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ご 挨 拶 

 

謹啓  

 

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

一般社団法人日本看護学教育学会 第 32回学術集会は、「今こそ原点回帰、未来へと紡ぐ看護学教育

の知の創造」をテーマとし、神戸での対面開催に向けて準備を進めて参りました。 

この度、学術集会の開催は約半年後ではありますが、COVID-19による感染の波が繰り返され、今後の

見通しがつかない現在の感染拡大状況を鑑みて、開催方法を WEB開催へと変更する運びとなりました。 

それに伴いまして、WEB開催期間につきましては、2022 年 8 月 6 日（土）～9 月 11 日（日）（８月６日 7 日

は LIVE 配信）と決定致しました。 

直接皆様とお目にかかり意見交換を行うことが叶わず残念ではございますが、WEB開催だからこそ安

全に多くの方にご参加いただき、充実した内容となりますよう、鋭意準備を進めております。 

 

COVID-19による世界的な感染拡大は、突如としてわたくしたちの日常に危機をもたらしました。それ 

は現代のエッセンシャルワーカーである、私たち看護職においても同様です。病む人に向き合い、触れる

ことに幾重の防護が余儀なくされ、人と人との距離を必然にしました。そして私たち看護学教育者は、こ

れまで重視してきた、病む人との人間関係、そして身体に関わることで心を癒すという看護を、目の前の

看護学生たちに、どのように教え、伝えていけば良いのでしょうか。本学術集会では、このような問いを

探究する機会とし、改めて、「人が人に関わる人間教育」としての看護学教育について、その原点に立ち

帰り、看護学教育の新たな地平を、皆さんとともに見出していきたいと考えています。 

 

本学術集会を開催するにあたり、運営にかかる経費は参加者からの会費を主とする所存ですが、それで

もなお必要経費を賄える状況にはなく、ご賛同いただける企業様のご協力なくしては実現が難しい状況

にあります。本学術集会がより大きな成果を生むことができますよう、ご支援・ご協力をいただけました

ら幸いに存じます。諸費ご多端の折、誠に勝手なお願いではございますが、本学術集会の趣旨にご賛同い

ただき、格段のご高配を賜りたくお願い申し上げます。 
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甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 看護学科 教授  



開 催 概 要 

1.会議名称  

和文名：一般社団法人日本看護学教育学会 第 32回学術集会 

英文名：The 32nd Annual Meeting of Japan Academy of Nursing Education 

 

2.主    催  

一般社団法人日本看護学教育学会 

 

3.学術集会長 

前川 幸子（甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 看護学科 教授） 

 

4.メインテーマ 

    今こそ原点回帰、未来へ紡ぐ看護学教育の知の創造 

 

5.会  期 

2022年 8月 6日（土）～7日（日）：LIVE 配信予定 

2022年 9月 11日（日）までオンデマンド配信予定 

 

6.開催方法 

WEB 開催 

 

7.一般社団法人日本看護学教育学会 会員数 

4,641名（2021年 11月現在） 

 

8.参加予定者数 

約 1,500 人（予定） 

 

9.学術集会の内容（予定） 

  会長講演、特別講演、教育講演、ワークショップ、シンポジウム、文部科学省/厚生労働省企画、 

  一般演題、交流セッション、市民公開講座、共催セミナー、企業展示会 

 

10.学会組織 

 理事長      大島 弓子     (豊橋創造大学保健医療学部 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        北 素子      (東京慈恵会医科大学 医学部看護学科) 

             小山田 恭子    (聖路加国際大学大学院) 

             本庄 恵子     (日本赤十字看護大学) 

             小松 万喜子    (中部大学生命健康科学部保健看護学科) 



             嘉手苅 英子     (沖縄県立看護大学)            

             山内 豊明      (放送大学大学院文化学研究科) 

             小山 眞理子     (一般社団法人日本看護系大学協議会) 

             西村 ユミ     (東京都立大学健康福祉学部看護学科)            

             正木 治恵     (千葉大学大学院看護学研究科) 

             吉沢 豊予子    (東北大学大学院医学系研究科) 

 

11.企画委員会 

 学術集会長    前川幸子      (甲南女子大学) 

企画委員 青山ヒフミ     (元・甲南女子大学) 

     秋元典子      (甲南女子大学) 

     石井豊恵      (神戸大学) 

     ウィリアムソン彰子 (神戸大学医学部附属病院) 

     内 正子       (神戸女子大学) 

     雄西智恵美     (甲南女子大学) 

     久米弥寿子     (武庫川女子大学) 

     グレッグ美鈴        (神戸市看護大学) 

     小西美和子     (兵庫県立大学) 

     鈴木みゆき     (兵庫医療大学) 

     成田康子     (兵庫県看護協会) 

     橋本弘子     (神戸市医師会看護専門学校) 

     藤野ユリ子     (福岡女学院看護大学) 

     松岡純子     (甲南女子大学) 

事務局    脇坂豊美     (甲南女子大学) 

     岡本朋子     (甲南女子大学) 

     山口晴美     (甲南女子大学) 

     田畑愛実     (甲南女子大学) 

     板垣紀子     (甲南女子大学) 

     大橋由紀子     (甲南女子大学) 

 

12.お問合わせ先 

≪学術集会事務局≫ 

   〒658-0001 神戸市東灘区森北町 6-2-23 

甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 看護学科 

≪運営事務局≫ 

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1-4-8 日栄ビル 703A あゆみコーポレーション内   

TEL:06-6131-6605  FAX:06-6441-2055  E-mail: jane32@a-youme.jp 

 

 

mailto:jane32@a-youme.jp


13.収支予算 

収入の部   （単位：千円） 

  費目 金額 備考 

1 参加費 14,000 1500人想定 

2 抄録集購入費 66   

3 抄録集広告費 880   

4 ホームページバナー広告費 55   

5 企業広告動画配信 275   

6 展示収入 220   

7 共催セミナー 660   

8 寄付金 250   

  合計（1-8） 16,406   

        

支出の部     

  費目 金額 備考 

1 準備費 5,580   

   印刷関係費 800 ポスター、封筒 他 

   抄録集作成費 1,100 プログラム集 1700 冊 

   ホームページ 520 ホームページ 

   通信、運搬費 500 送料、電話、サーバー費 他 

   参加登録受付費 1,300 事前参加登録受付費 他 

   演題登録受付費 450 演題登録処理費 他 

   事務費 760 会議開催費、発送作業費、消耗品費 他 

    企画委員会開催費 150 収録、編集、サーバー使用料 他 

2 運営費 3,282   

   当日運営費 1,200 運営スタッフ、諸経費 他 

   会場、設備関係費 1,180 会場費、設営費、会場キャンセル費 他 

   招聘関係費 602 交通費、宿泊費、謝金 他 

   消耗品費 300 ネームカードホルダー、文具 他 

3 事後処理費 350   

   会計報告 300 会計監査、源泉徴収 他 

   印刷費 50 御礼状印刷 他 

4 WEB 配信関連費 3,520   

5 業務委託費 3,674   

  合計（1-5） 16,406   
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●寄付金 募集要項 

●共催セミナー 募集要項 

●広告募集要項 

   -プログラム集広告 

       -ホームページバナー 

       -学術集会当日の企業広告動画配信 

      ●WEB企業展示募集要項 



 

 

 

 

●募金の目的 

一般社団法人日本看護学教育学会 第 32回学術集会 開催経費に充当 

 

●募金期間 

2021年 11月 1日(月)より 2022 年 9月 11日(日)まで 

 

●募金目標額 

総経費 16,406,000円のうち、250,000円 

本学術集会の趣旨にご賛同いただける場合は、申込書①に必要事項を記入の後、E-mail または FAX

でご送付ください。 

 

●振込先 

三菱UFJ銀行 田町支店 

口座番号：（普通）0868525 

口 座 名： 一般
シャ）

社団法人 日本
二ホン

看 護 学
カンゴガク

教 育
キョウイク

学 会
ガッカイ

 

 

●問合わせ先 

一般社団法人日本看護学教育学会 第 32回学術集会 運営事務局 

〒550-0001  

大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 日栄ビル 703A 

あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6131-6605  Fax.06-6441-2055 

E-mail : jane32@a-youme.jp 

 

 

寄付金 募集要項 



FAX：06-6441-2055   E-mail：jane32@a-youme.jp 

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1-4-8 日栄ビル 7 階 703A  あゆみコーポレーション内 

Tel：06-6131-6605  

一般社団法人日本看護学教育学会 第 32回学術集会 運営事務局 行 

 

一般社団法人日本看護学教育学会 第 32 回学術集会 

寄付金申込書 
 

一般社団法人日本看護学教育学会 第 32回学術集会 

学術集会長 前川 幸子 殿 

 

この度の学術集会の趣旨に賛同し、下記のように寄付いたします。 

 

金     円也 

＜払込方法＞ 

       

銀行    支店を通じて   月   日に払い込みます。 

 

＜受 領 書＞ 

        要 ・ 不要（どちらかを○で囲ってください。） 

 

  年  月  日 

 

 貴社名 E

フ リ ガ ナ

A： 

 

 ご住所：〒 

 

 AE担当者 E

フ リ ガ ナ

A： 

             部       課 

 

    TEL: 

 

 FAX: 

 

 E-mail: 

 

税制上の免税措置は講じておりませんのでご承知おきください。 

本書は、FAXまたはメールにて必ずお送りくださいますようお願い申し上げます。 

申込書① 



 

 

 

●名称 

一般社団法人日本看護学教育学会 第 32回学術集会 共催セミナー 

 

●配信日 

8月 6日(土) 、7日（日）  1セッション 60分の予定 

 

●募集枠・共催費用 

 申込枠：2社 

 共催費（税込）：330,000円/社 

 ※ライブ配信か事前収録か、後日配信をするかしないかは貴社のご希望を伺い、学術集会事務局と調

整の上で決定とさせていただきます。 

  

上記金額に含まれるもの 上記金額に含まれないもの 

①事前収録費（行う場合） 

②配信費用 

 

①登壇者の拠点の収録用会議室料 

②登壇者の拠点のインターネット環境・パソコン・

音声機器などの機材費 

③講師・座長接遇費、交通費、謝金 

④ポスター･チラシ等印刷製作物、当日資料など 

 

●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。 

・一般社団法人日本看護学教育学会 第32回学術集会と参加各社の共催とし、演題はプログラム集に掲載

いたします。講演者の抄録は2022年5月13日(金)までにご提出いただきますよう、お願いいたします（抄

録と当日の発表スライドには学会規定の利益相反の開示事項にご回答いただきます）。 

 

●配信方法 

・Zoomを利用します。Zoomの契約は学術集会が行います。収録をご希望される場合も、Zoom越しに撮影を

させて頂きます。もしくは御社で収録をされ、MP4形式で動画を納品して頂いても構いません。その場合

は、事前に動画を確認させていただき、学術大会側から編集についてのリクエストをさせて頂くことが

あることをご了承ください。 

 

●透明性ガイドラインに関する同意について  

1）透明性ガイドラインに関する同意について 

    本会では、本会共催に要した費用 （共催費、飲食費等）に関して、日本製薬工業協会の「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」及び日本医療機器産業連合会の「医療機

共催セミナー 募集要項 



器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」に基づき、各社が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。 

 2）日本医療機器産業連合会および日本ジェネリック製薬協会策定の「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に関する指

針」に従い、本会寄付金に関する「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。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。 

 

●スケジュール 

セミナー申込み締切日：2022年3月11日（金) 

開催枠日時、テーマ、座長、講師決定連絡: 2022年3月下旬 

テーマ、座長、講師の最終確認（貴社側）：2022年4月上旬 

抄録提出期限：2022年5月13日(金) 

事前収録をご希望の場合：７月8日（金）頃までを目途に収録をさせていただきます。MP4を納品され

る場合は編集後のデータを7月20日（水）頃までにご提出ください。 

 

●申込み方法  

申込書②に必要事項をご記入いただき、2022年3月11日(金)までに 運営事務局宛にFAXをお送りくだ

さい。 

 

●注意事項 

・共催セミナーは事前参加制ではございません。参加登録された方が全員視聴できるようになります。 

・共催名称：一般社団法人日本看護学教育学会 第 32回学術集会・御社との共催と致します。 

・共催セミナー資料および映像の取り扱いについて 

①映像や資料、パワーポイントは演者に版権があり、セミナー以外での使用時は演者に了解を 

得てください。 

②映像等をメーカーのホームページに掲載する場合は、演者、座長の同意を得た後、掲載期間を 

1 年とします。問い合わせについては各メーカーで対応し、演者や座長の負担にならないように

してください。 

③資料や映像には、『一般社団法人日本看護学教育学会 第 32回学術集会 共催セミナー』という 

クレジットを入れ、本学術集会との共催であることを明記してください。 

・主催者は不可抗力、またはやむを得ない事由により、共催セミナーの開催期間および開催時間の 

変更、または開催の中止等を行う場合があります。その場合、共催費用並びに共催企業側にて 

事前準備に要した費用は、補償いたしかねますので予めご了承ください。 

 

 



●お支払い方法 

運営事務局から発行します請求書の日付から 1ヶ月以内に共催セミナー費用を指定の学会口座（請求

書に記載）へお振込ください。また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にかえさせていただき

ます。振込み手数料は貴社にてご負担ください。



 

FAX：06-6441-2055   E-mail：jane32@a-youme.jp 

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1-4-8 日栄ビル 7 階 703A  あゆみコーポレーション内 

Tel：06-6131-6605 

一般社団法人日本看護学教育学会 第 32回学術集会 運営事務局 行 

 

●共催セミナー申込書 
 
フリガナ 
貴社名： 
 

 
フリガナ 
ご担当者名：                   所属部署： 

                                
 

 
ご住所：〒 
 

 

 
TEL： FAX： 

  
  

 

E-mail： 
 

 

 

配 信 希 望 日 

○をつけて下さい 
8/6（土）   ／    8/7（日） 

テーマ（案）  

講 師 （ 案 ）  

座 長 （ 案 ）  

●備考 

 

 

 

 

申込締切：2022 年 3 月 11 日(金) 

講演者の抄録締切：2022 年 5 月 13 日(金) 

申込書② 



 

 

 

 

●名称 

 一般社団法人日本看護学教育学会 第 32回学術集会 プログラム集 

 

●発行部数 

プログラム集 A5判、1,700部（予定） 

 

●プログラム集発行予算 プログラム集作成費 1,100,000 円のうち、880,000円 

 

●広告料金（消費税込）  

後付け １頁    88,000 円  （5口） 白黒 

後付け 1/2頁     55,000円 （5口） 白黒 

後付け 1/4頁     33,000 円 （5口） 白黒 

  

＊（ ）内は掲載社数の想定。 

＊ ページ割付は主催者に一任願います。選定理由は公表いたしません。 

 

●申込み期限 2022年5月13日（金） 

 

●申込み方法 申込書③に必要事項をご記入いただき、運営事務局宛にFAXにてお送りください。 

 

●広告版下データについて 提出期限日：2022年 5月 27 日（金） 

完全版下データをメールに添付で運営事務局にご送付ください。原稿は必ず「PDF」にしたデータもご送

付ください。 

 

●お支払い方法 

運営事務局から発行します請求書の日付から1ヶ月以内に広告掲載料を指定の学会口座（請求書に記載）

へお振込ください。また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にかえさせていただきます。振込み手

数料は貴社にてご負担ください。 

 

●その他 お申込み企業1社につき1冊「プログラム集」を進呈させていただきます。 

  

プログラム集広告募集のご案内 

 



 

FAX：06-6441-2055   E-mail：jane32@a-youme.jp 

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1-4-8 日栄ビル 7 階 703A  あゆみコーポレーション内 

Tel：06-6131-6605  

一般社団法人日本看護学教育学会 第 32回学術集会 運営事務局 行 

 

 

一般社団法人日本看護学教育学会 第 32 回学術集会 

プログラム集 広告掲載申込書 

貴社名 E

フリガナ

A：   

AEご担当者名 E

フリガナ

A： 所属部署：                

ご住所：〒   

TEL： FAX：   

E-mail：   

 

◆ご希望のものにレ印をお付け下さい。消費税込の価格です。 

 

□ 後付け １頁    88,000円    白黒 

□ 後付け 1/2 頁     55,000円   白黒 

□ 後付け 1/4頁     33,000 円   白黒 

 

この申込書が届いた後、請求書をお送り致します。 

 

 

 

申込み期限：2022 年 5 月 13 日（金） 

広告版下データ提出期限日：2022 年 5 月 27 日（金） 

  

申込書③ 



 

 

 

 

●ホームページ バナー広告 

 一般社団法人日本看護学教育学会 第 32回学術集会のホームページ TOP画面に 

貴社のホームページをリンクしたバナー広告を掲載致します。 

 募集数：1社（予定） 

 掲載位置：TOPページ画面 

 

●バナー広告料（税込）55,000円/社 

＊ご入金が確認でき次第ホームページに掲載致します。 

＊データを下記運営事務局までお送りください。バナーは貴社でご作成ください。その際、以下の仕様 

  を満たすようご留意ください（別途費用による作成のご相談も承ります）。 

データサイズ：210×65ピクセル 

画像形式：JPG、PNG、GIF ファイル 

 

●掲載期間 ご入金が確認でき次第～2022年 9月末（予定） 

 

●内容やデザインについて、修正をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 

下記に該当するものはお取扱いできません。 

 政治活動、宗教活動、個人宣伝に係るもの 

 当学術集会の準備・開催に支障となるおそれがあるもの 

 以上の他、事務局が不適当と認めるもの 

 

●申込み期限 2022年5月13日（金）（スペースが埋まり次第、募集終了と致します。） 

 

●バナーデータ送付締切日 2022年5月27日（金）  

 

●申込み方法 申込書④に必要事項をご記入頂き、運営事務局宛にE-mailまたはFAXにてお送りください。 

 

●お支払い方法 

運営事務局から発行します請求書の日付から1ヶ月以内に広告掲載料を指定の学会口座（請求書に記載）

へお振込ください。また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にかえさせていただきます。振込み

手数料は貴社にてご負担ください。また期限までにお支払いのない場合、取消しとさせていただく場合

がございますので予めご了承ください。  

ホームページ バナー広告募集のご案内 

 



 

FAX：06-6441-2055   E-mail：jane32@a-youme.jp 

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1-4-8 日栄ビル 7 階 703A  あゆみコーポレーション内 

Tel：06-6131-6605 

一般社団法人日本看護学教育学会 第 32回学術集会 運営事務局 行 

 

 

一般社団法人日本看護学教育学会 第 32 回学術集会 

ホームページ バナー広告掲載申込書 

貴社名 E

フリガナ

A：   

AEご担当者名 E

フリガナ

A： 所属部署：                

ご住所：〒   

TEL： FAX：   

E-mail：   

 

 

◆広告掲載料：55,000円（税込） 

 

◆バナーデータ送付予定：    月     日 

 

◆リンク先 URL、バナーデータは jane32@a-youme.jpまでお送りください。 

 

 

 

 

申込み期限：2022 年 5 月 13 日（金） 

バナーデータ提出期限日：2022 年 5 月 27 日（金） 

（スペースが埋まり次第、募集終了。ご入金が確認でき次第、HPに掲載。） 

 

 

  

申込書④ 



 

 

 

 

●学術集会当日の企業広告動画配信 

 一般社団法人日本看護学教育学会 第 32 回学術集会の会期中、各プログラム配信の間の休憩時間中に

貴社の広告動画を配信致します。 

 募集数：5社（予定） 

 １回最長１分間×放映４回以上 

※広告動画は最短 15 秒から承ります。1 回あたり 1 分間の配信のため 1 分を過ぎた場合は再生の途中

であっても配信を終了させて頂きます。動画コンテンツ作成の上での目安にしてください。 

（例）15秒のコンテンツの場合は 4回ループ再生をし、1分と換算 

   25秒のコンテンツの場合は、3回目の 10秒目で配信終了 

 

●広告動画配信費用（税込）：55,000円/社 

＊動画データ（MP4 形式）を運営事務局までお送りください。動画コンテンツは貴社でご作成ください。 

＊動画の容量が 5MB を超える場合は、データ便やオンラインストレージなど、メール添付以外の方法で

お送りください。 

 

●下記に該当するものはお取扱いができません。ご了承のほどお願い申し上げます。 

・政治活動、宗教活動、個人宣伝に係るもの 

・当学術集会の準備・開催に支障となるおそれがあるもの 

・以上の他、事務局が不適当と認めるもの 

 

●大会ホームページにて、広告を掲出くださった施設（法人）名／企業名の掲載を予定しております。 

 

●締切日 

申込締切日：2022年 6月 30 日（木） 

データ提出期限日：2022年 7月 15 日（金） 

 

●申込み方法 申込書⑤に必要事項をご記入頂き、運営事務局宛にE-mailまたはFAXにてお送りください。 

 

●お支払い方法 

運営事務局から発行します請求書の日付から 1 ヶ月以内に広告掲載料を指定の学会口座（請求書に記

載）へお振込ください。また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にかえさせていただきます。

振込み手数料は貴社にてご負担ください。また期限までにお支払いのない場合、取消しとさせていた

だく場合がございますので予めご了承ください。 

  

学術集会当日の企業広告動画配信のご案内 

 



 

申込書⑤ 
FAX：06-6441-2055   E-mail：jane32@a-youme.jp 

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1-4-8 日栄ビル 7階 703A  あゆみコーポレーション内 

Tel：06-6131-6605  

一般社団法人日本看護学教育学会 第 32回学術集会 運営事務局 行 

 

一般社団法人日本看護学教育学会 第 32 回学術集会 

       学術集会当日の企業広告動画配信 申込書 
 

貴社名   印  

 

ご担当部署名    

 

ご担当者名    

 

住 所  〒  

 

電話番号   ＦＡＸ番号    

 

ご担当者 E-mail    

※住所欄には、実務ご担当者の住所をご記入ください。 

 

■ お申込内容  

 

プログラム配信時 スポット広告 

（Zoom 配信） 
55000 円（消費税含む）     枠 

※応募多数の場合は、原則先着順とさせていただきます。 

 

申込締切日：2022 年 6 月 30 日（木） 

データ提出期限日：2022 年 7 月 15 日（金） 

 

ご要望等 



 

 

 

 

●名称 

一般社団法人日本看護学教育学会 第32回学術集会 WEB企業展示会 

 

●WEB展示会スケジュール（予定） 

下記内容①-③：8月6日(土) 、7日（日）～ 9月11日（日） 

  下記内容④  ：8月6日(土) 、7日（日）のみ 

 

●内容 

①動画配信サイト上で貴社のPR動画配信（動画コンテンツは貴社でご用意ください。） 

②資料の配布（貴社の製品パンフレットなどの PDFを動画配信サイト内にリンクします。） 

③来場者アンケート 

  （アンケートフォームは貴社でご用意ください。動画配信サイト内にリンクします。） 

④スケジュールを決めてのWEB面談会 

（貴社が用意されるオンラインミーティングシステムを動画配信サイト内にリンクします。） 
 

●募集小間数（予定） 

4社 

 

●出展料金（税込）:55,000円／小間  

 

●出展対象 

医療機器・検査機器・医薬品・医療情報機器 

 

●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。 

 

●注意点 

主催者は不可抗力、またはやむを得ない事由により、WEB展示会の開催期間および開催時間の変更、 

または開催の中止等を行う場合があります。その場合、貴社側にて事前準備に要した費用は、補償いた

しかねますので予めご了承ください。 

 

●出展申込みの取消 

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出来ません。 

 

 

 

WEB 企業展示会のご案内 

 



 

●透明性ガイドラインに関する同意について  

1）透明性ガイドラインに関する同意について 

   本会では、本会共催に要した費用 （共催費、飲食費等）に関して、日本製薬工業協会の 

  「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」及び日本医療機器産業連 

   合会の「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」に基づき、各社が情報 

   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。 

 

  2）日本医療機器産業連合会および日本ジェネリック製薬協会策定の「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 

    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。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。  

 

●申込み期限 2022年5月13日（金） 

 

●申込み方法 申込書⑥に必要事項をご記入いただき、運営事務局宛にFAXにてお送りください。 

 

●お支払い方法 

運営事務局から発行します請求書の日付から 1ヶ月以内に出展料総額を指定の学会口座（請求書に記載）

へお振込ください。また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にかえさせていただきます。振込み手

数料は御社にてご負担ください。また期限までにお支払いのない場合は、申込を取消しとさせていただく

ことがございますので予めご了承ください。



 

申込書⑥ 

FAX：06-6441-2055   E-mail：jane32@a-youme.jp 

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1-4-8 日栄ビル 7階 703A  あゆみコーポレーション内 

Tel：06-6131-6605  

一般社団法人日本看護学教育学会 第 32回学術集会 運営事務局 行 

 

一般社団法人日本看護学教育学会 第 32 回学術集会 

          WEB 企業展示会申込書 
 

1．出展申込者                     

AE貴 E

フ

AAE社名 E

リ ガ ナ

 
                                      

  
    

所属部署                                             

AEご担当者 E

フ リ ガ ナ

 
                       

住所 
（〒           ） 

                            

TEL/FAX TEL：               FAX：   
 

                  

E-mail                                             

                                                   

2．展示内容（現時点の案をお聞かせください。該当する項目に✔をつけてください。） 

 

□ 動画配信サイト上で貴社のPR動画配信（動画コンテンツは貴社でご用意ください。） 

□ 資料の配布（貴社の製品パンフレットなどのPDFを動画配信サイト内にリンクします。） 

□ 来場者アンケート 

  （アンケートフォームは貴社でご用意ください。動画配信サイト内にリンクします。） 

□ スケジュールを決めてのWEB面談会 

（貴社が用意されるオンラインミーティングシステムを動画配信サイト内にリンクします。） 

 

 その他お考えの展示内容があればご記入ください。 

動画配信システムで実現可能か否かを確認し、改めてご連絡申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 申込締切：2022年5月13日（金）  
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