館 9 階 

Tel: 03-5520-8821   Fax: 03-5520-8820 

e-mail: jane30@procomu.jp 

 

 

https://procom-i.jp/jane2020sponsor/index.html
mailto:jane30@procomu.jp
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 各種申し込み方法                          

 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申し込みください。 

https://procom-i.jp/jane2020sponsor/index.html 

 

注）後日、別枠の協賛（例：最初に展示を申し込まれて、後日、広告掲載も申し込

む場合等）をお申し込みされる場合は、同様に上記サイトよりお申し込みくださ

い。 

 

 

（連絡先） 

株式会社プロコムインターナショナル 

〒135-0063 東京都江東区有明 3-6-11 TFT ビル東館 9 階 

Tel: 03-5520-8821   Fax: 03-5520-8820  

e-mail: jane30@procomu.jp 

mailto:jane30@procomu.jp



