
令和 4年 1月吉日 

協賛企業各位   

日本看護倫理学会第 15 回年次大会 

   大会長 太田勝正 

（東都大学沼津ヒューマンケア学部学部長） 

 

趣意書 

 

この度、一般社団法人日本看護倫理学会は、静岡県沼津市にて以下の要領で第 15 回年次

大会を開催致します。 

 日本看護倫理学会は、看護倫理の知の体系化をめざし、看護倫理に関心を持つ実践者・研

究者・教育者の交流を支援するとともに、看護倫理に関する政策提言を行うことを目的に平

成 20 年に設立された学会です。現在、会員数は約 1,000 名となり、一昨年からのコロナ禍

においても学術集会の開催、学術誌の刊行、ならびに、関係機関等への提言など、着実な活

動を続けてきております。 

 第 15 回年次大会は、メインテーマを「困難に立ち向かう看護の道徳と倫理」（Moral 

resilience and ethical competency in nursing, challenging to difficulties）とし、目下のコ

ロナ禍に立ち向かっている看護師の道徳的・倫理的感受性や道徳的レジリアンスに注目し

て、その基盤となる道徳および看護倫理の諸原則を見つめ直すとともに、新たな対処法を模

索する学会となることを目指しております。この大会が困難に立ち向かう看護職の道徳的、

倫理的能力の向上、レジリエンス（適応能力、対応力）の強化に繋がるとともに、社会への

大きな貢献をもたらすものと信じております。 

つきましては、この年次大会によろしくご協賛のほど、お願い申し上げます。 

広告および企業展示の要領（料金等）は、別途資料をご参照下さい。 

 

記 

1． 学術集会名称 

日本看護倫理学会 第 15回年次大会 

メインテーマ：「困難に立ち向かう看護の道徳と倫理」 

2． 開催年月日・場所 

開催日：令和 4年 5月 29日（土）、30日（日） 

会場：プラザヴェルデ沼津（沼津市） 

3． メインプログラム（各テーマは暫定） 

大会長講演：道徳的感受性とモラルレジリエンス 

基調講演：非常事態に向き合う医療専門職の役割 

シンポジウム：COVID-19 パンデミック：その時私たちはどう行動したか？ 



教育講演 

 1）生命倫理の過去から未来 −〈患者中心の医療〉の実現に向けて− 

 2）功利主義の可能性と限界 

 3）モラルレジリアンスについて 

 4）プラグマティズムと看護 

 5）現場で看護研究を推進するための研究倫理審査攻略 Tips 

市民公開：「健康」の語を創始した白隠禅師の教えー看病の要諦 

演題発表：口述発表、ポスター発表 約 60〜70演題 

交流集会：約 10テーマ 

4． 参加予定人数：延べ 1,000〜1,400人 

学会員 約 500〜600人 

一般参加者（臨床ナースなど） 約 500人 

一般市民（公開講座について） 約 500人 

＊新型コロナウイルス感染症の蔓延等により、会場への入場者が制限される可能性があ

りますが、その場合でも webによるライブ配信により、参加予定者数については大幅な

減少はないものと見込んでおります。 

 

以上 

 

＜企画委員会事務局＞             

日本看護倫理学会第 15回年次大会事務局 

担当：鈴木美奈、諏訪免典子、鈴木久義 

〒410-0032 沼津市日の出町 1-1 

東都大学沼津ヒューマンケア学部内 

Tel 055-922-6688 

電子メール info.numazuhuman@gmail.com 

 

 



日本看護倫理学会第 15 回年次大会 

＜展示会募集要項＞ 
 

■学会名：日本看護倫理学会第 15 回年次大会   

■会期：2022 年 5 月 28 日（土）～5 月 29 日（日）  

■会長：太田 勝正（東都大学 沼津ヒューマンケア学部）   

■学会会場：プラサヴェルテ（JR 沼津駅北口徒歩 3 分） 

  

■料金（消費税込み）  

 

No. 内容 出展料（円） 

1 

一般展示/4 階小会議室 1 室＋1 階ホワイエに会議机 1 本分 

募集口数（2 口） 100,000 円 

2 

一般展示/1 階もしくは 3 階のホワイエに会議机 2 本分 

募集口数（6 口） 60,000 円 

3 

書籍販売/1 階もしくは 3 階のホワイエに会議机 2 本分 

 募集口数（2～3 口） 無料 

 

・展示場所（配置）については、こちらにご一任ください（別途、相談も受け付けます）。 

・4 階小会議室の広さは 54.9 ㎡です。スクール形式で机と椅子が配置されています。 

・会議机のサイズは、幅 180 ㎝，奥行 60 ㎝，高さ 70 ㎝です。 

・電源が必要な場合は事前にご連絡ください。 

 

■募集企業数：10 社程度 

  

■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 

2022 年 5 月 28 日（土）9：00 から設営準備を始めて午後から展示を開始し、5 月 29 日（日）

の 15 時頃まで展示可能。なお、撤収は 5 月 29 日の 17 時までに完了のこと。 

＊前日（5/27 金）夕方からの搬入準備が必要な場合は、早めにご相談ください。  

  

■日本看護倫理学会第 15 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  jnea15th@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://procomu.jp/jnea2022/kyosan.html  

締切日：2022 年 2 月 25 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 15 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：jnea15th@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１）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。 

注 2）展示の他に広告掲載を申し込まれたい方は、それぞれ別々にお申し込みください。 

  



日本看護倫理学会第 15 回年次大会 

＜広告募集要項＞ 
   

１．広告掲載媒体：日本看護倫理学会第 15 回年次大会抄録集（会期 2 週間前発行予定） 

２．配布対象：学会員、参加者および関係者 

３．印刷部数（版型）：約 1000～1400 部予定（A4 版） 

４．広告募集件数：計 8～14 口 

５．広告掲載料金 

 

No. 仕様 料金（円） 

1 

広告Ａ４版大会抄録集 1 ページサイズ（１色） 

（掲載後付）   募集口数（4～6 口） 60,000 円 

2 

広告Ａ４版大会抄録集１/2 ページサイズ（１色） 

（掲載後付）   募集口数（4～8 口） 30,000 円 

 

６．広告申込締切り:2022 年 2 月 25 日 

 

７．広告申込方法   

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://procomu.jp/jnea2022/kyosan.html 

 

８．版下送付締切りおよび送付先   

（ア）版下送付締切り：2022 年 2 月 25 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。   

 

９．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。   

 

10．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。 

 

 

 

https://procomu.jp/jnea2022/kyosan.html


日本看護倫理学会第 15 回年次大会 

＜バナー広告募集要項＞ 
   

１．広告掲載媒体：日本看護倫理学会第 15 回年次大会 HP 

２．バナー広告募集件数：数口 

３．広告掲載料金 

 

仕様 料金（円） 掲載期間 

第 15 回年次大会 HP トップページ 

左欄メニューリストの下に先着順で表示＊ 60,000 円 

広告料金納入時点から年次大

会終了まで 

   ＊ 申込件数が多くなったときは、レイアウトの変更を行います。 

 

４．掲載場所：日本看護倫理学会第 15 回年次大会 HP（トップページ） 

 

５．掲載期間：広告料金納入時点から年次大会終了まで 

 

６．広告原稿サイズ：天地 33 左右 230 pixels 

 

７．広告申込締切り:2022 年３月 18 日 

 

８．広告申込方法   

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://procomu.jp/jnea2022/kyosan.html 

 

９．バナーURL の送付先   

バナーのタイトルおよびリンク先の URL を 2022 年 3 月 18 日までに、 

学術集会事務局に送付ください。   

 

10．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。   

 

11．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）広告料が納付され次第順次、HP にバナーを掲載する予定です。 

 

 

https://procomu.jp/jnea2022/kyosan.html


 

日本看護倫理学会第 15 回年次大会 

＜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://procomu.jp/jnea2022/kyosan.html 

 

 

（連絡先）日本看護倫理学会第 15 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   jnea15th@procom-i.jp 


