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ご挨拶 

一般社団法人日本地域看護学会 第 25回学術集会の開催にあたって 

謹啓 

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より、本学会に格別なるご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

日本地域看護学会は、地域看護学の学術的発展と教育・普及を図り、人々の健康と福祉に

貢献することを目的として、1997 年に創立されました。以来、地域看護学の専門学会とし

て、また日本学術会議協力学術研究団体として、地域保健医療福祉を支える研究、教育、実

践の成果を発信するとともに、 国内外の諸機関や産業界、各省庁との連携・協力等による

社会貢献を推進してまいりました。2021 年現在、会員は、保健師・助産師・看護師教育課

程を有する全国の大学等の教育・研究者と保健所・市町村保健センター等の行政機関、医療

機関、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、学校、企業等に所属する保健医療福

祉従事者、約 1,400 名余を擁しております。 

このたび、2022 年 8 月 27 日（土）～28 日（日）、富山国際会議場（富山市大手町）に

おいて、第 25 回学術集会を開催する運びとなりました。前回・前々回の学術集会では、新

型コロナウイルス感染に配慮し誌上・オンライン開催となりましたが、第 25 回は一般演題

のみ WEB で、メインプログラムは現地対面でのハイブリッドで開催できるよう準備を進め

ております。 

メインテーマ は、「地域生活者の健康と存在を護る地域看護のプロフェッション-当事

者・家族が普通に生活できる暮らしの場づくり-」です。地域看護学は、人々の生活の質の

向上とそれを支える健康で安全な地域社会の構築に寄与することを探求する学問です。多様

な場で生活する、様々な健康レベルにある人々を対象とし、その生活を継続的・包括的にと

らえ、人々やコミュニティと協働する効果的な看護を探究する中で、保健師・助産師・看護

師の教育体系や役割も大きく変わりつつあります。 

本学術集会では、国内外における新型コロナウイルス感染症対策の経験に基づき、超高齢

社会・少子化がさらに進行する中、誰もが健康で安心した生活ができるよう国民の皆様の健

康と安寧のために、看護プロフェッションが果たすべき役割機能ならびに責務を追究しま

す。特に地域包括ケア、地域共生社会に関するプログラムを充実させ、ポストコロナ禍にあ 

っても普遍的な看護実践を「富山」から発信します。 

本学術集会の開催にあたりましては、簡素、質素を旨とし、出来る限り自助努力で運営し

てまいりますが、本学術集会を目的に沿って充実させ、その成果を着実なものとするために

は、各方面からのご寄付、共催セミナー、展示、広告等によるご支援、ご協賛を仰がざるを

得ないのが実情でございます。近未来の健康長寿社会の実現に向けた 研究、教育を発展さ

せるとともに、一層の社会貢献を果たすため、本学会の趣旨に深いご理解とご賛同をいただ

き、格別のご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

末筆ではございますが、皆様方の益々のご発展を祈念いたします。 

謹白 

2021 年 8 月吉日 

日本地域看護学会 第 25 回学術集会 

 学術集会長 田村 須賀子  

（富山大学 学術研究部医学系 地域看護学講座 教授） 
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■ 学術集会名 日本地域看護学会 第 25 回学術集会 

■ テーマ 地域生活者の健康と存在を護る地域看護のプロフェッション 

―当事者・家族が普通に生活できる暮らしの場づくり― 

■ 会期  2022 年 8 月 27 日（土）、28 日（日） 

■ 会場  富山国際会議場（富山県富山市大手町 1 番 2 号）および一部 Web 

■ 会長  田村 須賀子（富山大学 学術研究部医学系 地域看護学講座 教授） 

■ 参加予定数 約 500～600 名（地域看護学教育関係者、地域で活動する看護師・保健師等） 

■ Web サイト https://jachn25.yupia.net/ 

 

---------------------------------開催方法（予定）---------------------------- 

当学術集会は、現地会場とオンラインでのハイブリッド形式で開催いたします。 

・ メインプログラム、市民公開シンポジウム、ワークショップは現地会場にて開催します。 

・ 一般演題はオンデマンド配信によるオンライン発表とし、一定期間（２週間）視聴可能とします。 

---------------------------------プログラム（予定）---------------------------- 

 学術集会長講演 「当事者・家族の暮らしの場で生活を護る地域看護」 

 特別講演 「地域看護への期待：看護職の自立のために」上野千鶴子氏 

 教育講演 1 「‘家族の総意’をどう作り上げるか」柳原清子氏 

 教育講演 2 「住民主体の共生型地域づくりとＡＡＲ循環」堀田聰子氏 

 教育講演 3 「今、あらためて働き盛り世代への健康へのアプローチ」大神あゆみ氏 

 教育講演 3 「ポストコロナ禍の保健師の現任教育」佐伯和子氏 

 シンポジウム A 「個々のニーズに向き合い対応していくことにより 

 着実に積み上げる保健師活動」松下光子氏他 富山県保健所保健師等 

 シンポジウム B 「地域でともに生きる」佐藤伸彦氏他 富山市保健師等 

 シンポジウム C 「地域包括ケアに必要な多職種間の情報共有を支える ICTの利活用」 

         金井秀明氏他 能美市保健師等 

 指定集会 1 「生活と医療を統合する継続看護マネジメント：実践への活用」 

         長江弘子氏他 市立砺波総合病院看護師等 

 指定集会 2 「地域で守る子どもの健康 ～ネット依存～」山田正明氏他 

 指定集会 3 「ポストコロナ禍の訪問看護」加藤真理子氏他 

 指定集会 4 「生活保護利用者の健康自己管理支援」谷山牧氏他 

 市民公開シンポジウム「アフターコロナ禍の自殺対策：地域で起きた分断の回復に向けて」 

 立瀬剛志氏他 

 その他 

理事会企画セミナー、一般演題（オンライン発表）、 

ワークショップ（一般・理事会委員会主催）、企業展示、共催ランチョンセミナー、等 

（※以上は予定であり、今後変更の可能性があります）

開催概要 
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収支予算書 

（以上、予定） 

1. 収入の部 

費目  単価 数 予算額 

学会本部運営費   \1,000,000 

学術集会参加費 小計  \6,430,000 

 (内訳) 前期申込(会員) \10,000 250 \2,500,000 

  前期申込(非会員) \12,000 100 \1,200,000 

  後期申込・当日参加(会員) \12,000 100 \1,200,000 

  後期申込・当日参加(非会員) \12,000 100 \1,200,000 

 学生(大学院生は含めず) \3,000 10 \30,000 

助成金  小計  \1,650,000 

 (内訳) 在宅医療助成、勇美記念財団   \500,000 

  富山県観光振興室   \450,000 

  富山市観光政策課   \650,000 

  富山市保健所   \50,000 

共催費 ランチョンセミナー 小計  \1,300,000 

(内訳) 第 1 会場 \500,000 2 \1,000,000 

 第 2 会場 \300,000 1 \300,000 

広告料  小計  \750,000 

 (内訳) 講演集広告（表 2） \100,000 1 \100,000 

 講演集広告（表 3） \80,000 1 \80,000 

 講演集広告（表 4） \150,000 1 \150,000 

 講演集広告（後付 1頁） \50,000 2 \100,000 

  講演集広告（後付 1/2 頁） \30,000 4 \120,000 

 バナー広告 \50,000 4 \200,000 

書籍・企業展示費 小計  \850,000 

 (内訳) 書籍展示 \50,000 1  \50,000 

 企業展示 \100,000 8  \800,000 

寄付金   \10,000 5 \ 50,000 

収入合計(A)     \11,730,000 

 
2.支出の部 

費目 内訳 予算額      

会場費 富山国際会議場 \2,500,000 

 器材備品費 \1,200,000 

印刷費 
講演集印刷代\1,600,000 

その他(封筒・ちらし)\500,000 
\2,100,000 

業務委託費 (株)ユピア \3,000,000 

人件費 事務アルバイト費・当日運営 \800,000 

会議費 企画委員会、当日スタッフ会議 \200,000 

消耗品費 事務用品 \200,000 

食糧費 講師、座長、実行委員、ボランティア等 \400,000 

謝金 講師等謝金 \440,000 

記念品 講師、座長、実行委員、ボランティア等 \230,000 

交通費・宿泊費 講師、座長、実行委員、ボランティア等 \200,000 

通信費・運搬費 講演集送付等 \400,000 

予備費  \60,000 

その他    

支出合計(B)  \11,730,000 

収支差額(A)-(B) 本会への戻し金 \0 
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■ 募金の名称 日本地域看護学会 第 25回学術集会 寄付金 

 

■ 寄付金額 5,000円以上のご寄付をいただきました場合は、講演集にお名前を掲載させて

いただきます（非掲載をご希望の場合はお知らせください）。 

  

■ 申込締切日 2022年 5月 31日（火） 

 

■ 寄付金の用途  日本地域看護学会第 25回学術集会の開催、および運営費用に充てさせてい

ただきます。 

 

■ 寄付金のお申込み方法       

趣旨にご賛同賜りご協力いただけます場合は、別紙「寄付申込書」を FAX、 

もしくはメールにてご送付のうえ、お振込みください。 

 

■ お申込後の流れ 

・ お申し込みをいただきましたら 1 週間以内に確認のご連絡をいたします。以下の口座にお振

り込みをお願いいたします。 

・ 6月中に領収書、開催までに講演集をお送りします。 

請求書が必要な場合や、領収書をお急ぎの場合は、別途お知らせください。 

 

■ お振込 

【郵便局から振り込む場合】 

（記号） 10140 （番号） 97777661 

（加入者名） 一般社団法人日本地域看護学会（ ｼﾔ)ﾆﾎﾝﾁｲｷｶﾝｺﾞｶﾞｯｶｲ ） 

【その他の金融機関から振り込む場合】 

（振込先） ゆうちょ銀行   （支店名） 〇一八 店（読み ゼロイチハチ） 

（預金種目） 普通   （口座番号） 9777766 

（加入者名） 一般社団法人日本地域看護学会（ ｼﾔ)ﾆﾎﾝﾁｲｷｶﾝｺﾞｶﾞｯｶｲ ） 

  ※郵便局やその他の金融機関からのお振込手続きは各窓口にてお確かめください。 

なお、恐縮ですが手数料はご負担ください。 

 

■ 情報公開について 

・ 協賛内容及び協賛費用について、申込企業・団体が自身の Web サイト等で情報公開をする

ことに同意します。 

 

■ 申込書送付先・お問合せ先     

日本地域看護学会第25回学術集会 運営事務局 

株式会社ユピア 〒456-0005 愛知県名古屋市熱田区池内町3-21 

TEL： 052-872-8101（平日10-16時） FAX： 050-3737-7331  E-mail： jachn25@yupia.net

寄付金 募集要項 
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■ 広告掲載案内 

1) 募集広告の種類と概要 

①講演集 

申込締切日 2022年 4月 28日（木） 

入稿締切日 2022年 5月 20日（金） 

発行・掲載予定日  2022年 8月 

広告対象       学会参加者ならびに講師、協賛企業、関係機関等 

発行部数       1,000部（予定） 

版型・印刷方法   A4版 オフセット印刷 本文モノクロ（表1,表4カラー）／またはPDF 

募集枠       

掲載箇所 サイズ 掲載料（税込） 

表２ 
縦297mm×横210mm 

(A４版 １頁) 

100,000円 

表３ 80,000円 

表４（カラー） 150,000円 

後付 1頁 縦260mm×横170mm 50,000円 

後付 1/2頁 縦125mm×横170mm 30,000円 

 

② ホームページ・バナー 

申込受付 随時 

掲載期間 受付後随時～2022年8月 

広告対象 学会ホームページ来訪者 

広告体裁 幅220×高さ80ピクセル PNG、JPG、GIF形式 

料   金 \50,000（税込） 

 

2） 講演集広告の入稿形式 

  原稿は電子データファイルにてご用意ください。 

＜ファイル形式＞ 

・Illustrator ＡＩファイル ： 画像埋め込み、テキスト部はアウトライン化し、Ver.もお知らせください 

・Acrobat PDFファイル ： フォント埋め込みで作成してください 

     ※その他のファイル形式をご希望の場合はご相談ください 

＜共通事項＞ 

・表4はカラー（CMYK）、その他はグレースケールまたは白黒2値で作成してください 

・画像解像度は300dpi以上としてください 

    ・刷り見本（画像データまたは紙出力等）を同送してください 

 

■ お申し込みと入稿方法 

別紙「講演集広告掲載申込書」もしくは「バナー広告掲載申込書」をFAXもしくはメールにてご

広告掲載 募集要項 
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送付ください。 

入稿データはストレージサービス等をご利用いただき、ダウンロードURLをお知らせください。 

ファイルサイズが10メガ以内の場合はメール添付でも結構です。 

メディアの送付による入稿も可能ですが、お送りいただきましたメディア・原稿は返却できません

こと、ご了承ください。 

 

■ お申込後の流れ 

・ お申し込みをいただきましたら 1週間以内に確認のご連絡をいたします。 

・ 2 月までにお申し込みの方には 3 月中に請求書をお送りします。3 月以降にお申し込みの方

には、5月中に請求書をお送りします。指定の期日までにお振込みください。 

（請求書をお急ぎの場合は、その旨記載してください） 

・ 期日までに原稿をお送りください。 

・ 開催前に講演集冊子をお送りします。 

 

■ 情報公開について 

・ 協賛内容及び協賛費用について、申込企業・団体が自身の Web サイト等で情報公開をする

ことに同意します。 

 

■ 申込のキャンセルおよび会期・時間の変更および中止 

・ お申込み後のキャンセルは、申込期間内にお申し出ください。 

これ以降のキャンセルについては掲載料の 50％をご請求させていただきます。 

・ 感染症の流行・災害などのやむを得ない事情により、会期および時間を変更、または中止す

る場合があります。また、印刷製本せず、PDFファイルでの配布となる場合があります。 

これらの変更を理由として申込を取り消すことはできません。また、これによって生じた損害は

補償いたしません。 

 

■ 申込書送付先・データ入稿先およびお問合せ先     

日本地域看護学会第25回学術集会 運営事務局 

株式会社ユピア 〒456-0005 愛知県名古屋市熱田区池内町3-21 

TEL： 052-872-8101（平日10-16時） FAX： 050-3737-7331  E-mail： jachn25@yupia.net 
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■ 会場   富山国際会議場 2階多目的会議室・ホワイエ等（予定） 

 

■ 日程        

搬入 2022年 8月26日(金） 15：00～17：00 （予定） 

展示  2022年 8月27日(土) 9：00～17：30 （予定）  

 2022年 8月28日(日) 9：00～17：30 （予定） 

搬出 2022年 8月28日(日) 17：30～18：30 （予定） 

 

■ 出展料 （いずれも１小間を２日間出展頂く際の料金） 

①企業展示    100,000円（税込） 

  【基礎小間】  スペース 幅1800㎜×奥行900㎜×高さ2100㎜ 

    机1台（幅1800㎜×奥行900㎜）、テーブルクロス、椅子2脚 

    背面パネル、社名板（幅900mm×高さ200mm）、蛍光灯40W 

    （側面パネルは隣り合うスペースがある場合のみ設置） 

 

②簡易展示    机1台（幅1800㎜×奥行600㎜）、椅子2脚 40,000円（税込） 

 

③書籍展示    机1台（幅1800㎜×奥行600㎜）につき 11,000円（税込）  

※書籍展示のお申し込みは複数出版社の書籍を扱う書店に限ります。 

 

＜オプション＞ 

・電源利用 2口コンセント（100V・500W）  11,000円（税込） 

スポットライト等、その他のオプションが必要な場合はご相談ください。 

 

■ お申込期限   2022年 4月28日（木） 

 

■ お申込方法 

別紙、「企業・書籍展示 出展申込書」をFAXもしくはメールにてご送付ください。 

 

■ お申込後の流れ 

・ お申し込みをいただきましたら 1週間以内に確認のご連絡をいたします。 

・ 5月中に請求書をお送りします。指定の期日までにお振込みください。 

・ 6月に小間割と展示についてのご案内をお送りします。 

・ 開催前に講演集をお送りします。 

・ お支払い済みの料金以外に発生するオプション費用は、開催後にご請求いたします。 

 

■ 出展にあたっての注意事項 

・ 小間割は、出展物や小間数、小間構成などを考慮し、主催者にて決定させていただきます。 

企業・書籍展示募集要項 
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・ 火気の使用および危険物の持ち込みを禁止いたします。

・ 資料などの配布は、ご自身のブース内で行ってください。

・ 会場および出展物の保全については、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、紛失、および小間内における人的災害発生については責任を負いません。

・ 出展者用ネームカードはご希望枚数をご用意いたします。

ただし、このネームカードでは、講演会および関連行事への参加はできませんのでご注意くだ

さい。各学会プログラムへの参加ご希望の方は必ず参加登録を行ってください。

■ 出展のキャンセルおよび会期・時間の変更および中止

・ お申込み後のキャンセルは、申込期間内にお申し出ください。

これ以降のキャンセルについては出展料（税込）の 50％をご請求させていただきます。

・ 災害などのやむを得ない事情により、会期および時間を変更、または中止する場合があります。

この変更を理由として出展申し込みを取り消すことはできません。

また、これによって生じた損害は補償いたしません。

■ 情報公開について

・ 協賛内容及び協賛費用について、申込企業・団体が自身の Web サイト等で情報公開をする

ことに同意します。

■ 申込書送付先およびお問合せ先

日本地域看護学会第25回学術集会 運営事務局

株式会社ユピア 〒456-0005 愛知県名古屋市熱田区池内町3-21

TEL： 052-872-8101（平日10-16時） FAX： 050-3737-7331  E-mail： jachn25@yupia.net



申込日 ： 年 月    日 

日本地域看護学会 第25回学術集会 

学術集会長  田村 須賀子  殿 

日本地域看護学会第25回学術集会 寄付金申込書 

標記学術集会の趣旨に賛同し、次の金額を寄付いたします。 

【寄付金額】 金              円也 

●お振込み等について

振込予定日 年 月 日ごろ 

口座名称 
＊入金の確認のため、振込人名義をお教えください（例：日本太郎、株式会社○○） 

領収書 

宛名 

年月日 
□ 振込日とする

□ 上記以外 （ 年 月 日） 

●お振込み先 （手数料はご負担ください）

＜郵便局から振り込む場合＞

（記号）10140  （番号）97777661  （加入者名）一般社団法人日本地域看護学会（ ｼﾔ)ﾆﾎﾝﾁｲｷｶﾝｺﾞｶﾞｯｶｲ ） 

＜その他の金融機関から振り込む場合＞ 

（振込先）ゆうちょ銀行  （支店名）〇一八 店（読み ゼロイチハチ） 

（預金種目）普通  （口座番号）9777766 

（加入者名）一般社団法人日本地域看護学会（ ｼﾔ)ﾆﾎﾝﾁｲｷｶﾝｺﾞｶﾞｯｶｲ ） 

※郵便局やその他の金融機関からのお振込手続きは各窓口にてお確かめください。

●申込者情報

申込者氏名 

ご連絡先 

※連絡先が所属先の場合は、

所属先名・部署名も

ご記入ください。

〒 

Tel Fax 

E-mail

講演集に記載する名称 
□ 領収書宛名と同じ

□ その他（ ） 

連絡事項 

※請求書が必要 等、

何かあればご記入ください

【お申込み・お問合せ先】 〒456-0005 愛知県名古屋市熱田区池内町3-21 （株）ユピア内 

日本地域看護学会第25回学術集会 運営事務局 担当：国井 

TEL： 052-872-8101  FAX： 050-3737-7331  E-mail： jachn25@yupia.net



申込日 ： 年 月    日 

日本地域看護学会 第25回学術集会 

学術集会長  田村 須賀子  殿 

日本地域看護学会 第25回学術集会 講演集広告掲載申込書 

標記学術集会の趣旨に賛同し、以下のとおり広告掲載を申し込みます。 

（該当部分に☑印をご記入ください） 

講演集（A4冊子）広告 

申込 掲載箇所 掲載料（税込） 

□ 表２ 100,000円 

□ 表３ 80,000円 

□ 表４ （カラー） 150,000円 

□ 後付 １頁 50,000円 

□ 後付 1/2頁 30,000円 

●申込情報

広告内容（商品名、内容等） 

貴社名（フリガナ） 

所在地（書類郵送先） :  〒 

ご担当者（ご所属部署名 お名前） 

TEL ：     FAX： 

E-Mail： 

その他： 領収書が必要、請求書の宛名や講演集掲載名称が貴社名と異なる、など、何かあればお知らせください。 

【お申込み・お問合せ先】 〒456-0005 愛知県名古屋市熱田区池内町3-21 （株）ユピア内 

日本地域看護学会第25回学術集会 運営事務局 担当：国井 

TEL： 052-872-8101  FAX： 050-3737-7331  E-mail： jachn25@yupia.net



 

 

申込日 ：      年    月    日 

日本地域看護学会 第25回学術集会 

学術集会長  田村 須賀子  殿 

 

日本地域看護学会 第25回学術集会 バナー広告掲載申込書 

標記学術集会の趣旨に賛同し、以下のとおりバナー広告掲載を申し込みます。 

 

広告内容（商品名等） 

 

リンク先 URL 

 

バナー送信予定日 月       日頃 

バナー画像形式：幅 220×高さ 80 ピクセル PNG、JPG、GIF 形式 

 

●申込者情報 

貴社名（フリガナ） 

所在地 :   〒 

 

ご担当者（ご所属部署名 お名前） 

 

TEL ：                             FAX： 

 

E-Mail： 

その他： 領収書が必要、請求書の宛名や講演集掲載名称が貴社名と異なる、など、何かあればお知らせください。 

【お申込み・お問合せ先】 〒456-0005 愛知県名古屋市熱田区池内町3-21 （株）ユピア内 

日本地域看護学会第25回学術集会 運営事務局 担当：国井 

TEL： 052-872-8101  FAX： 050-3737-7331  E-mail： jachn25@yupia.net



 

 

申込日 ：      年    月    日 

日本地域看護学会 第25回学術集会 

学術集会長  田村 須賀子  殿 

 

日本地域看護学会 第25回学術集会 企業・書籍展示申込書 

標記学術集会に賛同し、以下のとおり申し込みます。 

 

●申込内容（該当部分に☑印を入れ、申込数をご記入ください） ※２日間出展料金です 

申込 区分 １小間 サイズ 料金（税込）※ 申込数 

□ 企業展示 幅 1800㎜×奥行 900㎜×高さ 2100㎜ 100,000円 小間 

□ 簡易展示 机 1台（幅 1800×奥行 600）、椅子 2脚 40,000円 小間 

□ 書籍展示 机 1台（幅 1800×奥行 600） ※書店に限る 11,000円 小間 

オプション 料金（税込）※ 申込数 

電源オプション：2口コンセント（100V・500W）  11,000円  

その他、希望するオプション機材等 

出展内容（展示物等） 

 

 ●申込者情報 

貴社名（フリガナ） 

所在地 :   〒 

 

ご担当者（ご所属部署名 お名前） 

 

TEL ：                             FAX： 

 

E-Mail： 

その他： 領収書が必要、請求書の宛名や講演集掲載名称が貴社名と異なるなど、何かあればお知らせください。 

【お申込み・お問合せ先】 〒456-0005 愛知県名古屋市熱田区池内町3-21 （株）ユピア内 

日本地域看護学会第25回学術集会 運営事務局 担当：国井 

TEL： 052-872-8101  FAX： 050-3737-7331  E-mail： jachn25@yupia.net 




