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ハイブリッド開催 

会場開催・LIVE配信期間 2021年 8月 28日（土）、29日（日） 

オンデマンド配信期間 2021年 8月 28日(土)～9月 27日(月) 

 

会長 叶谷 由佳 

（横浜市立大学医学部看護学科老年看護学領域教授） 

 

 

会場 

パシフィコ横浜 ノース 

（神奈川県横浜市西区みなとみらい１−１−１） 

 

 



 

 

 

ご挨拶 

 
謹啓 

貴社におかれましてはますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は日本看護管理学

会の為に格別のご高配を賜り、心より御礼を申し上げます。 

このたび、第 25 回日本看護管理学会学術集会を 2021 年 8 月 28 日(土)～29 日(日)に横浜で

開催させていただくことになりました。場所は 2020 年にオープンした横浜パシフィコノースです。

横浜では日本看護管理学会学術集会が過去 5回開催されています。さらに第 1回、20回の節目

の年に開催されており、日本看護管理学会と縁のある場所となっています。 

今回は 25 回という節目の年にあたり、その年に横浜で開催できますことを大変光栄に思います。 

さて、日本看護管理学会は創設以来、着実に会員数が増加し現在、会員数 5000 名以上を有

する日本の 4大看護系学会の１つとなりました。 

看護管理はこれからの時代をよみ、組織の方向性を示していくという使命があります。日本看護

管理学会では歩んできた四半世紀の中で、看護管理者・看護管理研究者が社会の様々な課題

に取り組み、解決する方法を共有し、探求してきました。その社会の課題が、近年、大規模自然災

害や新興感染症によるパンデミックに代表されるような今まで経験したことがない破壊力を伴う規

模となり、グローバル化しています。新型コロナ感染症のパンデミック下で改めて看護がいかに

人々の健康を守るために貢献しているかが認識されており、その基盤には看護管理が存在します。 

このような状況を鑑み、学術集会のテーマを「持続可能な社会をリードする創造的看護管理」と

しました。各現場にある英知を共有し、高める場としていきたいと考えております。 

つきましては、本学術集会開催につきましてご理解、ご賛同をいただき、ご支援賜りたくお願い申し上

げます。 

なお、拠出頂きました協賛費用につきましては、各社が公表することについて了承いたします。 

末筆ながら、貴社のますますのご発展を祈念いたしております。 

 

謹白 

 

2021年 6月吉日 

 

 

一般社団法人 日本看護管理学会 

理事長 坂本 すが 

 

 

第 25回日本看護管理学会学術集会    

会長  叶谷 由佳    

（横浜市立大学医学部看護学科老年看護学領域教授）    



 

第 25 回日本看護管理学会学術集会 概要 

 

会 議 名 称 ： 第 25回日本看護管理学会学術集会 

  

会     長 : 叶谷 由佳  (横浜市立大学医学部看護学科老年看護学領域教授)  

  

会 期 ： 会場開催・LIVE配信期間 2021年 8月 28日（土）、29日（日） 

 
オンデマンド配信期間    2021年 8月 28日(土)～9月 27日(月) 

 

会 場 ： パシフィコ横浜ノース 

 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい１−１−１ 

 TEL：045-221-2155 

 http://www.pacifico.co.jp// 

  

テ ー マ：  持続可能な社会をリードする創造的看護管理 

  

参加予定者   : 約 5,000名 

  

予定プログラム：   会長講演/基調講演/教育講演/特別講演/シンポジウム/ 

 パネルディスカッション/市民公開シンポジウム/特別企画/ 

 インフォメーションエクスチェンジ/一般演題（口頭・示説）/ 

 ランチョンセミナー 

  

学術集会事務局： 横浜市立大学医学部 看護学科 老年看護学領域 

 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 3-9 

  

運営準備室 ： 日本コンベンションサービス株式会社（JCS） 

 担当：吉村、村上、高山 

 第 25回日本看護管理学会学術集会 

 日本コンベンションサービス株式会社 内 

 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-2大同生命霞が関ビル 14階 

 Tel：03-3508-1214 Fax：03-3508-1302 

 E-mail：25janap@convention.co.jp 



 

収 支 予 算：   

(収入の部) 

項 目 数量 単位 金額（税込） 

Ⅰ 参加費収入 4,900 名 ¥62,500,000 

Ⅱ 広告関係費 16 社 ¥1,573,000 

Ⅲ 商業展示出展料 64 小間 ¥17,930,000 

Ⅳ 共催セミナー 13 社 ¥11,550,000 

Ⅴ 寄付金・助成金    ¥0 

合計                              ¥93,653,000 

 

(支出の部) 

項 目 金額（税込） 

Ⅰ 事前準備経費 ¥24,440,000 

  1 事務局人件費 1,500,000 

  2 会議費・事務局経費 2,500,000 

  3 接遇関係費 40,000 

  4 企業協賛活動 1,400,000 

  5 印刷・制作費 12,000,000 

  6 プログラム関係費 3,000,000 

  7 事前登録関係費 4,000,000 

Ⅱ 当日運営経費 ¥61,100,000 

  1 会場関係費 35,000,000 

  2 招請者関係費 3,000,000 

  3 飲食・会合・行催事関係費 1,500,000 

  4 映像機材費 11,000,000 

  5 看板・ポスターパネル関係施工費 1,600,000 

  6 展示会場関係費 3,000,000 

  7 運営要員関係費 4,500,000 

  8 諸雑費 1,500,000 

Ⅲ 事後処理 ¥6,113,000 

  1 旅費交通費 35,000 

  2 会議費 63,000 

  3 印刷費 15,000 

  4 会計関係（納税準備金） 6,000,000 

Ⅳ 予備費 ¥2,000,000 

合計   ¥93,653,000 

 



 

 

 

ホームページバナー掲載要項 
1. 概要 

募集媒体：第 25回日本看護管理学会学術集会 ホームページ 

 

掲載面：トップページ 

 

掲載要項：  (1)ジャンル           看護系学会サイト 

    (2)主要コンテンツ     開催概要、プログラム、演題募集、会場案内等 

    (3)広告セールス方式  貴社指定バナーから貴社指定サイトへリンク 

 

掲載期間： 2021年 9月末日まで 

 

広告料金： \165,000 円（消費税 10%込） 

       ※消費税につきましては、ホームページ掲載時での税率とさせていただきます。 

 

広告募集予定： 2社 

 

広告規格：サイズ（ピクセル)、画像形式、容量等はお申込み後にご連絡いたします。 

 
2. 申込方法 

申込締切：2021年 7月 16日（金） 
以下 URL よりお申込みください。 

https://forms.office.com/r/Enxx79Sj2f 
※掲載開始日はお申込み順となります。 

※掲載位置は、学術集会事務局にて調整いたしますので、ご了承ください。 

※締切以降も、募集枠に空きがある場合はお申込みを受付けますので、下記運営準備室へ 

ご相談ください。データをいただき次第、随時掲載を開始します。 
 

3. 広告費のお支払い 
掲載決定後、請求書をお送りしますので、指定口座(請求書に記載)までお振込みください。 

 

4. キャンセルポリシー 
申込み締切後のキャンセルはいかなる理由にてもお断りさせていただきます。また、自然災害、火災、疫病、

戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、ネットワーク設備の損壊、行政機関の要請・指示・命令・規制など、

主催者の責めによらない事由により、主催者が催事開催を制限・停止、もしくは開催形式を変更することと

した場合、催事に関する広告費を返金しない場合があります。 

 

5. 申込・問合せ先  
運営準備室：日本コンベンションサービス株式会社（JCS） 

担当：吉村、村上、高山 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 14階 

TEL: 03-3508-1214 FAX: 03-3508-1302 E-mail：25janap@convention.co.jp 

 

 

  

https://forms.office.com/r/Enxx79Sj2f
mailto:25janap@convention.co.jp


 

 

幕間広告募集要項 
 

1. 概要 

本学術集会会期中に会場内スクリーンにて貴社広告を投影いたします。 

セッションの幕間に学会参加者が次のセッションを待つ間、貴社の広告が投影されます。 

 

閲覧対象者：学術集会参加者、関係者ほか 

 

広告種類：①画像広告 

広告料：165,000円（消費税 10%込、1 コマ 15秒） 

原稿データ：Microsoft PowerPoint等 

(会場内スクリーン（4：3）にて投影可能なサイズ) 

募集予定枠：3枠 

         

②動画広告 

広告料：275,000円（消費税 10%込、1 コマ 30秒） 

原稿データ：mp4形式(会場内スクリーン（4：3）にて投影可能なサイズ) 

募集予定枠：1枠 

 
 ※消費税につきましては、学術集会開催時での税率とさせていただきます。 

 

掲載期間： 学術集会開催期間中(2021年 8月 28日（土）、29日（日）) 

 

2. 申込方法 

申込締切：2021年 7月 16日（金） 

原稿提出締切：2021年 7月 30日(金) 
以下 URL よりお申込みください。 

https://forms.office.com/r/Enxx79Sj2f 
※投影順序は、学術集会事務局にて調整いたしますので、ご了承ください。 

 

3. 広告費のお支払い 
投影決定後、請求書をお送りしますので、指定口座(請求書に記載)までお振込みください。 

 

4. キャンセルポリシー 
申込み締切後のキャンセルはいかなる理由にてもお断りさせていただきます。また、自然災害、火災、疫病、

戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、ネットワーク設備の損壊、行政機関の要請・指示・命令・規制など、

主催者の責めによらない事由により、主催者が催事開催を制限・停止、もしくは開催形式を変更することと

した場合、催事に関する広告費を返金しない場合があります。 

 

5. 申込・問合せ先  
運営準備室：日本コンベンションサービス株式会社（JCS） 

担当：吉村、村上、高山 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 14階 

TEL: 03-3508-1214 FAX: 03-3508-1302 E-mail：25janap@convention.co.jp 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/Enxx79Sj2f
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