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趣意書 

 

 

人口の高齢化に伴い就業者の平均年齢も高くなり、定期健康診断の有所見率

は５割を超え、生活全般を捉えた保健指導の重要性が増してきております。ま

た、職場のストレス対策や「治療と職業生活の両立」など、職場の状況を十分

に把握しながら、働く人々の心身の健康を支援する活動ならびに生産性の向上

を目指した経営者への支援も欠くべからざるものとなってきております。 

産業看護職は、それらの活動を担う、労働者に最も身近な専門職であり、多

くの産業看護職が良好な実践を行うとともに、それらの実践を支える研究にも

励んでおります。 

日本産業看護学会は、これらの産業看護職の活動をさらに活性化するため

に、産業看護学の発展と、産業看護活動を支える学術団体であり、産業看護学

の学問体系を確立すること、高度の実践能力・実践方法を開発すること、そし

て看護基礎教育における体系的な産業看護教育を行うことを目的として、2012

年12月に設立されました。その目的を果たすために様々な活動を行っておりま

すが、その主な事業として、年１回の学術集会を開催しております。ここで

は、実践者、教育研究者など、多くの産業看護職が集い、研究発表を中心とし

た学び合いを行っております。 

第10回学術集会は、2021年11月6日・7日に千葉で開催を予定しており、テ

ーマは、「日本の元気を支える産業看護の力～すべての働く人々・組織に産業

看護サービスを～」といたしました。目まぐるしく変化する時代にあって、企

業は積極的にさまざまな人材を受け入れ、彼らの多様な働き方に対応すること

が求められています。このような変化の著しいグローバル社会にある企業の健

康経営を支えるのは、いつも従業員の傍らにいて、それぞれのニーズに合っ

た、きめ細やかな健康支援を行う産業看護職の力です。またこの力は、産業医

をはじめとする多くの専門職者のみでなく人事・労務の担当者との協働によっ

てこそ最大の力を発揮できるものと確信しております。 

そこで、本学術集会は10回目の節目を迎えるにあたり、企業、行政、学校等

さまざまな機関で健康を支える産業看護職の方々はもちろん、協働する他分野

の方々にも広く参加していただくことを意図し、今までの学術集会以上の成果

を目指しております。 

つきましては、日本産業看護学会第10回学術集会に対し、ご支援、ご鞭撻を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

日本産業看護学会 第 10 回学術集会 

学術集会長  新谷奈苗 
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開催概要 

 

1. 会議の名称 

  日本産業看護学会第 10 回学術集会 

 

2. テーマ 

  日本の元気を支える産業看護の力～すべての働く人々・組織に産業看護サービスを～ 

 

3. 会期 

  2021 年 11 月 6 日（土）～7 日（日） 

 

4. 会場 

  和洋女子大学国府台キャンパス（千葉県市川市国府台２－３－１） 

 

5. 代表者 

  日本産業看護学会第 10 回学術集会 

  学術集大会長  新谷 奈苗 

  （和洋女子大学看護学部教授） 

 

6. 参加予定人数 

  約 500 名 

 

7. プログラム（予定） 

  基調講演，第 10 回記念講演，学術集大会長講演，特別講演，教育講演， 

特別企画シンポジウム，メインシンポジウム，シンポジウム，一般演題， 

ランチョンセミナー，サイエンスカフェ 等 

 

8. お問い合わせ先 

  日本産業看護学会第 10 回学術集会 事務局  

  〒272-０８２７ 千葉県市川市国府台 2-1-18  （和洋女子大学内） 

  E-mail：ohn10@g.wayo.ac.jp  
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企画運営組織 

学術集大会長 新谷 奈苗 和洋女子大学 

副大会長 島 忍 （株）アクトグループ 

顧問 伊藤 美千代 東京医療保健大学 

櫻井 しのぶ 順天堂大学 

佐々木 美奈子 東京医療保健大学 

田中 希実子 東京産業保健総合支援センター 

矢内 美雪 キヤノン（株） 

事務局長 佐藤 郁代 奈良学園大学 

副事務局長 永岡 裕康 和洋女子大学 

丸上 輝剛 和洋女子大学 

企画委員長 磨田 百合子 （株）日立マネジメントパートナー 

実行委員長 萱場 隆人 東海大学 

副実行委員長 田村 英子 東海大学 
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企画委員 石倉 恭子 帝京大学大学院 
市川 紀 日本郵政スタッフ（株） 
宇都宮 千春 三菱ケミカル（株） 
大島 桐花 （株）NTT データ 
奥田 由美 SOMPO ヘルスサポート（株） 
金子 眞理子 和洋女子大学 
監物 友理 （株）小松製作所 
サトウ 菜保子 日本航空（株） 
白鳥 孝子 和洋女子大学 
瀬戸 美才 ライオン（株） 
竹内 久美子 和洋女子大学 
土田 絢乃 東日本電信電話（株） 
坪田 潔子 日本ハム（株） 
長澤 圭一 （株）ディスコ 
岬 昇平 桜十字予防医療部 
三澤 眞理子 一般社団法人 OHN 協会産業保健サービスステーション 
宮内 清子 和洋女子大学 
山崎 有子 （株）東芝 
山本 千代 三菱重工業（株） 

実行委員 伊東 真理 東京医療保健大学 
植草 智里 （株）熊谷組 
黒石 宏美 三菱重工業（株） 
﨑山 紀子 東京医療保健大学 
柴田 建 東京医療保健大学 
島田 利恵 センコー（株） 
高橋 瞳 キヤノン（株） 
高橋 利果 大東建託（株） 
徳渕 智絵 富士電機（株） 
橋元 仁美 （株）電通 
前田 由香 ヤフー（株） 
松﨑 一基 Wellness-Being 
松山 麻衣子 広栄化学（株） 
森岡 沙代子 帝京大学大学院 
柳井 アユミ やない労働衛生コンサルタント事務所 
山下 奈々 （株）リコー 

事務局 浅井 綾子 和洋女子大学 
天谷 尚子 和洋女子大学 
筧 亮子 和洋女子大学 
河村 秋 和洋女子大学 
神庭 睦実 和洋女子大学 
菊池 奈々美 和洋女子大学 
相良 由美子 群馬県障害者スポーツ協会 
新谷 昌也 神戸大学 
日野 徳子 杏林大学 
平山 香代子 和洋女子大学 
宮本 大樹 和洋女子大学 

敬称略/50 音順 
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日本産業看護学会 第 10 回学術集会 
広告 募集要項 

 

1. 媒体名：日本産業看護学会第 10 回学術集会 抄録集 

 

2. 発行部数：500 部（予定） 

 

3. 発行予定日：2021 年 10 月下旬 

 

4. 配布先：日本産業看護学会員，第 10 回学術集会参加者および関連団体 

 

5. 抄録集原稿サイズ：A4 

 

6. 掲載料金 
     掲載場所・種類 掲載料 

1 後付 モノクロ 1 頁 50,000 

2 後付 モノクロ 1/2 頁 30,000 

3 後付 モノクロ 1/3 頁 20,000 

※ 広告の位置は，事務局に一任とさせていただきます。 

 

7. 申込締切日： 2021 年 8 月 31 日（火） 

 

8. 振込先 

指定銀行口座 

  【銀行名】ゆうちょ銀行 

【店  番】四〇八（読み ヨンゼロハチ） 

【口座番号】普通 5806293 

【口座名義】日本産業看護学会第 10 回学術集会 

（ﾆﾎﾝｻﾝｷﾞｮｳｶﾝｺﾞｶﾞｯｶｲﾀﾞｲｼﾞｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ） 

＊ 手数料はご負担ください。 

＊ 金融機関発行の振込控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 

 

9. 原稿送付締切日：2021 年９月１０日（金） 

 

10. 申込方法 
別紙の申込書に必要事項をご記入のうえ，申込締め切り日までに下記運営事務局

へ Email にてご送付ください。追って請求書を郵送いたします。 

 

11. 広告原稿 
版下データまたは紙焼きを運営事務局へお送りください。 

（版下データは Email または CD-R 郵送にて，紙焼きは郵送にてお送りください） 
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12. 申込およびお問い合わせ先 

   日本産業看護学会第 10 回学術集会 事務局 

   〒272-０８２７ 千葉県市川市国府台 2-1-18 （和洋女子大学内） 

       E-mail：ohn10@g.wayo.ac.jp  
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日本産業看護学会 第 10 回学術集会 
ホームページバナー広告 募集要項 

 

1. 媒体名：日本産業看護学会第 10 回学術集会ウェブサイト トップページ内 

 

2. 掲載期間：第 9 回学術集会終了後～第 10 回学術集会終了後 

 

3. 対象：日本産業看護学会員，申込者，アクセス者 

 

4. 掲載料金 
     バナーサイズ・種類 掲載料 

1 A 枠（５００px×80px） 50,000 

2 B 枠（２４５px×70px） 30,000 

3 C 枠（１６０px×50px） 20,000 

※ 縦横は問いません。バナーの位置は，事務局に一任とさせていただきます。 

 

5. 申込締切日： 2021 年 8 月 31 日（火） 

 

6. 振込先 

指定銀行口座 

  【銀行名】ゆうちょ銀行 

【店  番】四〇八（読み ヨンゼロハチ） 

【口座番号】普通 5806293 

【口座名義】日本産業看護学会第 10 回学術集会 

（ﾆﾎﾝｻﾝｷﾞｮｳｶﾝｺﾞｶﾞｯｶｲﾀﾞｲｼﾞｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ） 

＊ 手数料はご負担ください。 

＊ 金融機関発行の振込控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 

 

7. 原稿送付締切日：2021 年 9 月 10 日（金） 

 

8. 申込方法 
別紙の申込書に必要事項をご記入のうえ，申込締め切り日までに下記運営事務局

へ Email にてご送付ください。追って請求書を郵送いたします。 

 

9. 広告原稿 
バナーデータ（png・jpg）を運営事務局へお送りください。 

 

10. 申込およびお問い合わせ先 

   日本産業看護学会第 10 回学術集会 事務局 

   〒272-０８２７ 千葉県市川市国府台 2-1-18 （和洋女子大学内） 

       E-mail：ohn10@g.wayo.ac.jp  
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日本産業看護学会 第 10 回学術集会 
書籍・機器展示 募集要項 

 

1. 小間タイプ・出展料 

【書籍展示】 

机（W1800mm×D900mm）1 本 10,000 円 

【併設展示出展】 

バックパネル（W900mm×D1800mm），机（W1800mm×D900mm），100Ｖ電

源の予定 

1 小間 30,000 円 

※ 会期中にご使用されました備品等の追加料金が発生した場合は，会期終了後に

ご請求させていただきます。 

 

2. 出展申し込み 

別紙の申込書に必要事項をご記入のうえ，申込締め切り日までに下記運営事務局

へ Email にてご送付ください。追って請求書を郵送いたします。 

ただし，予定小間数に達した場合は，期限前でも締め切ることもあります。 

 

3. 申込締切日： 2021 年 8 月 31 日（火） 

 

4. 振込先 

指定銀行口座 

  【銀行名】ゆうちょ銀行 

【店  番】四〇八（読み ヨンゼロハチ） 

【口座番号】普通 5806293 

【口座名義】日本産業看護学会第 10 回学術集会 

（ﾆﾎﾝｻﾝｷﾞｮｳｶﾝｺﾞｶﾞｯｶｲﾀﾞｲｼﾞｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ） 

＊ 手数料はご負担ください。 

＊ 金融機関発行の振込控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 

 

5. 出展料のお支払い 

請求書発行日より 1 ヶ月以内に出展料を指定の口座にお振込みください。 

 

6. 小間の割り当て 

(1) 小間位置の決定は出展物の種類，小間数，小間構成などを考慮し，主催者が決

定し，各出展者へ通知いたします。出展者はこの小間当てに対する異議申し立

てはできませんのでご了承ください。 

(2) 出展者が主催者の承諾なく小間の全部あるいは一部を譲渡・交換することはで

きません。 
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7. 出展の取消 
(1) 申込書提出後の取り消しは，原則として受け付けかねます。ただし，やむを得ない

理由で出展の取り消しを希望される場合は文書にて事情を説明し，主催者の承

認を受けてください。 

(2) 出展を取り消された場合，下記の規定に基づきキャンセル料を申し受けます。 

■ 2021 年９月３０日（木）まで  出展料の 50% 

■ 2021 年１０月１日（金）以降  出展料の全額 

 

8. 変更・中止 
(1) 主催者は不可抗力またはやむを得ない理由により，会期・開催時間などを変更，

または中止する場合があります。 

(2) 中止や Web 開催の場合，出展料は返金致しますが，それまでに要した主催者側

の費用は，申込小間数に応じて出展者に分担していただきます。なお，出展者側

にそれまでに費やした費用は，各社のご負担となりますのでご了承ください。 

 

9. 搬入出スケジュール（予定） 
搬入・搬出，展示は下記の通り予定しておりますが，正式なスケジュールは後日配付

いたします。 

■ 搬入・設営  11 月 5 日（金）18：00～ 

■ 展示       11 月 6 日（土）  9：00～17:30 

              11 月 7 日（日）  8:00～16:30 

■ 搬出・撤去  11 月 7 日（日）16：30～ 

                                        ※ 予定 

 

10. 禁止事項 
下記の項目に抵触する事項を禁止致します。 

(1) 消防法，建築法，その他関係法令，会場規定により禁止されている項目に抵触

する行為。 

(2) 小間外での展示活動，参加者，他の出展者に対して危険または迷惑をかける行

為。 

(3) 本学会総会，展示会の品位を下げるような行為。 

 

11. 出展物の管理および事故 

(1) 各出展物の管理は出展者が責任を負うものとし，盗難・紛失・損害等について，

主催者は補償を含めた一切の責任を負いかねます。 

(2) 出展者の行為により事故が発生した場合は，当該出展者の責任において解決

するものとし，主催者はこれに対し一切の責任を負いません。 
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12. 申込およびお問い合わせ先 

   日本産業看護学会第 10 回学術集会 事務局 

   〒272-０８２７ 千葉県市川市国府台 2-1-18 （和洋女子大学内） 

       E-mail：ohn10@g.wayo.ac.jp  
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日本産業看護学会 第 10 回学術集会 
寄付金 募集要項 

 

1. 募金の名称 

  日本産業看護学会第 10 回学術集会 開催資金 

 

2. 主催 

  学術集大会長  新谷 奈苗 

  （和洋女子大学看護学部 教授） 

 

3. 募金目標額 

  500,000 円 

  （企業：１口 30，０００円    個人 ：１口 １０，０００円） 

 

4. 募金期間 

  2021 年 8 月 31 日（火）まで 

 

5. 寄付金の使途 

  日本産業看護学会第 10 回学術集会 開催準備および運営費用の一部として 

 

6. 振込先 

  指定銀行口座 

  【銀行名】ゆうちょ銀行 

【店  番】四〇八（読み ヨンゼロハチ） 

【口座番号】普通 5806293 

【口座名義】日本産業看護学会第 10 回学術集会 

（ﾆﾎﾝｻﾝｷﾞｮｳｶﾝｺﾞｶﾞｯｶｲﾀﾞｲｼﾞｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ） 

＊ 手数料はご負担ください。 

 

7. 申込方法 

別紙の申込書に必要事項をご記入のうえ，申込締め切り日までに下記運営事務局

へ Email にてご送付ください。 

 

8. 寄付金のお支払い 

   申込日より、一週間を目安に指定銀行口座にお振込みください。 

 

9. 申込書送付先およびお問い合わせ先 

   日本産業看護学会第 10 回学術集会 事務局 

   〒272-０８２７ 千葉県市川市国府台 2-1-18 （和洋女子大学内） 

       E-mail：ohn10@g.wayo.ac.jp  
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日本産業看護学会 第 10 回学術集会 
事務局 宛 

 

広告・展示・寄付金 申込書 

 

趣意に賛同し、日本産業看護学会に下記のとおり申し込みます（希望枠に〇をご記入ください。） 

 

 

① 抄録集に掲載する広告 A4 版 

（   ）  後付 モノクロ 1 頁    ： 50,000 円 

（   ）  後付 モノクロ 1/2 頁  ： 30,000 円 

（   ）  後付 モノクロ 1/3 頁  ： 20,000 円 

② バナー広告 

（   ） A 枠（500px×80px） 50,000 円 

（   ） B 枠（245px×70px） 30,000 円 

（   ） C 枠（160px×50px） 20,000 円 

③ 展示  

（   ）〔       〕机    ：1 机 10,000 円 

（   ）〔       〕小間  ：1 小間  30,000 円 

④ （   ）  寄付金 ：                    円 

 

申込日       年     月     日 

貴社名  

ご住所 〒 

ご担当者名  

ご所属  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

メール  

備考 
 

※事務局宛のメール（ohn10@g.wayo.ac.jp）に添付してお申し込みください。 


