
 

 

 

 

 

 

第43回日本看護科学学会学術集会 

 

 

開催趣意書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 期 ： 2023年12月9日(土)・10日(日) 

会 場 ： 海峡メッセ下関 

                下関市生涯学習プラザ 

会 長 ： 田中 マキ子 （山口県立大学 学長） 

 

 



ご 挨 拶 

 

謹啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より格別なご厚情を賜り厚く
御礼申し上げます。 

さて、この度、令和 5年 12月 9日(土)・10日(日)の 2日間、山口県下関市の海峡メッセ下関
と下関市生涯学習プラザにおきまして「第 43回日本看護科学学会学術集会」を開催させていた
だくこととなりました。このような伝統ある学会を山口の地で開催させていただけることを大
変光栄に思っております。 

本学会は 看護学の発展を図り、広く知識の交流に努め、もって人々の健康と福祉に貢献する
ことを目的に、1981年（昭和 56年）7月 25日に第 1回の設立総会をもって発足致しました。当
時六大学であった「日本看護系大学協議会」を基盤としております。設立時の正会員は 185名で
ありましたが、会員数は毎年確実に増加し現在は会員数 9,000名を超える学会となりました。又、
2010年 6月 1日付で公益認定され、公益社団法人日本看護科学学会となりました。本学会は、
公益法人改革において、信頼と責任ある地位を引き続き保持し、今後も看護学の発展を図り、広
く知識の交流に努め、もって人々の健康と福祉の増進に寄与することを目的としています。 

今回のテーマは、「未来を拓く看護のサイエンス＆アーツ：伝統と革新の融合」といたしまし
た。 

日本の看護学のますますの発展を願うと共に、長寿医師として大変活躍されました 故 日野
原重明 医師の郷里は山口県萩市です。そこで、日野原先生が言われておられました「看護は、
サイエンス＆アートである」のお言葉からヒントをえ、学術集会のメインテーマを「未来を拓く
看護のサイエンス＆アート」とし、サブタイトルに明治維新を扇動した山口県での開催というこ
とから「伝統と革新の融合」とさせていただきました。山口の地における開催から、国内・世界
へ素晴らしい看護の研究が羽ばたいていくことを願っています。 

現在このような趣旨を踏まえて本会をより有意義なものにすべく鋭意準備をすすめさせてい
ただいており、また一人でも多くの方に本学術集会へご参加いただき、看護科学の発展に貢献し
ていただけるよう、微力ながら精一杯、運営を努めてまいる所存であります。 

本来、会議の諸費用は参加費を以て賄うべきでありますが、昨今の諸費用高騰のため、参加費
のみでの運用は困難を極めます。このような事情をご理解いただき、学会運営費の一部としてご
協賛を賜りたくお願い申し上げます。 
 
つきましては、出費多端な折まことに恐縮に存じますが、学術集会の開催ならびに本会の趣旨

にご賛同いただき、ぜひともご支援とご助力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
 
本来ならば参上し拝眉の上直接お願いさせていただくべきことではございますが、新型コロナ

ウィルス感染流行の折、本書面を借りてのご高配とご助力の程、心よりお願い申し上げます。 
 
なお、拠出いただきました協賛金につきましては、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」に基づき「共催企業様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、学会等の会合開催にかかる費用を公開することについて了承いたし
ます。 
 
末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を祈念いたします。 

謹白 
  

令和 4年 12月吉日 
 

第 43回日本看護科学学会学術集会 
会長 田中 マキ子 

    山口県立大学 学長 

 

 

 

 



 

学会開催概要 

１． 名称 

第 43 回日本看護科学学会学術集会 

 

２． 会期 

2023 年 12 月 9 日（土）～10 日（日） 

 

３． 会場 

海峡メッセ下関       〒750-0018 山口県下関市豊前田町 3-3-1 

下関市生涯学習プラザ  〒750-0016 山口県下関市細江町 3-1-1 

 

４． 会長 

田中 マキ子 （山口県立大学 学長） 

 

５． テーマ 

未来を拓く看護のサイエンス＆アーツ：伝統と革新の融合 

 

６． プログラム構成 

会長講演、特別講演、教育講演、シンポジウム、交流集会、English Session、 

一般演題（口演、ポスター）、市民公開講座等 

※プログラム詳細については、43 回学術集会ホームページに随時掲載予定。 

 

７． 参加者数  4,000 名想定 

 

８． 運営事務局 

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 

事業共創部 

〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBC ビル４F 

TEL： 092-751-3244 ＦAX： 092-751-3250 

E-mail： 43jans-sponsor@jtbcom.co.jp（協賛担当） 

 

注１） 今後の COVID-19 の感染拡大の情勢によりましては、やむを得ず開催方法に変更が生じる場合もございます事 

を併せてご了承ください。 

注２） 本学会では、貴社が本学会へ支払う寄付金、共催費等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連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。 

 

 

 

 

 

 



 

 

企画委員名簿 （2022年 12月現在） 
   

担 当 氏 名 所  属 

学術集会会長 田中 マキ子 山口県立大学看護栄養学部看護学科 

事務局長 丹 佳子 山口県立大学看護栄養学部看護学科 

総務 
唐田 順子 山口県立大学看護栄養学部看護学科 

新居 富士美 山口県立大学看護栄養学部看護学科 

会計 田中 周平 山口県立大学看護栄養学部看護学科 

プログラム 

小迫 幸恵  山口県立大学看護栄養学部看護学科 

藤本 美由紀 山口県立大学看護栄養学部看護学科 

田中 和子 山口県立大学看護栄養学部看護学科 

山勢 博彰 山口大学医学部保健学科 

田中 愛子 山口大学医学部保健学科 

佐藤 美幸 宇部フロンティア大学看護学部看護学科 

百田 武司 日本赤十字広島看護大学看護学部 

石村美由紀 福岡県立大学看護学部 

編集 

井上 真奈美 山口県立大学看護栄養学部看護学科 

矢田 浩紀 山口県立大学看護栄養学部看護学科 

吉村 眞理 山口県立大学看護栄養学部看護学科 

高田 千鶴 山口県立大学看護栄養学部看護学科 

田戸 朝美 山口大学医学部保健学科 

中村 敦子 日本赤十字広島看護大学看護学部 

河本 乃里 下関市立大学 

山本 幸子 大島看護専門学校 

福本 絵理 綜合病院山口赤十字病院 

ホームページ・広報・ 

社会貢献 

中谷 信江 山口県立大学看護栄養学部看護学科 

松元 悦子 山口県立大学看護栄養学部看護学科 

矢田 フミエ 山口県立大学看護栄養学部看護学科 

法橋 尚宏 神戸大学 

大久保 暢子 聖路加国際大学 

渉外・接遇 

家入 裕子 山口県立大学看護栄養学部看護学科 

古賀 聖典 日本赤十字広島看護大学看護学部 

吉兼 伸子 山口県立大学看護栄養学部看護学科 

横田 恵 山口県立大学看護栄養学部看護学科 

佐々木 満智子 山口県立大学看護栄養学部看護学科 

第 44回学術集会会長 前田 ひとみ 熊本大学 

 

 

 

 



 

2022.12.1現在

金額(円） 金額(円）

Ⅰ.参加登録費収入 44,300,000 Ⅰ.会議準備費 ¥15,235,000

[事前参加登録] 1 人件費 ¥2,300,000

会員 11,000 円 × 1,800 19,800,000 備品・消耗品費 ¥100,000

非会員 14,000 円 × 500 7,000,000 印刷・製作費 プログラム集印刷 ¥3,740,000

学生 0 × 200 0 チラシ、ポスター、封筒他 ¥2,200,000

[当日参加登録] システム費 演題、参加登録システム ¥2,500,000

会員 13,000 円 × 1,000 13,000,000 HP作成 ¥750,000

非会員 15,000 円 × 300 4,500,000 通信、運搬費 ¥3,000,000

学生 0 × 200 0 会議費 ¥345,000

旅費 ¥300,000

4,000 名（有料登録者数）

Ⅱ.当日運営費 ¥41,700,000

Ⅱ.懇親会参加費収入 1,050,000 人件費 5,600,000

参加者懇親会 7000 円 × 150 1,050,000 備品、消耗品費 ¥1,000,000

機材費 ¥10,000,000

看板装飾費 ¥6,000,000

会場費 海峡メッセ、生涯学習プラザ ¥11,500,000

Ⅲ.広告収入 2,640,000 謝礼金・旅費 ¥2,500,000

1）プログラム集 通信、運搬費 ¥100,000

表４ 242,000 円 × 1 242,000 会議費 懇親会、シャトルバス他 ¥5,000,000

表２ 198,000 円 × 1 198,000

表３ 165,000 円 × 1 165,000

後付け１頁 121,000 円 × 5 605,000 Ⅲ.事後処理費 ¥115,000

後付け１/2頁 88,000 円 × 10 880,000 人件費 ¥55,000
2）ホームページバナー110,000 円 × 5 550,000 通信、運搬費 ¥60,000

6,710,000

1）企業展示 ¥2,420,000

スペース小間 132,000 円 × 10 1,320,000

パッケージ小間 165,000 円 × 30 4,950,000 Ⅴ.予備費 ¥320,000

2）書籍展示 22,000 円 × 20 440,000

Ⅴ.共催セミナー収入 2,640,000

1）ランチョンセミナー

440,000 円 × 2 880,000

330,000 円 × 4 1,320,000

220,000 円 × 2 440,000

Ⅵ.助成金 950,000

1）助成金

下関観光コンベンション協会 650,000

山口コンベンション協会 300,000

Ⅶ.寄付金

1,500,000

収入の部 合計 59,790,000 支出の部 合計 59,790,000

科目

Ⅳ.運営委託費

Ⅳ.展示出展料収入

第43回日本看護科学学会学術集会
収支予算書

2023年12月9日（土）、10日（日）　2日間

収入の部 支出の部
科目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 広告募集要項（プログラム集広告）  

１． 印刷部数 
プログラム集  11,000 部（予定）   

 
２． 発行日 

2023 年 11 月頃 
 
３． 規格  

A５判 約 150 頁 （天地 21 ㎝×左右 14.85 ㎝） 
 
４． 媒体作成費 

3,740,000 円(税込) 
 
５． 広告料総額 

2,090,000 円(税込) 
 
６． 配布対象 

学会会員(全員)、事前参加登録者、関係者等に配布予定 
 

 
７． 入稿形態 

フイルム、紙焼、清刷、データのいずれかで入稿 
 

※事務局では版下の作成はいたしません。 
※ページ割につきましては、主催事務局にご一任くださいますようお願い申し上げます。 

 
＜E-mail・郵送の場合＞ 
5MB 以上 25MB 以内のデータは PDF データにて E-mail（43jans-sponsor@jtbcom.co.jp）までお送りく
ださい。 
25MB を超えるデータは CD-R にて、運営事務局までご郵送ください。イラストレーターデータの場合は
アウトライン処理の上、出力見本を添付ください。紙焼きの場合も同様に郵送にて承ります。 

 
８． 広告掲載規格  

希望枠 枠数 掲載料(税込) 色 

表４（裏表紙） 1 枠 242,000 円 カラー 

表２（表紙の裏） 1 枠 198,000 円 カラー 

表３（裏表紙の裏） 1 枠 165,000 円 カラー 

後付１頁 5 枠 121,000 円 モノクロ 

後付 1/2 頁 10 枠 88,000 円 モノクロ 

 
９． 広告依頼社数   18 社（予定） 
 
10. お申込み方法・お申込み期限 

オンラインによる受付となります。学会ホームページ（https://jans43.org/）の 
[協賛申込]ページよりお申し込みください。 

 
申 込 締 切 日： 2023 年 6 月 26 日（月） 
版下提出締切日： 2023 年 6 月 30 日（金）必着 

 
11. ご注意 

集稿した広告が仕様と異なる場合はプログラム・抄録集のサイズに合わせて運営事務局にて拡大/縮小
させていただきます。予めご了承ください。  

 
 



 
 
12. 広告料のお支払い 

広告料の請求書は、申込締め切り後にお送りします。 
請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込みください。 
また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 

 

 
13. 情報公開への同意について 

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」に基づき「共催企業様と医
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、大会等の会合開催にかかる費用を
公開することについて了承いたします。 
 

14. お申込み・版下送付・お問合せ窓口 
 

【日本看護科学学会第 43 回学術集会 運営事務局】  

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部  

協賛担当／細井、今野（こんの）  

〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBC ビル４F 

TEL： 092-751-3244 ＦAX：092-751-3250 

E-mail： 43jans-sponsor@jtbcom.co.jp（協賛担当） 

※メールでのお問合せにご協力をお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 広告募集要項（ホームページバナー広告）  

 
1. 媒 体 名 日本看護科学学会第 43 回学術集会  ホームページ 

 
2. ホームページアドレス https://jans43.org/ 

日本看護科学学会第 43 回学術集会 ホームページ TOP 画面に掲載いたします。  
 

3. 掲 載 期 間 データ受信後（10 日以内～ホームページ終了まで） 
 

4. 対 象 者 本学術集会参加者および関係機関 
 

5. 制作費と広告料総額  ホームページ制作費 750,000 円（税込） 広告料総額 550,000 円（税込） 
 

6. バナー広告料金 110,000 円（税込） 
 
7. 募 集 枠  5 社 
 
8. バナーについて 

 【サイズ】縦 60 ピクセル×横 210 ピクセル 
・（等倍サイズの）完全版下原稿をご提出ください。当方では版下の作成はいたしません。 
・バナー広告のファイル形式：GIF（アニメーション可）、JPEG、PNG 
・バナーデータは JPEG であれば協賛申込システムのマイページ MENU よりアップロード可能です。 
規定サイズを超える場合や JPEG 以外のファイルは E-mail（43jans-sponsor@jtbcom.co.jp）にてお送りくだ
さい。 
E-mail にて受信可能なサイズは 1 メールあたり 25MB 以内となります。容量を超える場合は、オンラインス
トレージ等でお送りください。 

 
9. 広告掲載決定・注意事項 

バナーの掲載箇所等は、申込締め切り後に主催者にて決定いたします。ご一任ください。 
申込社が主催者の許可無くスペースの全部、または一部を第三者に譲渡・貸与もしくは申込社同士に
おいて交換することはできません。 
 

10. お申込み方法・お申込み期限 
オンラインによる受付となります。学会ホームページ（https://jans43.org/）の 
[協賛申込]ページよりお申し込みください。 

 
申 込 締 切 日： 2023 年 10 月 10 日（火） 
バナー提出締切日： 2023 年 10 月 13 日（金）必着  
 

11. 広告料のお支払い 
広告料の請求書は、申込締め切り後にお送りします。 
請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込みください。 
また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 

 

 

12. お申込み・版下送付・お問合せ窓口 
 

【日本看護科学学会第 43 回学術集会 運営事務局】  

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部  

協賛担当／細井、今野（こんの）  

〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBC ビル４F 

TEL： 092-751-3244 ＦAX：092-751-3250 

E-mail： 43jans-sponsor@jtbcom.co.jp（協賛担当） 

※メールでのお問合せにご協力をお願いいたします。 



企業展示募集要項 
 

１． 展示概要 

会 場： 海峡メッセ下関 

※会場変更の可能性がございますので予めご了承ください。 
 

開 催 日 時 ： 2023 年 12 月 9 日（土） 9:00～15：00（予定） 

2023 年 12 月 10 日（日） 9：00～15：00(予定） 
 

搬 入： 2023 年 12 月 8 日（金） 10:00～16：00(予定)  主催者側小間設営 

16：00～21：00（予定） 出展社展示物搬入・設営 
 

搬 出： 2023 年 12 月 10 日（日） 15：00～18：00（予定） 展示物搬出・撤去 
 

募集小間数 ： 医薬品・機器： 40 小間 / 書籍：20 小間 

 

出展料（医薬品・機器）：  ＜パッケージ渡し＞ 

\165,000（税込）／1 小間（間口 1.8m×奥行 0.9m×高さ 2.4m） 

＜スペース渡し＞ 

\132,000（税込）／1 小間（間口 1.8m×奥行 0.9m） 

 

出展料（書籍）     ： ￥22,000（税込）／机サイズ（間口 1.8m×奥行 0.9m×高さ 0.7m） 

※書籍かどうかの判断は、本会長が決定いたします。 

 

そ の 他 

※開催会場、時間、搬入・搬出の時間は変更になる場合がございますので予めご了承ください。 

※出展者説明会は行いません。開催約 1 ヵ月前頃に改めて詳細を連絡いたします。 

 

２． 小間仕様 ＜パッケージ渡し＞ 

・バックパネルにはベニアパネルを使用 

・高さ 2,400 ㎜のパネル加工紙表装（白）で設置 

・社名板は巾 200 ㎜×900 ㎜の白地ウッドラック、黒文字、各ゴシック体で表示 

（株式会社、有限会社などは、（株）、(有)と表示） 

※ロゴ指定の場合は別途料金がかかりますので、予めご了承ください。 

・机 1 本（白布付き）を設置。（W1800 ㎜×D900 ㎜×H700 ㎜） 

※机が不要な場合は予め事務局へ机不要の指示をお願いいたします。 

  ・電源工事費は含みません。コンセントなど、標準装備に含まれないものに関しては、開催約 1 ヵ月前に

送付予定の「当日運営実施要項」にてご案内いたします。 

 

 

 

                        

 

                                    

  

 

 

机（白布付き） 

(W1800×D900×H700) 

社名板 

(200mm×900mm) 

 

2400mm 

900mm 

1800mm 



３． 出展料のお支払い 

出展料の請求書は、申込締め切り後にお送りします。 

請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込みください。 

また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 

 

４． 出展申込の解約  

出展申込の正式受理後は、主催者が不可抗力と認めた事故以外の取り消しは出来ません。 

一旦お振込みいただいた出展料の返金はいたしかねますので予めご了承の程お願いいたします 

 

注）万が一、学会開催時期にコロナ感染拡大となり、学会の開催形態を完全 WEB 開催に変更した 

場合は、展示会につきましては WEB 展示会という形で開催をさせていただきます。 

ただし、企業様のご事情もあるかと存じますので、出展辞退のお申し出があった場合は、事務 

手数料、振込手数料を差し引いで出展料を返金いたします。 

 

※事務手数料はご辞退の時期により変動いたしますので要望が出た時点で算出いたします。 

※WEB 展示会の開催要項につきましては、変更になった時点で改めて趣意書を発行いたします。 

 

５． 出展物の管理   

出展物の管理は、出展者が責任を持つものとし、出展期間中の出展物の盗難・紛失・災害・損害など不

可抗力による出展物に対して補償等の責任は主催者側では負いかねます。予めご了承ください。 

 

６． オプション手配について   

電気を含むオプション手配のご注文は、開催約 1 ヵ月前頃にご案内します「当日運営実施要項」にてご

確認ください。 

 

７． お申込み方法 

オンラインによる受付となります。学会ホームページ（https://jans43.org/）の 
[協賛申込]ページよりお申し込みください。 

 
申 込 締 切 日： 2023年7月28日（金） 
 

８． その他 

場所の決定に関しましては、主催者に一任くださいますようお願いいたします。 

 

９． 情報公開への同意について 

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」に基づき「共催企業様と医
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、大会等の会合開催にかかる費用を公
開することについて了承いたします。 

 

10. お申込み・お問合せ窓口 

【日本看護科学学会第 43 回学術集会 運営事務局】  

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部  

協賛担当／今野（こんの） 、細井 

〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBC ビル４F 

TEL： 092-751-3244 ＦAX：092-751-3250 

E-mail： 43jans-sponsor@jtbcom.co.jp（協賛担当） 

※メールでのお問合せにご協力をお願いいたします。 



 

共催セミナー募集要項 
 

1. 開催日程 2023 年 12 月 9 日（土）～10 日（日） 12：00～13：00（予定） 

※開催時間は予定であり、変更の可能性がございます。 

 

2. 開催時間 講演時間は 60 分といたします。 

プログラム編成で、開始時間が 10 分ほど前後する可能性がございますが、 

予めご了承ください。 

 

3. 会 場 海峡メッセ下関     9F 海峡ホール 第 4 会場（シアター300 席） 

             海峡メッセ下関     8F 801 大会議室 第 5 会場（シアター150 席） 

下関生涯学習プラザ  2F 宙のホール      第 8 会場（シアター214 席） 

下関生涯学習プラザ  2F 風のホール      第 9 会場（シアター204 席） 

 

※セミナー名および時間は予定となります。 

※会場席数は、仕様により若干増減することがございます。 

 

4. 共催費一覧 

開催日時 
開催時間 
（予定） 

会場名 
会場席数 
（予定） 

共催費用 
（税込） 

番号 

12 月 9 日（土） 12:00～13:00 第 4会場 9F 海峡ホール シアター300 席 \440,000 ① 

12 月 9 日（土） 12:00～13:00 第 5会場 8F 801 大会議室 シアター150 席 \220,000 ② 

12 月 9 日（土） 12:00～13:00 第 8会場 2F 宙のホール シアター214 席 \330,000 ③ 

12 月 9 日（土） 12:00～13:00 第 9会場 2F 風のホール  シアター204 席 \330,000 ④ 

12月 10日（日） 12:00～13:00 第 4会場 9F 海峡ホール シアター300 席 \440,000 ⑤ 

12月 10日（日） 12:00～13:00 第 5会場 8F 801 大会議室 シアター150 席 \220,000 ⑥ 

12月 10日（日） 12:00～13:00 第 8会場 2F 宙のホール シアター214 席 \330,000 ⑦ 

12月 10日（日） 12:00～13:00 第 9会場 2F 風のホール  シアター204 席 \330,000 ⑧ 

 

5. プログラム編成につい 

演題名、座長および演者は、事前に主催事務局（会長）にご承認を得た上で、講師依頼を進めて

いただきますようお願いいたします。 

尚、企画内容や講師が重複している場合は、主催者側より調整をお願いする場合がございます。あ

らかじめご了承ください。 

座長・演者との連絡折衝は貴社に一任いたします。 

※協賛のお申込自体はセミナー内容が未定のままエントリーが可能です。ただし貴社セミナーのプ

ログラム内容検討時には次の手順でお進めください。 



 

 

プログラム決定手順 

Step1：テーマ&講師案を主催事務局へご相談の上、ご承諾をお取りください。 

Step2：候補者を「候補」としてオンライン登録（学術集会 HP「協賛申込」ページ） 

Step3：講師の方へ依頼、講師決定 

Step4：テーマおよび講師情報が決定した場合「決定」としてシステムへ再登録 

 

※Step2 までは募集締切時点までにお済ませください。 

※Step4 は会場決定通知の際に改めてご案内いたしますが、共催セミナー申込締切日より前に

決定した場合は、協賛申込システムへ再登録をお願いいたします。 

 

6. 日程、会場の決定について 

日程・会場の決定は、主催者に一任くださいますよう､お願いいたします。 

 

7. お申込み方法 
オンラインによる受付となります。学会ホームページ（https://jans43.org/）の[協賛申込]ページよりお申
し込みください。 

 
8. 申 込 締 切 日： 2023年5月31日（水）  
 
9. 情報公開への同意について 

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」に基づき「共催企業様と医
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、大会等の会合開催にかかる費用を
公開することについて了承いたします。 

 

共催セミナー経費ご負担の基本的考え方 
 

① 開催経費に含まれるもの 
・会場費（セミナー開催会場） ・座長席 
・スクリーン（メインのみ） ・PCプロジェクター（メインのみ） 
・次座長次演者表示灯 ・卓上ライト ・マイク ・レーザーポインター 
・会館設備代（音響システム、照明） ・控室 
※上記以外の機材を使用される場合は新規手配となりますので、全額をご負担いただきますようお願い

いたします。 
 

② 開催経費に含まれないもの 
次のものは開催経費に含まれませんので、各社にてご負担くださいますようお願いいたします。 

 

a． 講師謝礼／交通費／飲食費 

演者、座長への謝礼及び交通費、宿泊費、飲食費は開催経費に含みませんので、各社にて実費

のご負担をお願いいたします。 
 

b． 参加者飲食代 
共催セミナーお弁当代目安：1,500 円程度（税別） ※紙パックお茶付 

 

c． 看板 

作成分全額ご負担ください。 
 

d． スタッフ 

受付係り等のスタッフ手配の場合は全額をご負担ください。 
 

e． 制作物 

告知リーフレット、プログラム等は御社でご準備ください。 

（制作の際は、印刷に入る前に予め運営事務局へ原稿を提出し、時間等のチェックを受けるように

してください） 
 



③ 当日運営の詳細 

機材・飲食等の追加手配につきましては、開催約 1 ヶ月前頃に送付予定の「セミナー運営要項」にて詳

細をご案内申し上げます。 

 

10. 抄録原稿について 

共催セミナーの抄録およびご略歴は、抄録集への掲載予定はございません。 
 
11. 請求書・支払いに関して 
 

＜開催経費に関して＞ 

開催日決定後に事務局より請求書を発行いたします。請求書受け取り後１ケ月以内に指定の口座に 

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

 
 

＜実費分の請求に関して＞ 

飲食、看板、スタッフ手配等、開催経費に含まれないものは学会終了後、運営事務局（株式会社 JTB 

コミュニケーションデザイン）からご請求させていただきます。 

追加手配にかかる費用につきましては、別途手数料 15％を頂戴いたしますので予めご了承ください。 

振込期限：2024 年 1 月 31 日（水） 

 

 

12. 今後の予定 

共催セミナー申込開始（オンライン）  2023年1月下旬頃～ 

共催セミナー申込締切（オンライン）  2023年5月31日（水） 

講師&タイトル情報の「候補・予定」登録締切 同上 

会場通知、共催費ご請求書送付 2023年6月中旬頃 

講師&タイトル情報の「決定」（「講師&タイトル連絡表」提出）締切 2023年7月初旬～中旬頃 

共催費振込期限 2023年7月31日（月） 

当日運営要項送付（オプション手配のご案内） 2023年10月下旬頃～11月初

旬頃 

当日飲食等オプション手配品締切 2023年11月中旬頃 

オプション手配品請求書送付 2023年12月中 
※会終了後から約2週間以内 

オプション手配品分振込期限 2024年1月31日（水） 

 

 

13. お申込み・お問合せ窓口 
 
【日本看護科学学会第 43 回学術集会 運営事務局】  

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部  

協賛担当／今野（こんの） 、細井 

〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBC ビル４F 

TEL： 092-751-3244 ＦAX：092-751-3250 

E-mail： 43jans-sponsor@jtbcom.co.jp（協賛担当） 

※メールでのお問合せにご協力をお願いいたします。 



 

 寄付募集要項  

１． 寄付金を必要とする理由 

本会は看護学教育に関わる教職員、その他の関係者の約 4,000 名の参加が予想され、開催に要する

費用は 59,790,000 円と推定されます。これらの諸経費は、本来参加費で賄われるべきではありますが、

相当額を関係各所からのご賛助に頼らなければならないのが実情であり、収支予算書にありますように

1,500,000 円のご支援に頼らざるを得ない状況でございます。是非ともご支援を賜りますようお願い申し

上げます。 
 

２． 収支予算書（別紙１） 
 

３． 寄付募集要項 

寄付目標額 ： 1,500,000 円 

募 集 期 間 ： 2023 年 12 月 8 日（金）まで 

オンラインによる受付となります。学会ホームページ（https://jans43.org/）の 
[協賛申込]ページよりお申し込みください。 

 

寄付依頼先 ： 企業、関連病院等 

寄付金使途 ： 日本看護科学学会第 43 回学術集会の開催資金として利用 

寄付金振込先： 
 

銀 行 名：三菱 UFJ 銀行  

   支 店 名：本郷支店（351） 

口座番号：（普）0066542 
口 座 名：公益社団法人日本看護科学学会学術集会  

（シャ）ﾆﾎﾝｶﾝｺﾞｶｶﾞｸｶﾞﾂｶｲ ｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ 

 

 

振 込 期 限 ：2023 年 12 月 8 日（金） 

※寄付金に関する請求書発行は行っておりませんので、ご承知おきください。 

※銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 
 

４． 寄付の免税措置はございません 
 

５． 寄付責任者 

第 43 回日本看護科学学会学術集会  

学術集会会長： 田中 マキ子 （山口県立大学 学長） 

〒753-0021  山口県山口市桜畠 6-2-1 

 

 

６． お申込み・お問合せ窓口 

  【日本看護科学学会第 43 回学術集会 運営事務局】  

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部  

協賛担当／今野（こんの） 、細井 

〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBC ビル４F 

TEL： 092-751-3244 ＦAX：092-751-3250 

E-mail： 43jans-sponsor@jtbcom.co.jp（協賛担当） 

※メールでのお問合せにご協力をお願いいたします。 



 

オンライン申し込み[協賛申込（共催セミナー・展示・広告・寄付募集）]について 
 

日本看護科学学会第 43回学術集会の各種協賛申し込みはオンラインによる受付とさせていただきま

す。 

 

ホームページ公開後、日本看護科学学会第 43回学術集会の「協賛申込」ページより、オンラインに

てお申し込みをお願いいたします。 

 

インターネット環境がない場合やオンラインによる登録が不可能な場合は、下記運営事務局（協賛担

当）までお問合せください。 

 

＜お申し込みの流れ＞ 

① 日本看護科学学会第 43回学術集会ホームページ（https://jans43.org/）の、「各種協賛申込」

ページへアクセス 

 

② [協賛申込]より担当者情報登録 

登録後、申込 IDがメールで届きます。 

 

③  マイページへログイン 

メールで届いた申込 IDと設定したパスワードを入力してログインしてください。 

 

④  マイページ内、メインメニューより各種申し込み登録 

ご希望の協賛内容を選択し、必要事項を入力の上、ご登録をお願いいたします。 

各種お申込み完了後、確認メールが届きます。 

※確認メールが届かない場合は、登録が正常に完了していない可能性があります。必ず、確認メー

ルの受信を確認してください。 

 

※個人情報の利用目的 

お名前、メールアドレス等の個人情報は、本件に関する目的以外には利用いたしません。また、個人

情報は第三者へは開示いたしません。 

 

 

 【日本看護科学学会第 43 回学術集会 運営事務局】  

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部  

協賛担当／今野（こんの） 、細井 

〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBC ビル４F 

TEL： 092-751-3244 ＦAX：092-751-3250 

E-mail： 43jans-sponsor@jtbcom.co.jp（協賛担当） 

※メールでのお問合せにご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 


