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ご 挨 拶 

 

謹啓 

 

貴社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 第 21回学術集会のテーマは「スポーツ活動と看護」といたしました。このテーマを決定した頃は、東

京 2020に向けた準備が着々と進められており、多くの人々が希望をもってこの祭典へ向かっていました。

そんな折、東京 2020 の翌年にスポーツをテーマに看護を考える学術集会にしようと考えておりました。

ところが、東京 2020は新型コロナウイルス感染症の影響で 1年延期することになりました。思いがけず、

オリンピック・パラリンピックの開催の年に「スポーツ活動と看護」のテーマでの学術集会開催となりま

した。 

 オリンピック・パラリンピックのようなトップアスリートが競うスポーツ、プロ野球や J リーグなど

のプロスポーツ、中学・高等学校、大学の部活動、学校体育のスポーツ、幼児期のスポーツ教室、健康づ

くりや健康管理のためのスポーツなどスポーツの場面は様々です。そして、趣味、娯楽、社交、生きがい、

健康づくり、教育、仕事と目的も様々です。そんなスポーツ活動を支えるための看護は小児看護から老年

看護までの発達段階を含み、受傷から回復までをみると、救急看護、周術期看護、リハビリテーション看

護といった分野に及びます。看護の場も、体育館やグラウンド、救急外来、手術室、病室、リハビリテー

ション施設、スポーツ外来と多岐にわたります。それぞれの立場で「スポーツ活動と看護」について、看

護の役割や実践について議論し、多職種との連携や協働についても考えを深められる学術集会にしたい

と考えております。 

本年度開催の第 20回学術集会は、福岡佳詠大会長(近畿大学病院)のもと、初の大阪開催の予定でした

が、新型コロナウイルス感染症の流行により、やむなく抄録集・講演集開催に変更となりました。にもか

かわらず、予想を上回る数の参加登録があり、本学術集会へ寄せる学会員の厚い思いに触れております。 

 第 21回学術集会は、これまで歴史を刻んできた横浜会場での開催を予定しておりましたが、今なお続

く新型コロナウイルス感染症の流行を鑑み、with コロナ時代の学術集会の開催方法として、WEB 開催に

変更いたします。WEB 開催のメリットを最大限活用し、ご参加の皆様にご満足いただけますよう、企画委

員一同総力を上げて準備してまいります。 

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はあります

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。 

末筆になりましたが、貴社のますますのご繁栄、ご発展をお祈り申し上げます。 

謹白 

2020年 10月吉日 
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開 催 概 要 

 

1.会議名称  

第 21 回日本運動器看護学会学術集会 

 

2.主  催 

 日本運動器看護学会 

 

3.学術集会長   

小林 優子（駒沢女子大学 看護学部） 

 

4.会    期  

事前オンデマンド配信：2021年 6月 5日（土）～27日（日） 

ライブ配信：2021年 6月 27日（日） 

事後オンデマンド配信：2021年 7月 5日（月）～16日（金）（予定） 

  

5.会    場  

    ※今大会は完全 WEB開催となります。 

    ・WEB会場 ：参加人数上限なし 

 

6. テーマ 

スポーツ活動と看護 

 

7.内    容 

        大会長講演、基調講演、教育講演、特別講演、パネルディスカッション、実践報告、 

一般演題 他 

 

8.参加予定者数 

 約 400 名～500名 

 

9.学会役員（50音順） 

 理事長 吉田 澄恵  （東京医療保健大学千葉看護学部） 

 副理事長 泉 キヨ子  （帝京科学大学医療科学部看護学科） 

 理事  小山 幸代  （北里大学看護学部) 

  柳本 優子  （千葉大学医学部附属病院） 

  笹本 喜美江（NPO法人ヘルスマネジメントあおぞら） 

  高橋 郁子  （済生会川口総合病院） 

  中山 栄純  （北里大学看護学部） 



  山本 恵子  （九州看護福祉大学看護福祉学部） 

  叶谷 由佳  （横浜市立大学医学部看護学科） 

  相川 しのぶ（KKR札幌医療センター） 

  小林 優子  （駒沢女子大学看護学部） 

  小山 友里江（北里大学看護学部） 

        佐藤 政枝 （横浜市立大学医学部看護学科） 

  土肥 眞奈  （横浜市立大学医学部看護学科） 

  平岡 峰子  （徳島文理大学保健福祉学部看護学科） 

  福岡 佳詠  （近畿大学病院） 

 監 事  小元 まき子（順天堂大学保健看護学部） 

  山田 朗加  （国立病院機構村山医療センター） 

     

10.本学会に関するお問合わせ先 

 第 21 回日本運動器看護学会学術集会 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：jsmn2021@a-youme.jp 

 

＜企画委員会＞ 

 企画委員長（学術集会長） 小林 優子  （駒沢女子大学看護学部） 

 企画委員   飯塚 麻紀  （駒沢女子大学看護学部） 

    太田 寛子  （戸塚共立第１病院） 

    長田 泉    （大東文化大学スポーツ・健康科学部看護学科） 

    小元 まき子（順天堂大学保健看護学部） 

    小山 友里江（北里大学看護学部） 

    櫻井 友子  （湘南医療大学保健医療学部看護学科） 

    笹本 喜美江（NPO法人ヘルスマネジメントあおぞら） 

    佐野 富士子（東海大学医学部付属八王子病院） 

    高橋 郁子  （済生会川口総合病院） 

    田渕 かおり（聖隷横浜病院） 

内藤 知佐子（京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻  

臨床看護学講座） 

    長嶋 祐子  （駒沢女子大学看護学部） 

    平尾 千恵  （医療法人アレックス） 

    松戸 典文  （駒沢女子大学看護学部） 

    山本 育子  （順天堂大学医学部附属浦安病院） 



収支予算  

収入の部 

事項 予算額 備考 

1） 学術集会参加費 合計 3,310,000 合計 327名 

   会 員 WEB支払 3,000,000 ¥10,000 300名 

   非会員 WEB支払 300,000 ¥12,000 25名 

    学 生 WEB支払 10,000 ¥5,000 2名 

2） 寄付金   50,000     

3） 広告掲載料   

120,000 

¥40,000 1 社 

    ¥20,000 1 社 

      ¥10,000 6 社 

4） HPバナー   140,000 ¥70,000 2 社 

5） 準備借入金   学会本部より 1,000,000     

合計 4,620,000     

 

支出の部 

  事項 予算額 備考 

Ⅰ 事前準備費   1,567,700     

1） 会議会場費   35,800     

2） 旅費交通費 委員会交通費 63,514     

3） 委託費 ホームページ作成費 242,000     

    ポスター作成、発送費 233,790     

    演題登録、抄録作成費 471,112   

    事前参加登録、受付作業費 228,800     

    管理費 220,000     

4） 印刷費   6,800     

5） 備品費等  65,884    

Ⅱ 当日運営費   1,605,640     

1） 会場費、付帯設備費 105,840     

2） 招聘関係費 講師料 270,000     

3） 当日運営委託費   106,150     

4） 撮影、編集、専用ページ作成 1,074,150  

5） デジタルポスター 49,500  

Ⅲ 事後処理費   1,080,447     

1） 会議交通費等   52,880   

2） 源泉徴収   27,567     

3） 学会への返還金  1,000,000    

Ⅳ 予備費   366,213     

合計 4,620,000     
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●抄録集広告募集要項 

●ホームページ バナー広告募集要項 

●募金要項について 

 



 

 

 

●名称 

 第 21回日本運動器看護学会学術集会 プログラム・抄録集 

 

●発行部数 

抄録集 A4判、500部（予定） 

 

●プログラム・抄録集制作 予算 

334,400 円 

 

●発行予定  

2021年 5月初旬頃 

 

●広告料金（消費税込） 合計 120,000円 

後付け  １頁    40,000 円  （1口）  白黒 

後付け 1/2頁     20,000円 （1口）  白黒 

後付け 1/4頁     10,000円 （6口）  白黒 

 

＊（ ）内は掲載社数の想定です。 

＊ 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。申込書①を受領次第、請求書を

発行いたしますので、その後お振込ください。 

 

●申込み方法 

申込書①に必要事項を記入後、2021年3月31日(水)までに運営事務局宛にFAXでご送付ください。 

 

●広告版下データについて 提出期限日：2021年 3月 31 日(水)  

完全版下データをメールに添付いただくか、CD-ROMまたは DVDにてご送付ください。「PDF」にしたデータも必

ずご送付ください。なお、原稿の返却ご希望の場合には返送用封筒を切手貼付の上同封してください。 

 

●お支払い方法  

運営事務局より発行します請求書の日付から 1ヶ月以内に広告料金を指定の学会口座（請求書に記載）へお振

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。 

 

●その他  

申込み企業1社につき1冊「抄録集」を進呈させていただきます。 

プログラム・抄録集 広告募集要項 

 



FAX：06-6441-2055  
E-mail: jsmn2021@a-youme.jp 
〒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 

第 21 回日本運動器看護学会学術集会 運営事務局 行 

 

 

第 21 回日本運動器看護学会学術集会 

プログラム・抄録集 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      40,000円   白黒 

□ 後付け 1/2頁  20,000円  白黒 

□ 後付け 1/4頁  10,000円  白黒 

 

この申込書が届いた後、請求書をお送り致します。 

 

 

 

 

申込締切：2021 年 3 月 31 日(水) 

広告原稿送付：2021 年 3 月 31日(水) 

 

  

申込書① 



 

 

 

●名称 

 第 21回日本運動器看護学会学術集会 ホームページ バナー広告 

 

●申込み期限・データ送付締切日  

2021年5月28日（金）（スペースが埋まり次第、募集終了と致します。） 

 

●WEB作成予算 242,000円 

 

●バナー広告料金（消費税込） 

1社 70,000 円（募集数 2社予定） 

＊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。別途費用による作成のご相談も

承ります）。 

データサイズ：200×50ピクセル、 画像形式：JPGファイル 

 

 

 

 

 

 

 

●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 

 

●申込み方法 申込書②に必要事項をご記入頂き、運営事務局宛にFAXをお送りください。 

 

●掲載期間 ご入金が確認でき次第～2021年7月末（予定） 

 

●お支払い方法 

学術集会 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

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、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 バナー広告のご案内 

 



FAX：06-6441-2055  
E-mail: jsmn2021@a-youme.jp 
〒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 

第 21 回日本運動器看護学会学術集会 運営事務局 行 

 

第 21 回日本運動器看護学会学術集会 

ホームページ バナー広告申込書 

 

貴社名 E

フリガナ

A：  

AEご担当者名 E

フリガナ

A： ご所属：  

ご住所：〒  

TEL： FAX：  

E-mail：   

 

 

◆ご希望のものにレ印をお付けください。 

 

□ 70,000円のバナー広告に申し込みます。 

 

◆バナーデータ送付予定：    月     日 

 

◆リンク先 URL、バナーデータは jsmn2021@a-youme.jpまでお送りください。 

 

 

この申込書が届いた後、請求書をお送りいたします。 

 

 

 

申込締切：2021年5月28日（金） 

 

 

 

 

申込書② 



 

 

 

1. 募集の名称 

  第 21 回日本運動器看護学会学術集会 寄附金 

 

2. 募金の期間 

2020年 6月 8日（月）より 2021 年 6月 6日（日） 

 

3. 募金の目標額 50,000円 

  本学術集会の趣旨にご賛同いただける場合は、別紙申込書③に必要事項をご記入の上、郵送または FAXにて

申込みください。 

 

4. 寄附金の用途 

  開催の準備、運営および関連諸行事等の費用に充当させていただきます。 

 

5. 振込先 

  下記の口座へお振込みをお願いいたします。 

  銀行名 ：三井住友銀行 大阪本店営業部  

  口座種目：普通預金 

  店番号 ：101 

  口座番号：8670083 

  口座名義： 第 21 回
だい２1 かい

日本
にほん

運動器
うんどうき

看護
かんご

学会
がっかい

 学 術
がくじゅつ

集 会
しゅうかい

 

       

6. 税制上の取り扱い 

  免税措置はございません。 

 

7. 本件に関する問い合わせ先 

第 21 回日本運動器看護学会学術集会 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：jsmn2021@a-youme.jp 

募金要項について 

 



FAX：06-6441-2055  
E-mail: jsmn2021@a-youme.jp 
〒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 

第 21 回日本運動器看護学会学術集会 運営事務局 行 

 

 
●寄付金申込書 

 
 

第 21回日本運動器看護学会学術集会 

会長 小林 優子 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。 

＜領 収 書＞ 

        要 、 不要（どちらかを○で囲って下さい。） 

 

 

令和  年  月  日 

 

貴社名 E

フリガナ

A：  

AEご担当者名 E

フリガナ

A： ご所属：  

ご住所：〒  

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または郵送にて必ずお送り下さいますようお願い申し上げます。 

 

申込書③ 
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