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ご挨拶 

謹啓 貴社におかれましては、時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より格別の   

ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

第 31 回日本創傷・オストミー・失禁管理学会は、2022 年 5 月 20 日（金）・21 日（土）に        

パシフィコ横浜で、2 年ぶりとなる学会会場での開催を目指し準備を進めてまいりました。         

しかしながら、新型コロナ感染症が減少傾向にあるものの感染の拡大・縮小をくりかえしていること、

および学会参加者の参加可能性を鑑みまして、web開催とすることに苦渋の思いで決断いたしました。 

開催形態は変更となりましたが、学会のテーマは引き続き「WOC 領域のエクセレントサービスを  

デザインする～患者に大きな喜び
デ ラ イ ト

をもたらすケアとは～」とし、プログラム内容を大きく変更する 

ことなく準備を進めております。 

 

エクセレントサービスは、今までのサービスが目標としていた顧客（患者）満足だけではなく、  

さらに「顧客（患者）のデライト：期待をこえるような大きな喜びや感動」をもたらすことを目標と

するものです。私たちの提供した WOC 領域のケアによって、顧客（患者）に強い幸福感や人生の    

楽しみ、より活き活きと生活する意思を感じることができるようになってもらいたいと願っています。 

現在まで私たちは、WOC 領域の知識や技術を高め、コアとなる医療・看護サービスの基盤を築き、

顧客（患者）満足を高めるよう努力してまいりました。さらに未来の社会にむけて、ICT や AI の   

活用、エビデンスに基づくケアプログラムの開発や社会保険を整える活動など、あらゆる場で、WOC

領域の患者がデライトを感じられるサービス提供の仕組みを模索する必要があると考えております。 

このように WOC領域における「患者に大きな喜び
デ ラ イ ト

をもたらすケア」を目指すとき、私たちは医療者

だけでなく関連する企業の皆様にも一緒に取り組みを進めていただくことがとても大切だと思って 

おります。現在、実現できている WOC 領域のエクセレントサービスとは何か、そしてこれから    

デザインしていくエクセレントサービスとは何かを、ともに考えていくような学会としたい    

と思います。 

開催形態の変更により皆様には多大なるご迷惑をお掛けいたしますが、どうかご支援・ご協力を 

賜りたく、ここにお願い申し上げる次第でございます。 

 

なお、拠出いただきました協賛費用につきまして、各企業様が公表されることについて了承させて

いただきます。 

末筆ではございますが、貴社のさらなるご発展を心より祈念申し上げます。 

 

謹白 

2022年 3月吉日 

 

第 31回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 

 

 

会長 渡邊 千登世 

        （神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 准教授） 

 

副会長 斎藤 忠則 

   （医療法人 伯鳳会 東京曳舟病院）  
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開催概要 

 

1. 会議の名称とテーマ 

（1） 会議の名称 

第 31回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 

 

（2） 会議のテーマ 

WOC領域のエクセレントサービスをデザインする 

～患者に大きな喜び
デ ラ イ ト

をもたらすケアとは～ 

 

2. 主催 

第 31回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 

会長 渡邊 千登世（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 准教授）  

副会長 斎藤 忠則（医療法人 伯鳳会 東京曳舟病院） 

 

プログラム委員（50音順） 

熊谷 英子(在宅 WOCセンター／仙台エコー医療療育センター) 

佐藤 文(川崎市立看護短期大学) 

真田 弘美(東京大学大学院医学系研究科) 

清水 けい子(小田原市立病院) 

田中 秀子(淑徳大学) 

丹波 光子(杏林大学医学部付属病院) 

内藤 亜由美(東京医療保健大学) 

松原 康美(北里大学) 

南 由起子(サンシティ横浜南) 

柳迫 昌美(医療法人 原三信病院) 

 

3. 開催期間 

Live配信期間：2022年 5月 20日（金）・5月 21日（土） 

オンデマンド配信期間：2022年 5月 20日（金）～6月 20日（月）（予定） 

 

4. 開催場所 

web開催 

 

5. 参加予定者数 

約 2,000名 
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6. 学術集会事務局 

 〒238-8522 神奈川県横須賀市平成町 1-10-1 

神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 

事務局担当 

大場 美穂(神奈川県立保健福祉大学) 

末田 千恵(神奈川県立保健福祉大学) 

佐々木 杏子(神奈川県立保健福祉大学) 

 

7. 運営事務局（本ご案内についてのお問い合わせ先） 

〒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 

日本コンベンションサービス株式会社 メディカル部内 

担当：川村 勇輝／桜井 唯希／飯山 昭 

TEL：03-3508-1214 FAX：03-3508-1302  

E-mail：jwocm2022@convention.co.jp 
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 ●全体収支予算案 

（2022 年 3 月時点） 

■収入 

当学術集会では 50,898,000円の収入を見込んでおり、 

募集させていただく項目として、広告関係費 869,000円、web企業展示 8,800,000円、 

企業共催セミナー17,820,000円を予算としております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 参加費収入 参加者計 2,000 名 ¥20,500,000

1 早期登録　会員 10,000 1,300 名 13,000,000

2 早期登録　非会員 11,000 180 名 1,980,000

3 通常登録　会員 11,000 270 名 2,970,000

4 通常登録　非会員 12,000 200 名 2,400,000

5 通常登録　学生 3,000 50 名 150,000

Ⅱ 広告関係費 ¥869,000

1 web開催ページバナー広告 　 11 枠 　

　 バナー大 88,000 3 社 264,000

　 バナー小 55,000 7 社 385,000

2 その他広告

ホームページバナー 220,000 1 社 220,000

Ⅲ web企業展示出展料 ¥8,800,000

1 出展料 220,000 40 小間 8,800,000

Ⅳ 企業共催セミナー 23 セミナー ¥17,820,000

1 企業共催セミナー 990,000 17 社 16,830,000

2 各種オプション申込

CM（動画広告） 110,000 3 社 330,000

オンデマンド配信 220,000 3 社 660,000

Ⅴ 寄付金・助成金 ¥1,000,000

1 企業・関連病院等 1,000,000 1 式 1,000,000

Ⅵ その他 　 ¥2,000,000

1 学会本体拠出金 2,000,000 1 式 2,000,000

合計 （消費税10%含む） ¥50,989,000

項目 単価 数量 単位 金額（円）
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■支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅰ 会議準備経費・事務局費 ¥17,101,350

1 事務局人件費 9,037,500

2 事務局雑費 91,400

3 接遇業務費 206,250

4 企業協賛活動業務費 2,035,000

5 広報・渉外業務費 100,000

6 制作費 2,836,700

7 サイドイベント業務費 0

8 プログラム編成業務費 1,123,100

9 事前登録業務費 1,671,400

Ⅱ 当日運営経費 ¥26,083,028

1 会場関係費（消費税を含む） 13,391,325

2 招請者関係費 （消費税を含む） 556,850

3 飲食・会合・行催事関係費（消費税を含む） 0

4 輸送・ツアー関係費 0

5 映像機材費（web配信費含む） 10,898,043

6 看板・ポスターパネル関係施工費 0

7 展示会場関係施工費 0

8 CARM（参加受付自動機）利用経費 0

9 ランチョンパスポート （整理券自動発券機） 0

10 運営要員関係費 995,610

11 記録関係費 0

12 同時通訳関係費 0

13 諸雑費 241,200

Ⅲ 実費 ¥1,924,800

1 旅費交通費（消費税を含む） 10,000

2 会議費 0

3 通信費（消費税を含む） 1,314,800

4 会計監査費用（消費税を含む） 600,000

Ⅳ 消費税 ¥2,923,620

※備考欄「消費税を含む」記載以外の項目で消費税算出

Ⅳ 納税準備金 ¥2,956,202

合計 ¥50,989,000

項目 予算（円）
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web開催にあたり、ランチョンセミナー・スイーツセミナー・ハンズオンセミナーは 

企業共催セミナーと名称を変更し、講演内容を web開催ページにて配信いたします。 

 

1. 募集概要 

枠番号 開催日(予定) 時間 募集枠数 金額(消費税 10%込) 

企業共催セミナー 5 月 20 日（金） 

5 月 21 日（土） 

50 分 17 990,000 円 

※ハンズオンセミナーに申し込みいただいていた企業様は、視聴者数を限定した webハンズオン

セミナーを開催していただけます。別途運営事務局にご相談ください。 

 

2. 開催形式 

以下よりご希望の形式をお知らせください。  

① 

収録動画配信 

 

概要 事前に貴社にて収録したデータ、もしくはPPT講演データに音声

を入れたものを運営事務局までご提出ください。 

web開催ページにて、ご希望の時間帯に1回のみ配信いたします。 

配信日時 下記時間帯より選択ください。 

② 

Live配信 

概要 貴社でオンライン会議システム（zoom webinarなど）をご手配の

上、配信URLを運営事務局までご提出ください。 

web開催ページに、配信URLを掲載いたしますので、配信時間に

Liveでセッションを開催してください。 

配信日時 下記時間帯より選択ください。 

  ※本学術集会へのオンライン参加登録を行った方のみが視聴可能となります。 

参加登録は、医療関係者、医療従事者、企業関係者の方を対象にしております。 

 

3. 配信日時 

下記①～⑩よりお選びください。お申し込みが集中した場合、企業共催セミナー同士が 

重複して開催される可能性がございます。 

・配信日時①：5月 20日（金）11:30～12:20 

・配信日時②：5月 20日（金）13:40～14:30 

・配信日時③：5月 20日（金）14:40～15:30 

・配信日時④：5月 20日（金）17:50～18:40 

・配信日時⑤：5月 21日（土）8:00～8:50 

・配信日時⑥：5月 21日（土）9:00～9:50 

・配信日時⑦：5月 21日（土）11:50～12:40 

・配信日時⑧：5月 21日（土）14:10～15:00 

・配信日時⑨：5月 21日（土）15:10～16:00 

・配信日時⑩：5月 21日（土）16:10～17:00 

 

 

企業共催セミナー募集要項 
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 ※演題テーマは変更となる可能性がございますのでご了承ください。 

 

4. 31JWOCMスタンプラリーについて 

多くの方に企業共催セミナーを視聴いただけるよう、学術集会参加者対象のスタンプラリー

を実施いたします。 

つきましては、貴社のセミナーの末尾などに【31JWOCMスタンプラリーキーワード】とし

て、ご掲示ください。 

学会参加者に指定のスタンプラリーフォームにキーワードを登録してもらいますので、 

是非とも PRしたい製品名などをキーワードとして設定していただければと思います。 

 

5. ご提出内容 

① 収録動画配信について 

・収録動画もしくは音声入りの PPT講演データ（動画）をご提出ください。 

※提出期限：2022年 3月 18日(金)～4月 28日（木） 

※提出先：下記運営事務局までお願いします。 

※提出いただくデータ形式は mp4形式でお願いします。 

※参加者アンケート用に QRコードを作成し、スライドに映すことも可能でございます。 

 個人情報を収集される際には貴社の責任にてお願いいたします。 

※【31JWOCMスタンプラリーキーワード：●●●】と記載したスライドなどを作成し 

動画の末尾などにご提示ください。 

 

 

第1配信室

第2配信室

企業共催

セミナー

一般口演

09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
会場 2022/5/20（金）

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

シンポジウム

エクセレントサービス

開

会

式

枠①

理事会企画

排泄ケア

動画オンデマンド（自由閲覧）

会長

講演

理事会企画

日本創傷・オスト
ミー・失禁管理学
会助成採択演題

特別教育講演
創傷衛生（Wound
Hygiene）の概念
とアプローチ方法

理事会企画

認定看護師とし
て進化を続ける
ための戦略

理事

長

講演

特別講演
ホスピタリティに
基づく理念経営と

は

特別講演
世界へ発信 ジャパ

ン・ニュートリショ

ンー日本の栄養の過

去・現在・未来

特別講演
コロナがつきつ
けた看護の本質
について思うこ
と：医療人類学
の立場から

枠② 枠③ 枠④

第1配信室

第2配信室

企業共催

セミナー

一般口演

会場 2022/5/21（土）
15:00 16:00 17:00 18:0011:00 12:00 13:00 14:0008:00 09:00 10:00

シンポジウム

超高齢社会における高齢
者のストーマケア

枠⑤

理事会企画
診療報酬・介護報
酬における日本看
護系学会等社会保
険連合（看保連）
の役割と機能

動画オンデマンド（自由閲覧）

閉会

式

理事会企画
「外来排尿自立
指導料」算定に
向けた取り組み
と排尿ケア講習
会演習の評価

特別教育講演

高齢者便秘症患者
の現状と課題

理事会企画

情報通信機器を
使ったストーマ

ケア相談

教育講演
患者さんの行動変
容をどう促すか ～
健康行動科学から
のアプローチ～

理事会

特別講演

診療報酬

枠⑥ 枠⑦ 枠⑧

ワークショップ

WOCナースのキャリアデ
ベロップメント

教育講演
在宅褥瘡管理で必
要な皮膚・排泄ケ
ア認定看護師のコ
ンピテンシー

枠⑨

シンポジウム
皮膚・排泄ケア特定認定
看護師の新たな教育と研
修終了後の成果を探る！

枠⑩
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② Live配信について 

・オンライン会議システム（zoom webinar など）をご手配の上、配信 URL をご提出ください。 

※提出期限：2022年 3月 18日(金)～4月 28日（木） 

※提出先：下記運営事務局までお願いします。 

※参加者アンケート用に QRコードを作成し、スライドに映すことも可能でございます。 

※視聴者から質問を受け付ける機能や、参加者情報のご登録機能などは、参加者の同意の 

もと、ご自由にご利用いただけます。 

個人情報を収集される際には貴社の責任にてお願いいたします。 

※【31JWOCMスタンプラリーキーワード：●●●】と記載したスライドなどを作成し 

動画の末尾などにご提示ください。 

 

6. 共催費に含まれるもの  

・学術集会 Live配信期間中の希望日時に講演を配信する権利 

・動画配信費用（①収録動画配信の場合） 

もしくは配信 URL リンク費用（②Live配信の場合） 

・セミナー視聴数の報告（①収録動画配信の場合） 

・学術集会抄録集（web）へのセミナー情報の記載 

 

7. 共催費に含まれないもの 

・座長・演者への謝礼他、接遇にかかる一式 

・事前収録・Live配信にかかる会場、配信機材、収録機材、ネット回線など 

・ポスター、動画広告、HPバナー等制作物に係る費用 

 

8. 追加オプションのご案内 

1) CM（動画広告）放映 

・本学術集会 Live配信期間中、web開催ページの主要プログラム配信画面にて、 

セッション開始前のタイミングで、貴社の CMを放映いたします。 

・貴社の企業セミナーの宣伝、貴社や貴社製品のプロモーションなどご希望のものを 

配信させていただきます。 

・最低保証放映回数：4回 

（多数のお申込みを頂戴した場合には各社の動画をループ形式での放映とさせて 

いただきます。） 

・CM動画の仕様：1分以内、mp4形式 

・費用：110,000 円（消費税 10%込） 

・CM動画提出期限：2022年 3月 18日(金)～4月 28日（木） 

・CM動画提出先：下記運営事務局までお願いします。 
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2) web開催ページバナー広告 

・14ページ～記載の web開催ページバナー広告を合わせてお申し込みいただけます。 

・費用：バナー大 88,000円（消費税 10%込） 

    バナー小 55,000円（消費税 10%込） 

・詳細は、14ページ以降をご確認ください。 

 

3) オンデマンド配信 

・本学術集会オンデマンド配信期間に、web開催ページにて貴社 web企業セミナーの 

収録動画を配信いたします。 

・費用：220,000 円（消費税 10%込） 

・①収録動画配信の場合：収録動画配信用にお預かりした動画を配信いたします。 

・②Live配信の場合：貴社で Live配信の内容を収録の上、配信動画を mp4形式で 

ご提出ください。 

※ご提出後、6月 20日（月）まで配信いたします。 

 

9. お申込方法について 

2022年 3月 31日(木)までに、開催形式（配信形式）①収録動画配信、②Live配信と 

配信希望日時およびオプションの要否について、運営事務局までご連絡ください。 

お申込フォーム：https://forms.office.com/r/NCfi5h7Grx 

 

10. 今後のスケジュール 

2022年 3月 31日（木） 配信形式・配信希望日、オプション申込および 

            抄録集掲載事項提出締切(テーマ・座長・演者) 

2022年 3月中 共催費請求書発行 

2022年 4月第 2週 配信日時決定のご連絡 

2022年 4月中 共催費入金締切 

2022年 4月 28日（木） 事前収録データ（①の場合）・配信 URL（②の場合）提出締切 

 

11. 申込の取り消しについて 

申込後のお取り消しはお受けできませんので、どうぞご了承ください。 

 

12. お申込み・お問い合わせ先（運営事務局） 

〒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 

日本コンベンションサービス株式会社 メディカル部内 

担当：川村 勇輝／桜井 唯希／飯山 昭 

TEL：03-3508-1214 FAX：03-3508-1302  

E-mail：jwocm2022@convention.co.jp 

  

https://forms.office.com/r/NCfi5h7Grx
mailto:jwocm2022@convention.co.jp
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web開催にあたり、企業展示は web企業展示と名称を変更し、web開催ページ内「web企業展示」 

ページにて企業情報を配信いたします。 

 

1. 募集社数 

40社（予定） 

 

2. 実施期間 

2022年 5月 20日（金）～6月 20日（月）（予定） 

 

3. 参加者 

本学術集会へのオンライン参加登録を行った方のみ視聴可能としております。 

参加登録は、医療関係者、医療従事者、企業関係者を対象にして行います。 

※多くの参加者に web企業展示を視聴いただけるよう、スタンプラリーを実施いたします。 

 詳細は 6.スタンプラリーをご参照ください。 

 

4. 開催形式 

web開催ページ「web企業展示」ページへの企業名、ロゴ、PR文および広告・動画の掲載 

 

※イメージ 

 
  

web企業展示募集要項 
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5. 出展費 

  1社 220,000円（消費税 10%込）  

 

6. 31JWOCMスタンプラリーについて 

多くの方に web企業展示をご覧いただけるよう、学術集会参加者対象のスタンプラリーを実

施いたします。 

つきましては、リンク先の貴社ホームページや、掲載用動画・広告などに【31JWOCMスタン

プラリーキーワード】として、貴社製品名等を設定し、掲示ください。 

キーワードは参加者が覚えておく、メモしておくなどして、指定のスタンプラリーフォーム

に登録しますので、是非、PRしたい製品名などをキーワードとして設定してください。 

 

7. web企業展示 掲載コンテンツ 

    ・掲載ロゴ：225×225px（png、jpeg、tiff、gif等） 

・貴社リンク先 URL 

・掲載 PR文：100字以内 

・掲載用動画 URLもしくは、掲載広告：A4サイズ 1枚（PDFにてご支給ください） 

 ※【31JWOCMスタンプラリーキーワード：●●●】を貴社ホームページ、掲載用動画、 

掲載用広告のいずれかに掲載ください。 

 リンク先ホームページ内に掲載する場合には、トップページ上に掲載するようにお願い 

いたします（下層ページへの掲載は不可） 

文言はこちらで統一ください：【31JWOCMスタンプラリーキーワード：●●●】 

 

8. 出展費に含まれるもの 

  ・「web企業展示」ページ構築費 

・企業ロゴ掲載費およびリンク作業費 

・掲載素材アップロード作業費 

・「web企業展示」ページサーバー利用料、保守等ネットワーク維持費 

 

9. 出展費に含まれないもの 

  ・企業ロゴ、掲載用動画、掲載広告の素材の編集にかかわる費用 

・企業ロゴ、掲載用動画、掲載広告製作等にかかわる費用 

 

10. 掲載コンテンツ提出について 

  ・期限：2022年 3月 18日(金)～4月 28日（木） 

  ・提出先：下記運営事務局までお願いします。 

 

11. お手続きについて 

旧募集要項にて既にお申し込みいただいている企業の皆様は、特に必要ありません。 
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12. 今後のスケジュール 

2022年 3月中 共催費請求書発行 

2022年 4月中 共催費入金締切 

2022年 4月 28日（木） 掲載コンテンツ提出締切 

 

13. お申込み・お問い合わせ先（運営事務局） 

〒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 

日本コンベンションサービス株式会社 メディカル部内 

担当：川村 勇輝／桜井 唯希／飯山 昭 

TEL：03-3508-1214 FAX：03-3508-1302  

E-mail：jwocm2022@convention.co.jp 
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 web開催にあたり、以下の通り web開催ページへのバナー掲載を募集いたします。 

 ※ポケットプログラムの作成は中止となりましたのでご了承のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

1. 広告媒体名 

第 31回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 web開催ページ 

※本学術集会へのオンライン参加登録を行った方のみ視聴可能としております。 

参加登録は、医療関係者、医療従事者、企業関係者を対象にして行います。 

 

2. 掲載要領 

(1)対象 第 31回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 参加者 

(2)主要コンテンツ 学術集会コンテンツのライブストリーミング及びオンデマンド配信 

(3)広告セールス方式 貴社指定マークから貴社ホームページへリンクを設定 

(4)バナー表示方法 トップページ常時掲載 

 ※複数のお申込みを頂戴した場合は並列掲載 

 

3. 掲載期間 

2022年 5月 20日（金）～6月 20日（月）（予定） 

 

4. 広告料金 

1) バナー（大） 88,000円 （消費税 10%込）  募集バナー数 3口 

 

2) バナー（小） 55,000円 （消費税 10%込）  募集バナー数 7口 

 

5. 広告規格 

広告面サイズは以下を基本といたします。 

・バナー大：ヨコ 280px・タテ 100px 

・バナー小：ヨコ 140px・タテ 80px 

※画像データ(拡張子）は、gif、jpegでお願いいたします。 

  

NEW  web開催ページ 広告掲載募集要項 
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6. お申込み・バナーデータ送付 

 【申込み方法】本ご案内の内容をご確認の上、下記フォームよりお申し込みください。 

https://forms.office.com/r/1M0fRm5hpz 

 

 【申込み締切】  2022年 3月 31日（木） 

 【掲載料ご請求】掲載申込書受領後、請求書を発行いたします。  

   支払期限：ご請求書発行後 1ヶ月以内 

※ お振込み手数料は、申込者ご負担とさせていただきます。 

※ 消費税は請求書の発行月に準じさせていただきます。 

 【データ送付締切】  2022年 3月 18日(金)～4月 28日（木）までに 

下記運営事務局へご送付ください。 

 

7. お申込み・お問い合わせ先 

〒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 

日本コンベンションサービス株式会社 メディカル部内 

担当：川村 勇輝／桜井 唯希／飯山 昭 

TEL：03-3508-1214 FAX：03-3508-1302  

E-mail：jwocm2022@convention.co.jp 

  

https://forms.office.com/r/1M0fRm5hpz
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1. 広告媒体名 

第 31回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 ホームページ 

 

2. 掲載期間 

申込受付・データ拝受後～2022年 5月末 

 

3. 制作費用 

1,100,000円（消費税 10%込み） 

 

4. 広告掲載料総額 

220,000円（消費税 10%込み） 

 

5. 掲載箇所 

第 31回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 ホームページ トップページに記載 

 

6. お申込み・原稿送付 

 【申込み方法】本ご案内の内容をご確認の上、学術集会ホームページの申込フォームより 

お申込みください。 

https://site.convention.co.jp/jwocm2022/entry/sponsor/ 

 

 【申込み締切】  2022年 3月 31日（木） 

 【掲載料ご請求】掲載申込完了後、請求書を発行いたします。  

   支払期限：ご請求書発行後 1ヶ月以内 

※ お振込み手数料は、申込者ご負担とさせていただきます。 

※ 消費税は請求書の発行月に準じさせていただきます。 

 【原稿種類】 GIF/JPEG  

※サイズはお問い合わせください。 

 

7. お申込み・お問い合わせ先 

〒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 

日本コンベンションサービス株式会社 メディカル部内 

担当：川村 勇輝／桜井 唯希／飯山 昭 

TEL：03-3508-1214 FAX：03-3508-1302  

E-mail：jwocm2022@convention.co.jp 

 

 

 

ホームページバナー 広告掲載募集要項 

https://site.convention.co.jp/jwocm2022/entry/sponsor/


 

 

 

 

１．募金団体 

第 31回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 

 

２．募金の名称 

第 31回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 寄附金 

 

３．募金の目標額 

1,000,000円 

 

４．募金の期間 

2021年 9月 1日～2022年 5月 19日（予定） 

 

５．寄附金の使途 

第 31 回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会の準備、並びに運営に関する費用に充て、   

有効に活用する。 

 

６．寄附金申込方法 

第 31回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会へ直接お申込みください。 

 

出費多端な折とは存じますが、本学会の趣旨をご理解いただき、何卒ご高配を賜りますようお願い 

申し上げます。 

寄附金募集要項 



 

【お申込方法】 

1.申込方法：下記サイトに必要事項をご記入の上、お申込みください。 

https://forms.office.com/r/fpy9MFpxdA 

 

2. お申込期限：2021年 9月 1日～2022年 5月 19日（予定） 

 

3. 税法上の取り扱い：ご寄付金に対する税法上の優遇措置はございません。 

 

4．寄附金募集の責任者 

氏名：渡邊 千登世  

（神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 看護学科 看護管理学） 

〒238-8522 神奈川県横須賀市平成町 1-10-1 

 

5．寄附金募集の連絡先 

第 31回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 運営事務局 

〒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 

日本コンベンションサービス株式会社 メディカル部内 

担当：川村 勇輝／桜井 唯希／飯山 昭 

TEL：03-3508-1214 FAX：03-3508-1302  

E-mail：jwocm2022@convention.co.jp  

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/fpy9MFpxdA

