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開 催 概 要 

 

１．学会名称 日本看護倫理学会 第 16 回年次大会 

２．会期 2023 年 6 月 3 日（土）～4 日（日） 

３．会場 聖路加国際大学 

〒104-0044 東京都中央区明石町 10－1 

４．大会長 麻原 きよみ （聖路加国際大学） 

５．参加者数 参加登録（予定）1,000 名   

６．プログラム 大会長講演、基調講演、特別講演、教育講演、シンポジウム、 

市民公開講座/リレー講演、特別セミナー など 

予定演題数 一般演題 120 題、交流集会 5 題  

７．メインテーマ「ソーシャル・ジャスティス 

－誰ひとり取り残さない社会のために看護職としてできること－」  

８．メインプログラム 

【大会長講演】 

 誰ひとり取り残さない社会のために看護職としてできること 

【基調講演】 

 新しい ICN の倫理綱領：看護職の社会声明として 手島 恵 （千葉大学） 

【特別講演】 

 １．政治哲学と看護倫理 小林 正弥 （千葉大学 グローバル関係融合研究センター） 

 ２．倫理的組織文化をつくる（看護管理と倫理） 勝山 貴美子（横浜市立大学） 

 ３．看護と倫理を考える言葉たち 小西 恵美子（鹿児島大学） 

【教育講演】 

 １．医療と公衆衛生の倫理 

 ：COVID -19 パンデミックの経験から 大北 全俊 （東北大学） 

 ２．人の物語に触れること、なぜそれはケアなのか 宮坂 道夫 （新潟大学） 

【シンポジウム】 

 各現場での倫理教育の実際と課題 

現場でいかせる基礎教育における倫理教育 相原 ひろみ（大阪公立大学） 

大学院での看護倫理教育 鶴若 麻理 （聖路加国際大学） 

臨床における倫理的課題と倫理教育 久間 朝子 （福岡大学病院） 

地域の倫理的課題と看護倫理教育 小野 若菜子（聖路加国際大学） 

学校教育での倫理的課題と養護教諭の倫理教育 三森 寧子 （千葉大学） 
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【市民公開講座 / リレー講演】 

健康と病いの語り 

 鷹田 佳典  （日本赤十字看護大学）  

 射場 典子  （聖路加国際大学 , ディペックスジャパン） 

 栗原 幸江  （上智大学グリーフケア研究所 , マギーズ東京） 

【特別セミナー】 

People-Centered Care（PCC）の考え方 

    ：聖路加国際病院での実践を通して 

中村 めぐみ（聖路加国際大学 PCC開発・地域連携室） 

高野 真優子（聖路加国際病院） 

中新田 知佳（聖路加国際病院） 

 

９．参加費等 

 
前期登録期間内 後期登録期間内 

会員 9,000 円 10,000 円 

非会員 10,000 円 11,000 円 

学生（大学院生除く） 2,000 円 2,000 円 

 

10．大会事務局 

日本看護倫理学会 第 16 回年次大会 事務局 

（鶴若真理、小野若菜子、小林真朝、浦口真奈美、河本秋子、森田誠子） 

〒104-0044 東京都中央区明石町 10－1 聖路加国際大学 

E-Mail：16thjnea@slcn.ac.jp 

 

11．運営事務局 

日本看護倫理学会 第 16 回年次大会 運営事務局 

〒456-0005 名古屋市熱田区池内町 3-21 

株式会社ユピア 

TEL : 052-872-8101（平日 10-16 時） 

FAX：050-3737-7331 

E-mail：jnea16@yupia.net 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【収入の部】

項目 予算

Ⅰ 参加費 9,268,000

会員参加費（事前） 3,600,000 会員（事前）参加費 9,000円×390名

非会員参加費（事前） 5,560,000 非会員（事前）参加費 10,000円×546名

会員参加費（当日） 100,000 会員（当日）参加費 10,000円×10名

非会員参加費（当日） 110,000 非会員（当日）参加費 11,000円×10名

学生参加費 88,000 学生参加費 2,000円×44名

Ⅱ 広告 200,000

200,000 バナー広告+電子抄録集広告 50,000円×4社

Ⅲ 雑収入 0

Ⅳ 大会準備金 1,000,000

(A) 収入合計 10,468,000

【支出の部】

項目 予算

Ⅰ  企画委員会会議費 36,000

Ⅱ　大会費 9,964,851

1．講師謝金 266,151 講師謝金（源泉徴収税含） 基調講演、特別講演、教育講演3名：55,685円

リレー講演、特別セミナー4名：22,274円

座長1名：10,000円

2．講師旅費交通費 70,000 宿泊費、交通費

3．記念品代 221,100 メインプログラム講師・座長20名、
一般演題座長7名、
実行委員・ボランティア40名　　　計67名

3,000円×67名

4．委託費 8,030,000 運営委託費 参加費オンライン決済手数料（決済費用
総額の3.5％）含む

5．会場費（警備費含む） 1,315,600 会場費　1,072,600円
警備費　144,000円
AV技術者料　99,000円

6．会議費 62,000 当日スタッフ昼食、理事昼食

Ⅲ　庶務費 467,149

1．アルバイト給与 187,149 庶務および会計等補助作業

2．通信費 180,000 委嘱状・広報資料等郵送料

3．消耗品費 100,000 印鑑・消耗品（文具等）他

（B) 支出合計 10,468,000

（A)－（B) 0

第16回日本看護倫理学会年次大会　収支予算書

内訳

内訳



5 

① 寄附金募集要項 

  

１．募金の名称： 日本看護倫理学会 第 16 回年次大会 

 

２．募 集 期 間： 2022 年 12 月 1 日（木）～ 2023 年 5 月 1 日（月）（予定） 

 

３．寄附金の使途： 日本看護倫理学会 第 16 回年次大会の準備及び運営経費 

 

４．募金責任者： 日本看護倫理学会 第 16 回年次大会  

大会長 麻原きよみ （聖路加国際大学） 

 

５．寄附金の申込・お問い合わせ先 

申込書に記載の上、事務局宛に FAX または E-mail にて 

お申し込みください。 

 

６．寄附金払込方法 

銀行振込にてお願いいたします。後日振込先をご連絡いたします。 

 

７．その他 

・現地開催が中止となった場合も返金することはできませんので予めご了承ください。 

  ・本学術集会（寄附金）に関して、各社の「企業活動と医療機関等との関係の透明性ガイド

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、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。 

 

【お申込み・お問い合わせ先】 

日本看護倫理学会 第 16 回年次大会 事務局 

〒104-0044 東京都中央区明石町 10－1 聖路加国際大学 

TEL/FAX：03-5550-2272 

E-Mail：16thjnea@slcn.ac.jp 
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②電子抄録集およびホームページバナー広告 募集要項 

 

１．広告掲載媒体：日本看護倫理学会 第 16 回年次大会 電子抄録集（会期２週間前発行予定） 

         ならびに年次大会ホームページ（バナー）https://jnea16.yupia.net/ 

 

２．電子抄録集配布対象：日本看護倫理学会員、参加登録者、関係者等 

約 1,000～1,400 部予定 

 

３．広告掲載料金（電子抄録集・ホームページバナー掲載料込み） 

 

掲載内容 料金（税込） 募集社数 

電子抄録集広告 

(ホームページ 

バナー広告含む） 

電子抄録集 1 頁 

バナー 
カラー 50,000 円 10 社 

注）電子抄録集広告とバナー広告の両方でも、どちらか一方のみでも 5 万円となります。 

掲載位置は主催者にご一任くださいますようお願いいたします。 

 

４．申込方法：申込書に記載の上、事務局宛に FAX または E-mail にてお申し込みください。 

 

５．申込期日：2023 年 2 月 28 日（火）必着 

 

６．電子抄録集データ送付締切：2023 年 3 月 17 日（金）必着 

電子抄録集発行予定：2023 年 5 月中旬頃 

※原稿は完全版下（電子データ）を運営事務局宛（E-mail：jnea16@yupia.net）に 

メール添付にてお送りください。 

・当方では版下の作成はいたしません。 

・A4 サイズ（塗り足し不要）で作成してください。 

・基本的に頂いた原稿をそのまま抄録集ファイルに掲載するため、できるだけ 5MB 以内

の PDF ファイルにてご提出ください。ファイルサイズが大きい場合は、学術集会側で

圧縮させていただく場合がありますこと、ご容赦ください。 

 

７．ホームページバナーデータ送付締切：2023 年 4 月 24 日（月）必着 

ホームページバナー掲載期間：データ受領後、掲載作業完了次第～会期終了まで 
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※お申し込み後に、掲載用のバナーデータおよびリンク先の URL をメールにてお送りくだ

さい。バナーの位置等に関しては主催者にご一任くださいますようお願いいたします。 

※ホームページバナー原稿サイズ：横 300px×高さ 100px 

画像形式は GIF（アニメーション可）、JPEG、PNG のいずれかでご提出ください。 

 

８．支払方法： 

広告料は、申込締切後に事務局より請求書を送付しますので、期日までに指定の 

口座にお振込ください。 

 

９．その他 

・現地開催が中止となった場合も返金することはできませんので予めご了承ください。 

 

【お申込み・お問い合わせ先】 

日本看護倫理学会 第 16 回年次大会 事務局 

〒104-0044 東京都中央区明石町 10－1 聖路加国際大学 

TEL/FAX：03-5550-2272 

E-Mail：16thjnea@slcn.ac.jp 
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申込締切：2023 年 5 月 1 日（月） 

 
寄附金 申込書 

申込日：     年   月   日 

 

寄附趣意書の趣旨に賛同し、下記のとおり寄附いたします。 

 

１．金 額： ￥                            

 

２．振込日：      年   月   日頃 

 

３．申込者： 

   貴社名：                        

  

所在地：〒                                         

ご所属：                                                        

氏 名：                                                        

電話番号：                                                       

E-mail：                                                                       

 

※振込手数料はご負担ください。 

※お振込の前に、必ず本書を郵送または FAX お願いいたします。 

 

◆お申込先：日本看護倫理学会 第 16 回年次大会 事務局 

〒104-0044 東京都中央区明石町 10－1 聖路加国際大学 

TEL/FAX：03-5550-2272 

E-Mail：16thjnea@slcn.ac.jp 

 

◆FAX 送付先：03-5550-2272 

日本看護倫理学会 第 16 回年次大会 事務局宛 

mailto:16thjnea@slcn.ac.jp
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申込締切：2023 年 2 月 28 日（火） 

 

 電子抄録集・ホームページバナー広告 申込書 
申込日：     年   月   日 

貴社名  

所在地 
〒 

TEL  

FAX  

ご担当者  
部署  

役職  

E-mail  

 

予定されている広告 （いずれかに〇をご記入ください） 

 

  電子抄録集とバナー広告の両方 ・ 電子抄録集広告のみ ・ バナー広告のみ   

 

 

 

学会ホームページのバナー広告 

・バナーリンク先URL：  

・バナーデータ送付予定日：   月   日頃  

 電子抄録集広告 

    ・広告データ送付予定日 ：   月   日頃 

 

◆お申込先：日本看護倫理学会 第 16 回年次大会 事務局 

〒104-0044 東京都中央区明石町 10－1 聖路加国際大学 

TEL/FAX：03-5550-2272 

E-Mail：16thjnea@slcn.ac.jp 

◆FAX 送付先：03-5550-2272 

日本看護倫理学会 第 16 回年次大会 事務局宛 

mailto:16thjnea@slcn.ac.jp



