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ご 挨 拶  

 

謹啓  

時下、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。  

平素より、本学会に格別なるご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

文化看護学会は、千葉大学看護学部による、21世紀COEプログラム『日本文化型看護学の創出・

国際発信拠点』が終了する際に、文化に根ざした看護学の実践、教育、研究を学際的かつ国際的

な視点から充実・発展させる学術組織として、2007（平成19年）に設立されました。国内および

世界各地の人々の暮らし・考えの背景にある文化の多様性と普遍性を探求し、それらを反映した

看護方法を研究開発し、看護学の発展に寄与することを目的に学術活動を行ってまいりました。 

このたび、本学会は、第15回学術集会を、2023（令和5）年3月19日（日）に千葉県立保健医療

大学幕張キャンパスにて開催することになりました。学術集会の開催にあたりまして、本学術集

会のメインテーマの趣旨をご紹介し、ご支援・ご協力をお願い申し上げます。 

本学術集会では、メインテーマを『人と人をつなぐケアの本質』としました。新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大によって、私たちの日常は「ふれあう」ことを極力避ける生活様式となり

ました。それに伴い、人々の人と関わる意識や感覚、価値観は大きく変化してきていると感じま

す。一方、医療現場では、遠隔医療やAiの導入などデジタルトランスフォーメーションの推進に

拍車がかかり、看護の提供方法にも新たな可能性が拡がってきています。 

人々をつなぐ手段が多様化するポストコロナ社会を見据え、改めて「人と人をつなぐケア」に

ついて本学術集会で掘り下げたいと考えております。多様な背景の研究者や実践者の参加を得て、

多面的・多角的に「人と人をつなぐケア」の本質について議論し、看護が果たすべき役割と可能

性について考える機会といたします。また、３年ぶりの対面による学術集会開催により、ここ数

年、各人が思い抱いていたコロナ禍における様々な経験を語り合い、新たな看護実践への英気を

養うことも狙いとしております。 

本学術集会の参加者は約 200 名を見込んでおります。人とのつながり、ふれあいや対話のもつ

健康への意味を、参加者それぞれが掘り下げて考える機会を提供することができ、人と人をつな

ぐという側面から文化的看護を追究するための知が得られることと確信しています。 

本学術集会が広く知識を交流する場となり、より実りあるものとなるために、是非とも貴組織

のお力添えをいただきたくお願い申し上げます。また、企業各位におかれましてはマーケティン

グの機会としてご活用頂ければ幸いに存じます。  

ご多忙のこととは存じますが、何とぞ上記趣意にご賛同賜り、寄付金、広告掲載にご協賛賜り

ますようご案内申し上げます。  

謹白  

2022（令和４）年９月吉日  

第15回文化看護学会学術集会  

会 長   佐藤 紀子   

（千葉県立保健医療大学 健康科学部看護学科 教授）  



開 催 概 要 

 

【学会名】 第 15 回文化看護学会学術集会 

The 15th Annual Meeting of Society of Cultural Nursing Studies 

【テーマ】 人と人をつなぐケアの本質 

【会 期】 2023 年 3 月 19 日(日)  受付開始 9：00～ 

【会 場】 千葉県立保健医療大学 幕張キャンパス 

（〒261-0014 千葉市美浜区若葉 2⁻10⁻1） 

【会 長】 佐藤 紀子（千葉県立保健医療大学 健康科学部看護学科 教授） 

【参加予定人数】 200 人 （臨床看護師、保健師、訪問看護師、看護管理者、大学教員、 

看護学生ほか） 

【企画委員】 

佐藤 紀子   千葉県立保健医療大学 健康科学部看護学科（学術集会長） 

雨宮 有子   千葉県立保健医療大学 健康科学部看護学科 

飯野 理恵   千葉大学大学院 看護学研究科 （実行委員長・事務局（兼）） 

杉本健太郎   千葉県立保健医療大学 健康科学部看護学科 （事務局（兼）） 

辻村 真由子  滋賀医科大学 医学部看護学科 

鳥田 美紀代  東邦大学 健康科学部看護学科 

細谷 紀子   千葉県立保健医療大学 健康科学部看護学科 （事務局長（兼）） 

松浦 めぐみ  千葉県立保健医療大学 健康科学部看護学科 （事務局（兼）） 

望月 由紀   東都大学 幕張ヒューマンケア学部看護学科     

  （50 音順）  

【プログラム】 

会長講演「人と人をつなぐケアの本質」  

 演 者     佐藤 紀子（千葉県立保健医療大学 健康科学部看護学科 教授） 

 座 長     岡田  忍 氏（千葉大学大学院看護学研究院 教授） 

基調講演「ケアするまちづくり」 

 演 者     山崎 亮 氏 (studio-L 代表、関西学院大学 教授) 

 座 長     望月 由紀 氏 (東都大学幕張ヒューマンケア学部看護学科 准教授) 

シンポジウム「多様な場の『つなぐ』実践にみる看護の可能性」 

 シンポジスト  千葉 晃一 氏（コレカラ・サポート 代表理事） 

山木 則男 氏（うたせ認知症を考える会 代表世話人） 

        福田 裕子 氏（まちのナースステーション八千代 総括所長 ） 

 座 長        辻村 真由子 氏（滋賀医科大学医学部看護学科 教授） 

鳥田 美紀代 氏（東邦大学健康科学部看護学科 准教授） 

一般演題発表(口演)および交流集会 

 （以上は予定であり、今後変更の可能性があります） 



寄 付 金  募 集 要 項 

 

1. 募金の名称  第 15 回文化看護学会学術集会 寄付金 

 

2. 寄付金額   一口以上（一口：１０，０００円） 

 

3. 申込締切日  2023 年 1 月 20 日（金） 

 

4．寄付金の使途 第 15 回文化看護学会学術集会の準備、および運営費用に充てさせていた

だきます。 

 

5. 寄付金のお申込み方法 

        趣旨にご賛同賜りご協力いただけます場合は、別紙「寄付申込書」を FAX、

もしくはメールにてご送付の上、お振込みください。 

 

6. お申し込み後の流れ 

       ・お申込みをいただきましたら 1 週間以内に確認のご連絡をいたします。 

以下の口座にお振込みをお願い致します（振込期限 2023 年 1 月末日）。 

       ・2 月中に領収書、開催までに抄録集をお送りします。 

       ・請求書が必要な場合や、領収書をお急ぎの場合は別途お知らせください。 

 

7. 振込先口座 

（振込先）  千葉銀行（0134）     （支店名）  幕張支店（002） 

（預金種類） 普通                 （口座番号） ３６０３９９５ 

（名義人）  第 15回文化看護学会学術集会会長 佐藤 紀子 

            （ダイジュウゴカイブンカカンゴガッカイガクジュツシュウカイ  

カイチョウ サトウ ノリコ） 

         ※恐縮ですが手数料はご負担ください。 

 

8. 情報公開について 

  協賛内容及び協賛費用について、申込企業・団体が自身の Web サイト等で情報公開する

ことに同意します。 

 

9. 申込書送付先・お問合せ先： 

第 15 回文化看護学会学術集会事務局 

千葉県立保健医療大学 健康科学部看護学科（細谷） 

〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉 2-10-1   

E-mail：scns15@cpuhs.ac.jp  電話/FAX 043-272-1979  



広告掲載 募集要項  

 

■広告掲載案内 

1. 募集広告の種類と概要 

①抄録集 

申込締切日    2023 年 12 月 23 日（金） 

入構締切日    2023 年 1 月 20 日（金） 

発行・掲載予定日 2023 年 3 月 

発行部数     200 部（予定） 

版型・印刷方法  Ａ４版（天地 297mm×左右 210mm） オフセット印刷  

募集枠 

番号 掲載カテゴリー 広告掲載料（税込） 募集口数 

１ 表表紙の裏 1 頁 カラー ￥80,000 1 口 

２ 裏表紙の裏 1 頁 カラー ￥50,000 1 口 

３ 後付け １頁 モノクロ  ￥20,000 5 口 

４ 後付け １/２頁 モノクロ  ￥10,000 5 口 

 

②ホームページ・バナー 

  申込締切日    2023 年 2 月末日 

  掲載期間     受付後随時～2023 年 3 月 

  広告対象     学術集会ホームページ来訪者 

  広告体裁     幅 240×高さ 80 ピクセル PNG、JPG、GIF 形式 

  料  金     ￥20,000（税込） 

 

2. 抄録集広告の入稿形式 

原稿は電子データファイルにてご用意ください。 

＜ファイル形式＞ 

・Illustrator AI ファイル：画像埋め込み、テキスト部はアウトライン化し、Ver.もお知ら

せください 

・Acrobat PDF ファイル ：フォント埋め込みで作成してください 

 ※その他のファイル形式をご希望の場合はご相談ください 

＜共通事項＞ 

・表４はカラー（CMYK）、その他はグレースケールまたは白黒２値で作成してください 

・画像解像度は 300dpi 以上としてください 

・刷り見本（画像データまた紙出力等）を同送してください 

 

 

 



■お申し込みと入稿方法 

・別紙「抄録集広告掲載申込」もしくは「バナー広告掲載申込書」を FAX もしくはメールに

てご送付ください。 

・入稿データはストレージサービス等をご利用いただき、ダウンロード URL をお知らせく

ださい。 

・メディアの送付による入稿も可能ですが、お送りいただきましたメディア・原稿は返却で

きませんこと、ご了承ください。 

 

■お申し込み後の流れ 

・お申し込みをいただきましたら１週間以内に確認のご連絡をいたします。 

・抄録集広告掲載の振込は、2023 年 1 月末日までにお願いします。2 月中に領収書、開催ま

でに抄録集をお送りします。 

・ホームページ・バナーの振込は、2023 年 3 月 3 日（金）までにお願いします。3 月中に領

収書、開催までに抄録集をお送りします。 

・請求書が必要な場合や、領収書をお急ぎの場合は別途お知らせください。 

 

■情報公開について 

・協賛内容及び協賛費用について、申込企業・団体が自身の Web サイト等で情報公開をする

ことに同意します。 

 

■申込のキャンセルおよび会期・時間の変更および中止 

・お申込み後のキャンセルは、申込締切日までにお申し出ください。 

これ以降のキャンセルについては掲載料の 50％をご請求させていただきます。 

・感染症の流行・災害などのやむを得ない事情により、会期および時間を変更、または中止

する場合があります。これらの変更を理由として申込を取り消すことはできません。また、

これによって生じた損害は補償いたしません。 

 

■申込送付先・データ入稿先およびお問合せ先 

第 15 回文化看護学会学術集会事務局 

千葉県立保健医療大学 健康科学部看護学科（細谷） 

〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉 2-10-1   

E-mail：scns15@cpuhs.ac.jp  電話/FAX 043-272-1979  


