日本看護倫理学会 第 14 回年次大会
開催趣意書および協賛依頼

会期：2021 年 5 月 29 日（土）～30 日（日）
会場：オンライン開催
会長：八尋道子（佐久大学 看護学部）

日本看護倫理学会第 14 回年次大会

＜開催概要＞
会議の名称日本看護倫理学会第 14 回年次大会
（ホームページ http://www.procomu.jp/jnea2021/）
１．会議開催時期
オンデマンド配信 ：2021 年 5 月 20 日（木）～6 月 30 日（水）
ライブ配信
：2021 年 5 月 29 日（土）
・30 日（日）
２．会議開催場所
オンライン開催（オンデマンド＋ライブ配信）となります。
３.会議計画の概要
（１） メインテーマ：
「ケアの倫理を教える・学ぶ・実践する」
（２） 会議の構成
１）基調講演
２）大会長講演
３）教育講演
４）シンポジウム
５）市民公開講座
６）一般演題（口演、示説）
７）学生卒業研究発表（口演、示説）
８）交流集会/ワークショップ
注）会期期間中、オンライン展示会を HP 内で開催されます。
（３） 参加者（予定）
700 名
４．組織構成等
日本看護倫理学会第 14 回年次大会
大会長 八尋道子（佐久大学 看護学部）
学会事務局
佐久大学基礎総合看護学領域
〒385-0022 長野県佐久市岩村田 2384 電話：0267-68-6680
学会運営担当
株式会社 プロコムインターナショナル
連絡先 〒135-0063 東京都江東区有明 3-6-11 TFT ビル東館 9 階
電話：03-5520-8821 ファックス：03-5520-8820 電子メール：jnea14th@procom-i.jp
注）本学会では、貴社が本学会へ支払う寄付金および貴社が別途支払う開催に関連する費用等
について、各社の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインに関する指針」に基づ
いて情報公開することに同意いたします。
なお、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますので、予めご了承ください。
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＜寄付金募集要項＞
（１） 募金団体
日本看護倫理学会第 14 回年次大会
（２） 募金の名称
日本看護倫理学会第 14 回年次大会寄付金
（３） 募金の目標額
100,000 円
（４） 募金の期間
オンデマンド配信 ：2021 年 5 月 20 日（木）～6 月 30 日（水）
ライブ配信
：2021 年 5 月 29 日（土）
・30 日（日）

（５） 寄付金の使途
日本看護倫理学会第 14 回年次大会準備、並びに運営に関する費用に充当します。
（６） 寄付金申込書送付先
下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。
https://www.procom-i.jp/ jnea2021sponsor/
（７） 寄付金振込方法
<振込先> お申込みいただきましたら、後日請求書を送付させていただきます。
振込先に関しましては請求書に記載させていただきますのでお振込みのほどよろしく
お願いいたします。
（８） 税法上の扱い
免税措置は、特にありません。
（９） 寄付金募集の責任者
氏 名： 八尋道子（佐久大学 看護学部）
（住所）〒385-0022 長野県佐久市岩村田 2384
（電話）0267-68-6680
（10）寄付金募集の連絡先日本看護倫理学会第 14 回年次大会担当宛
株式会社 プロコムインターナショナル内
所在地： 東京都江東区有明 3-6-11 TFT ビル東館 9 階
電話：03-5520-8821 FAX：03-5520-8820 E-mail : jnea14th@procom-i.jp
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＜オンライン展示会募集要項＞
■学会名：日本看護倫理学会第 14 回年次大会
■会期：オンデマンド配信 ：2021 年 5 月 20 日（木）～6 月 30 日（水）
ライブ配信
：2021 年 5 月 29 日（土）
・30 日（日）

■会長：八尋道子（佐久大学 看護学部）
■学会会場：Web 開催（日本看護倫理学会第 14 回年次大会ホームページ上）
■料金（消費税込み）
１）看護教育教材、看護関連用品・機器、医療機器、医薬品、情報機器：
50,000 円
オンライン展示会指定ページにて、ご提出いただいた動画・画像・PDF などの
PR データの掲載
■募集企業数：4 社（予定）
■掲載内容：出展対象に記載された範囲のもの、および当方の認めたもの。
■本会議への参加資格について
出展者の皆様に対しては本学術集会の講演および関連プログラムへの参加資格はありませ
ん。参加を希望される場合は別途参加申込を行って下さい。
■展示会日程（予定）
2021 年 5 月 20 日（土）～6 月 30 日（水）
■日本看護倫理学会第 14 回年次大会運営担当
株式会社 プロコムインターナショナル
連絡先 〒135-0063 東京都江東区有明 3-6-11 TFT ビル東館 9 階
電話 03-5520-8821
ファックス 03-5520-8820
電子メール jnea14th@procom-i.jp
■申込方法＆締切り
別下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。
https://www.procom-i.jp/ jnea2021sponsor/
締切日：2021 年 2 月 26 日までにお申込ください。
■取消
出展申込書の提出後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできません。
従って、出展料金の返却もいたしかねますので、ご了承ください。
■展示お問い合わせ先・申込書送付先
〒135-0063 東京都江東区有明 3-6-11 TFT ビル東館９階

株式会社 プロコムインターナショナル
日本看護倫理学会第 14 回年次大会運営担当宛
電話：03-5520-8821
ファックス：03-5520-8820
電子メール：jnea14th@procom-i.jp
■出展料振込先
お申込みいただきましたら、後日請求書を送付させていただきます。
振込先に関しましては請求書に記載させていただきますのでお振込みのほどよろしくお願
いいたします。
注）出展料は指定口座へ大会前までにお振込み下さい。お振込みが間に合わない場合は事前に
ご連絡下さい。

PR 導入
企業バナー

PR 概要
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＜広告募集要項＞
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

広告掲載媒体：日本看護倫理学会第 14 回年次大会（会期 2 週間前発行予定）
配布対象：学会員、参加者および関係者
配布部数（版型）
：約 1000 部予定（A4 版）
媒体制作費：910,000 円
広告料総額：430,000 円
募集数計：11 口
広告掲載料金

No.

仕様

料金（円）

広告Ａ４版大会抄録集 1 ページサイズ（１色）
1

（掲載後付）

募集口数（5 口）

50,000 円

広告Ａ４版大会抄録集１/2 ページサイズ（１色）
2

（掲載後付）

募集口数（6 口）

8.

広告申込締切り:2021 年 2 月 26 日

9.

広告申込方法

30,000 円

別下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。
https://www.procom-i.jp/jnea2021sponsor/
10. 版下送付締切りおよび送付先
（ア）版下送付締切り：2021 年 2 月 26 日
（イ）版下送付先：学術集会事務局に送付ください。
注）版下は完全版下（可能な限り電子データまたは紙焼き）で送付ください。
11. 取消
広告申込書の提出後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできません。
従って、広告料金の返却もいたしかねますので、ご了承ください。
12. 広告料振込先
お申込みいただきましたら、後日請求書を送付させていただきます。
振込先に関しましては請求書に記載させていただきますのでお振込みのほどよろし
くお願いいたします。
注）広告料は原則、指定口座へ大会前にお振込み下さい。
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＜各種申込方法＞
下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。
https://www.procom-i.jp/jnea2021sponsor/
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
掲載を申し込まれたい）をお申込みされる場合は、同様に上記サイト
よりお申し込みください。

（連絡先）日本看護倫理学会第 14 回年次大会
（株式会社プロコムインターナショナル内）〒
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 jnea14th@procom-i.jp

