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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。 

 

 このたび、第 31 回日本がん看護学会学術集会を会員、関係者の皆様のご支援とご協力

のもと、2017 年 2 月 4日と 5日に高知で開催できることを心より感謝申しあげます。 

 

今回の学術集会のテーマは、「がん看護の跳躍する力―未知なる世界の探究―」と、い

たしました。わが国は、2035 年には高齢化がピークを迎え 65 歳以上の方が約 4割となる

超少子高齢社会を迎えます。がん対策の進捗、先端医療のイノベーションは見られますが、

依然として「がん」は国民の生命と健康、生活にとって重大な課題です。このような時代、

健康と生活を支援するケアには、どのようなことが求められるでしょうか。がんになって

も安心して暮らせる社会の構築を目指して、未知なる世界に向けて学問領域の壁を超越し

て取り組むことががん看護に求められています。 

 そこで、本学会では、変貌する社会やがん看護に関わるさまざまな移行を見据え、人や

組織がもつ力、地域や国際社会がもつ力、施策がもつ力、力の融合による新たな力に着眼

し、日本がん看護学会がこれまで蓄積してきた実践・教育・研究の叡智を礎に、がん看護

の跳躍する力について一緒に考えていきたいと思います。 

本学会の会員は 5500 名を超えました。改めて健康と生活を支援するケアについて多角

的に問い、また、がん対策基本法が成立して 10 年経過しても未だ残されている課題、新

たな課題、未知なる課題について、がん看護が果たす役割を模索していきます。そして、

がん患者がもつ力を重視した高齢がん患者の意思決定、がん治療と苦痛緩和、AYA 世代・

若年がんサバイバーの就労、がん患者教育、地域包括ケア、がんサバイバーのなどの視座

からがん看護の跳躍する力について考える学術集会にしたいと思います。 

 

  本大会をより実り多いものにするために、さまざまな企画を計画中ではございますが、

会員の参加費のみでは十分ではなく、ご賛同頂いた企業の皆様のご協力なくしては実現が

難しい状況にあります。 

このような事情にご配慮頂き、第 31 回日本がん看護学会学術集会をより充実したもの

にするべく、ご支援、ご協力を頂ければ幸いでございます。何卒ご検討を頂きたく、ここ

に書面をもってお願い申し上げます。 

 

謹白 

 

 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 

会長 藤田 佐和 

高知県立大学看護学部 教授 
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開 催 概 要 

 

1.会議名称  

和文名：第 31 回日本がん看護学会学術集会 

英文名：31st Annual Conference of the Japanese Society of Cancer Nursing  

 

2.主    催  

一般社団法人 日本がん看護学会 

 

3.会  長   

藤田 佐和（高知県立大学看護学部 教授） 

 

4.会    期  

2017 年 2 月 4 日（土）～2月 5日（日） 

 

5.会    場  

    高知県立県民文化ホール（〒780-0870 高知市本町 4丁目 3-30） 

高知市文化プラザ かるぽーと（〒780-8529 高知市九反田 2-1） 

高知県立大学 永国寺キャンパス（〒780-8515 高知市永国寺町 2番 22 号） 

ザ クラウンパレス新阪急高知（〒780-8561 高知市本町 4-2-50） 

 

6.会議の目的 

がん患者の Quality of Life の向上を目指し、本領域を発展させるために現場にいる

看護師個々の技術を向上し、その実践と教育を通して社会に貢献することを目的とす

る。 

 

7.開催計画の概要 

月  日 プログラム（予定） 

2 月 4 日（土） 会長講演、特別講演、シンポジウム、パネルディスカッション、教育研

究活動委員会企画、ナーシングサイエンスカフェ、SIG 交流フォーラム、

特別企画、一般演題(口演・示説)、交流集会、企業展示 等 

2 月 5 日（日） 特別講演、教育講演、シンポジウム、パネルディスカッション、教育研

究活動委員会企画、国際活動委員会ワークショップ、ガイドライン委員

会企画、編集委員会企画、特別企画、一般演題(口演・示説)、市民公開

講座、交流集会、企業展示 等 

 

8.参加予定者数 

 約 3,700 人  



  
 

3 

9. 第 31 回日本がん看護学会学術集会 組織委員一覧 

（50 音順） 

10.本学術集会に関するお問合わせ先 

 第 31 回日本がん看護学会学術集会 運営事務局 

〒550-0001  

大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 日栄ビル 703A 

あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6441-5260  Fax.06-6441-2055  E-mail : jscn31@a-youme.jp 

学術集会長 藤田 佐和 高知県立大学看護学部 

運営委員長 森本 悦子 高知県立大学看護学部 

企画委員 秋元 典子  岡山大学大学院保健学研究科 

池田 久乃 高知医療センター 

植田 喜久子 日本赤十字広島看護大学 

内布 敦子  兵庫県立大学看護学部 

大川 宣容  高知県立大学看護学部 

大西 須美子  高知赤十字病院 

大西 ゆかり  高知県立大学看護学部 

岡本 充子  近森病院 

雄西 智恵美  徳島大学大学院医歯薬学研究部 

茅野 香子  千葉県がんセンター 

 楠瀬 伴子  高知大学医学部附属病院 

 齊田 菜穂子  山口大学大学院医学系研究科 

 田鍋 雅子  高知医療センター 

 寺町 芳子  大分大学医学部看護学科 

 豊田 邦江  仁生会 細木病院 

 中西 純子  愛媛県立医療技術大学 

 橋本 理恵子  高知県立大学看護学部 

東 清巳 熊本大学大学院生命科学研究部 

平瀬 節子 高知県立あき総合病院 

古郡 夏子 高知赤十字病院 

宮井 千惠 高知県看護協会 

宮下 美香 広島大学大学院医歯薬保健学研究院 

森木 妙子 高知大学医学部看護学科 

矢野 智恵 高知学園短期大学看護学科 

山本 美和子 高知県立幡多けんみん病院 

 吉田 眞弓  四国がんセンター 

企画委員補佐 庄司 麻美  高知県立大学看護学部 

高樽 由美 高知県立大学看護学部 
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11.収支予算 

 

（収 入）                               （単位 千円） 

項 目 金 額 摘 要 

参加費収入 40,360 参加費 

教育セミナー 7,500 企業共催のセミナー 

広告収入 1,505 プログラム集掲載広告 

アプリ バナー広告収入 450 抄録アプリバナー広告 

HP バナー広告収入 750 HP バナー広告 

企業展示 15,000 企業の展示ブース 

寄付金 500 寄付金 

補助金 2,000 学会本部からの補助金 

合 計 68,065   

 

 

（支 出）                               （単位 千円） 

項 目 金 額 摘 要 

印刷費 5,900 抄録集、ポスター、チラシ、封筒、趣意書等 

Web 作成費 800 ホームページ、広報用 DVD 作成費 

抄録アプリ作成費 1,360 抄録アプリ作成 

e-poster 作成費 1,860 e-poster 作成費 

事前参加登録経費 1,500 事前参加登録 受付管理費 

演題登録 970 演題登録、採択通知 

発送費、通信費 2,640 抄録、参加証、ポスター等発送費、電話、FAX 

準備委員会開催費 2,400 事前準備委員会開催費 

会場費 9,550 会議場、展示場、付帯設備 

映像機材費 15,200 会場内映写機材 

看板装飾費 8,100 展示小間、ポスターパネル等 

当日運営人件費 4,335 受付、クローク、会場、誘導等係員、指揮者 

当日シャトルバス費 2,500 3 会場の循環バス 

講師招聘費 3,500 非会員講師招聘費 

消耗品費、雑費 1,900 運搬費、ネームカード等消耗品購入費 

事後会計監査費 550 会計士による監査、源泉徴収 

事後処理費 700 お礼状発送等 

企画運営費 4,300 運営業務委託費 

合 計 68,065   
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第 31 回日本がん看護学会学術集会 

 

各種要項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 

会長  藤田 佐和 

高知県立大学看護学部 教授

●募金募集要項（P.6） 

●講演集 広告募集のご案内（P.7） 

●抄録アプリ バナー広告のご案内（P.8） 

●ホームページアプリ バナー広告のご案内（P.9） 

●出展のご案内（P.10-12） 
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●募金の目的 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 開催経費に充当 

 

●募金期間 

2016 年 6 月 27 日(月)より 2017 年 2 月 5 日(日)まで 

 

●募金目標額 

500,000 円（総経費 64,215,000 円） 

本学術集会の趣旨にご賛同いただける場合は、別紙①に必要事項を記入の後、郵送またはフ

ァックスでご送付ください。 

 

●振込先 

三井住友銀行 大阪本店営業部 

口座番号：（普通）8307038 

口 座 名： 第 3 1 回
だいさんじゅういっかい

日本
にほん

がん看護
かんご

学 会
がっかい

学 術
がくじゅつ

集 会
しゅうかい

 会 長
かいちょう

 藤田
ふじた

 佐和
さ わ

 

 

●問合わせ先 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 運営事務局 

〒550-0001  

大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 日栄ビル 703A 

あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6441-5260  Fax.06-6441-2055 

E-mail : jscn31@a-youme.jp 

  

募 金 募 集 要 項 
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●発行部数 

プログラム抄録集 A4 判、4300 部（予定） 

 事前送付及び当日販売用 

 

●抄録集発行予算 

 4,450,000 円 

 

●広告料金（消費税込） 

表紙 4 １頁   250,000 円 （1 口） 白黒 

表紙 2 １頁   200,000 円 （1 口） 白黒 

表紙 3 １頁   180,000 円 （1 口） 白黒 

後付け １頁    80,000 円 （7 口） 白黒 

後付け 1/2 頁    45,000 円 （7 口） 白黒 

  

＊（  ）内は掲載社数の想定。 

＊ 表紙 2、3、4については、複数のお申込みがあった場合、大会側にて決定させて 

頂きます。決定後、2016 年 11 月 18 日以降に請求書を発行致しますので、その後に 

お振込下さい。 

＊ データを下記運営事務局までお送りください。 

 

●申込み期限・広告原稿送付締切日  

2016年11月18日(金) 

 

●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をお送り下さい。 

 

●お問合わせ先 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 運営事務局 

〒550-0001  

大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 

あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6441-5260  Fax.06-6441-2055   

E-mail : jscn31@a-youme.jp 

  

講演集 広告募集のご案内 
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●抄録アプリ バナー広告 

 抄録アプリの TOP ページにバナー広告を掲載することができます。 

 バナーをタップすると、貴社のホームページにリンクします。 

 掲載数：3社 

 掲載位置：TOP ページ画面下部 

 切替：1社 2秒間隔で切替 

 データサイズ：横幅 1536×高さ 210 ピクセル 

 画像形式：PNG ファイル 

  

●抄録アプリ作成予算 

 1,060,000 円 

 

●バナー広告料金（消費税込） 

1 社目   200,000 円 （3 秒）  

2 社目   150,000 円 （3 秒）  

3 社目   100,000 円 （3 秒）  

＊バナー広告は TOP ページにアクセスする度に 1社目、2社目、3社目の順で掲載されます。 

＊複数のお申込みがあった場合、大会側にて決定させて頂きます。 

決定後、2016 年 11 月 18 日以降に請求書を発行致しますので、その後にお振込下さい。 

＊データを下記運営事務局までお送りください。 

 

●申込み期限・広告原稿送付締切日  

2016年11月18日(金) 

 

●申込み方法 

 申込書③に必要事項をご記入頂き、運営事務局宛にFAXをお送り下さい。 

 

●お問合わせ先 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 運営事務局 

〒550-0001 

大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 

あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6441-5260  Fax.06-6441-2055   

E-mail : jscn31@a-youme.jp 

 

 

 

抄録アプリ バナー広告のご案内 
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●ホームページ バナー広告 

 ホームページの TOP ページにバナー広告を掲載し、バナーには貴社のホームページをリンク

します。 

●WEB 作成予算 

 800,000 円 

●申込み期限・データ送付締切日  

2017年1月18日（水） 

●バナー広告料金（消費税込） 

1 社   250,000 円 （募集数 3 社） 

＊データを下記運営事務局までお送りください。 

データサイズ：200×50 ピクセル  画像形式：gif /jpeg /png のいずれかのファイル 

 

●申込み方法 

 申込書④に必要事項をご記入頂き、運営事務局宛にFAXをお送り下さい。 

 

●お問合わせ先 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 運営事務局 

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6441-5260  Fax.06-6441-2055   E-mail : jscn31@a-youme.jp 

ホームページ バナー広告のご案内 
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●名称 

第31回日本がん看護学会学術集会 付設展示会 

 

●展示会スケジュール（予定） 

搬入    2017年2月3日(金)  13:00-17:00 

展示    2017年2月4日(土)  9:00-17:30 

2017年2月5日(日)  9:30-16:00 

搬出･撤去  2017年2月5日(日)  16:00から 

 

●会場 

高知市民文化プラザ かるぽーと 

 

●募集小間数（予定） 

60小間 

 

●出展料金（消費税込） 

250,000円／小間 

 

《出展料金に含まれるもの》 

①所定小間使用料 

②基礎小間設営料（基礎小間の仕様については、P.11 をご覧下さい。） 

 

《出展料金に含まれないもの》 

①基礎小間以外の設営料 

②小間内装飾料 

③電話・通信回線料等の工事料および使用料 

④追加電気工事代 

⑤水道・光熱代 

⑥出展ブース関係人件費、維持費、要員旅費、およびサービスに関わる費用 

⑦その他設営・管理に関する一切の諸費用 

出展のご案内 
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●基礎小間仕様 

サ イ ズ： 間口 2,000mm×奥行 2,000mm×高さ 2,400mm 

間仕切り： システムパネル（白）画鋲、くぎ打ちはできません。 

小間照明： パラペット裏の蛍光灯（40Ｗ） 

社 名 板    ： 1 枚（統一書体）W900mm×H200mm 

一小間につき 100V 500W コンセント 1ヶ 

長机１本（白布付き）W1800×D450×H700 

 

 

 

 

※ スペース小間にてお申込みの場合は、床面に墨出しした上でお引渡しいたします。  

（その場合、バックパネル、袖パネル、社名版、蛍光灯等は設置されません。） 
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●小間割 

出展申込書を受付後、出品物の種類・形状・小間数等を考慮の上、出展者にご連絡いたし

ます。 

 

●電気 

追加電気を必要とされる場合は、お申込みの容量を用意いたしますので、別紙申込書にご

記入ください。料金等、詳細については、2016 年 12 月中旬頃に送付予定の「出展の手引

き」をご覧ください。 

 

●その他 

・各出展物の管理は出展者が行うものとし、展示期間中の盗難・紛失・災害に対する補償

等は学術大会では負いかねますのでご了承ください。 

・出展申込み受付後、請求書を発行いたします。期限までにお支払いのない場合は、申込

取消しとさせて頂くことがございますので予めご了承ください。 

 

●申込み期限 

2016年11月28日(月) 

 

●申込み方法 

 申込書⑤に必要事項をご記入頂き、運営事務局宛にFAXにてお送り下さい。 

 

●お問合わせ先 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 運営事務局 

〒550-0001  

大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 日栄ビル 703A 

あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6441-5260  Fax.06-6441-2055   

E-mail : jscn31@a-youme.jp 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申込書①～⑤ 



FAX：06-6441-2055  

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 日栄ビル 703A 

あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6441-5260  E-mail : jscn31@a-youme.jp 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 運営事務局 行 

 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 

寄付金申込書 
 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 

会長 藤田 佐和 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。） 

 

平成  年  月  日 

    

 

 貴社名： 

 

 ご住所： 

 

 担当者： 

             部       課 

 

    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。 

 

別紙① 



FAX：06-6441-2055  

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 日栄ビル 703A 

あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6441-5260  E-mail : jscn31@a-youme.jp 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 運営事務局 行 

 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 

広告掲載申込書 

貴社名
フリガナ

：  

ご担当者名
フリガナ

： 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。 

 

□表紙 4 １頁   250,000 円 （白黒） 

□表紙 2 １頁   200,000 円 （白黒） 

□表紙 3 １頁   180,000 円 （白黒） 

□後付け １頁    80,000 円 （白黒） 

□後付け 1/2 頁   45,000 円 （白黒） 

 

 

この申込書が届いた後、請求書をお送りいたします。 

（表紙 2、3、4につきましては 2016 年 11 月 18 日以降にご請求書を発行致します。） 

 

 

 

申込締切・広告原稿送付締切日：2016年11月18日（金） 

申込書② 



FAX：06-6441-2055  

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 日栄ビル 703A 

あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6441-5260  E-mail : jscn31@a-youme.jp 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 運営事務局 行 

 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 

抄録アプリ バナー広告申込書 

 

貴社名
フリガナ

：  

ご担当者名
フリガナ

： 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。 

 

□1 社目 200,000 円 （3 秒） 

□2社目 150,000 円 （3 秒） 

□3社目 100,000 円 （3 秒） 

 

 

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・広告原稿送付締切日：2016年11月18日（金） 

 

 

 

 

 

申込書③ 



FAX：06-6441-2055  

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 日栄ビル 703A 

あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6441-5260  E-mail : jscn31@a-youme.jp 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 運営事務局 行 

 

 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 

ホームページ バナー広告申込書 

 

貴社名
フリガナ

：  

ご担当者名
フリガナ

： ご所属：  

ご住所：〒  

TEL： FAX：  

E-mail：   

 

 

 

◆Check Box にレ印を入れてお申し込み下さい。 

 

□ 250,000 円のバナー広告に申し込みます。 

 

 

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：2017年1月18日（水） 

 

 

 

 

 

申込書④ 



FAX：06-6441-2055  

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号 日栄ビル 703A 

あゆみコーポレーション内 

Tel.06-6441-5260  E-mail :jscn31@a-youme.jp 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 運営事務局 行 

 
 

第 31 回日本がん看護学会学術集会 

展示会申込書 
 

 
 

※ 申し込み予定小間数に達した場合は期日前でも締め切ることがありますのでお早めに 

お申し込み下さい。 

 

1．出展申込者                     

貴社名                       

ご所属                       

ご担当者                       

住所 
（〒           ） 

              

TEL/FAX TEL：               FAX：               

E-mail                       

                         

2．申込内容                      

小間タイプ 基礎小間 ・ スペース小間 （どちらかに○をつけてください。） 

申込小間数 （    ）小間  ×  250,000 円 ＝ （                    ）円 

出展物 

（予定の展示品目をお書き下さい。） 

                         

3．希望事項欄                     

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

申込締切：2016年11月28日（月） 

申込書⑤ 
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