
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23 回日本運動器看護学会学術集会 
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第 23回日本運動器看護学会学術集会 

大会長 高橋 郁子 

埼玉県済生会川口総合病院



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慶び申し上げます。平素は日本運動器看護学会の格別のご

高配を賜り、心よりお礼申し上げます。 

この度、第 23回日本運動器看護学会学術集会を WEB開催で企画いたしましたので、ご挨拶申し上げます。 

当学会は、「運動器とは何か」「運動器看護の実践とは何か」を問いながら歩んでいます。また、この学会は、

その前身が日本整形外科看護研究会であったことから、整形外科看護に携わっている方が多く、そして、一般病

院で働いている方が多い学会です。しかし、運動器看護はどの分野でも必要な看護です。超高齢社会で、どこの

病棟にも活動することに不安を抱えている患者さんが多くいます。 

2022 年に開催された第 22 回学術集会も、整形外科疾患にとらわれず、どの部署でもそれぞれの持ち場で力を

発揮してという内容でした。第 23 回も運動器看護はどこでも必要な看護で、その中の 1 つ「歩く」に焦点をあ

て、テーマを「“歩ける”を支える運動器看護」としました。この学術集会を通じて、運動器看護に携わっている

方々が、今まで培ってきた知識や技術を大切にして、どの部署にいても、自分たちが中心となって「歩く」こと

を積極的に考えていただける機会になることを切に願っております。 

COVID-19 の感染状況を鑑み、WEB 開催で行いますが、WEB開催となったことで遠方の皆さまがご自宅や職場か

ら気軽に参加できる状況となりました。また、WEB 開催ならではの工夫を取り入れながら鋭意準備中でございま

す。 

本学術集会を開催するにあたり、運営にかかる経費は参加者からの会費を主とする所存ではございますが、そ

れでもなお必要経費を賄える状況にはなく、ご賛同いただける企業様のご協力なくしては実現難しい状況にあり

ます。本学術集会がより大きな成果を生むことができますよう、ご支援・ご協力をいただけましたら幸いに存じ

ます。諸費ご多端の折、誠に勝手なお願いではございますが、本学術集会の趣旨にご賛同いただき、格段のご高

配を賜りたくお願い申し上げます。 

末筆になりましたが、貴社の益々のご繁栄、ご発展をお祈り申し上げます。 

 

謹白 

令和 4年 7月吉日 
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開 催 概 要 

 

1.会議名称  

第 23回日本運動器看護学会学術集会 

 

 

2.主  催 

 日本運動器看護学会 

 

 

3.大会長   

高橋 郁子（埼玉県済生会川口総合病院） 

 

4.開催方法 

    【WEB開催】 

事前オンデマンド配信：2023 年 6月 1日（木）～11日（日） 

ライブ配信：2023年 6月 11日（日） 

事後オンデマンド配信：2023 年 6月 19日（月）～6月 30日（金） 

  

 

5.テーマ 

“歩ける”を支える運動器看護 

 

6.内    容 

        会長講演、基調講演、教育講演、特別講演、シンポジウム、ディスカッション 

一般演題 他 

 

 

7.参加予定者数 

 約 300名 

 

 

 

 

 

  



8.学会役員 

 理事長 吉田 澄恵  （東京医療保健大学千葉看護学部） 

 副理事長 泉 キヨ子  （元帝京科学大学医療科学部看護学科） 

 理事  小山 幸代  （湘南鎌倉医療大学看護学部) 

  柳本 優子  （千葉大学医学部附属病院） 

  笹本 喜美江（NPO法人ヘルスマネジメントあおぞら） 

  高橋 郁子  （埼玉県済生会川口総合病院） 

  中山 栄純  （北里大学看護学部） 

  山本 恵子  （九州看護福祉大学看護福祉学部） 

  叶谷 由佳  （横浜市立大学医学部看護学科） 

  相川 しのぶ（KKR札幌医療センター） 

  小林 優子  （駒沢女子大学看護学部） 

  小山 友里江（北里大学看護学部） 

        佐藤 政枝 （横浜市立大学医学部看護学科） 

  土肥 眞奈  （横浜市立大学医学部看護学科） 

  平岡 峰子  （徳島文理大学保健福祉学部看護学科） 

  福岡 佳詠  （近畿大学病院） 

 監 事  小元 まき子（順天堂大学保健看護学部） 

  山田 朗加  （国立病院機構村山医療センター） 

 

9.企画委員 

企画委員長（大会長） 高橋 郁子 （埼玉県済生会川口総合病院） 

 梅津 はるみ （健仁会 益子病院） 

  小元 まき子 （順天堂大学保健看護学部） 

 小林 優子 （駒沢女子大学看護学部） 

  小山 友里江 （北里大学看護学部） 

 笹本 喜美江 （NPO法人ヘルスマネジメントあおぞら） 

  田渕 かおり （聖隷横浜病院） 

 土肥 眞奈 （横浜市立大学医学部看護学科） 

  福岡 佳詠 （近畿大学病院） 

 藤巻 郁朗 （東京医療保健大学千葉看護学部） 

  柳本 優子 （千葉大学医学部附属病院） 

 山田 朗加 （国立病院機構村山医療センター） 

 

10. 本学会に関するお問合わせ先 

第 23回日本運動器看護学会学術集会 運営事務局 

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1-4-8 日栄ビル 703A あゆみコーポレーション内 

TEL：06-6131-6605  FAX：06-6441-2055 

E-mail：jsmn2023@a-youme.jp 

  



11.収支予算 

収入の部      

事項 予算額 備考 

1） 学術集会参加費 合計 2,575,000 合計 250名   

   会 員 WEB支払 1,950,000 ¥10,000 195名   

   非会員 WEB支払 600,000 ¥12,000 50名   

   学 生 WEB支払 25,000 ¥5,000 5名 大学院生も含む 

2） 寄付金   200,000       

3） 広告掲載料   

140,000 

¥40,000 2 社  後付 1 ページ 

    ¥20,000 2 社  後付 1/2 

      ¥10,000 2 社  後付 1/4 

4） HPバナー   140,000 ¥70,000 2 社   

5） 準備借入金   学会本部より 1,000,000       

合計 4,055,000       

       

支出の部      

  事項 予算額 備考 

Ⅰ 事前準備費   1,272,194       

1） 委託費 ホームページ作成費 231,000  

   ポスター作成、発送費 178,560      

   演題登録、抄録作成費 399,560  

   事前参加登録、受付作業費 225,500     

   管理費 220,000     

2） 印刷費  6,800     

3） 備品費等  10,774     

Ⅱ 当日運営費   1,401,450       

1） 人件費  88,000     

2） 招聘関係費 講師料 257,700     

3） 
撮影、編集、専用ページ

作成 
 1,051,900      

4） 一般演題  3,850      

Ⅲ 事後処理費   1,084,960       

1） 会議交通費等  52,880   

2） 源泉徴収  30,000     

3） お礼状等  2,080     

4） 学会への返還金  1,000,000     

Ⅳ 予備費   296,396       

合計 4,055,000       
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●抄録集広告募集要項 

●ホームページ バナー広告募集要項 

●寄付金募集要項について 

 



 

 

●名称 

 第 23回日本運動器看護学会学術集会 プログラム・抄録集 

 

●発行部数 

抄録集 A4判、250部（予定） 

 

●発行予定  

2023年 5月初旬頃 

 

●広告料金（消費税込） 合計 140,000円 

後付け  １頁    40,000 円  （2口）  白黒：A4縦 

後付け 1/2頁     20,000円 （2口）  白黒：A5横 

後付け 1/4頁     10,000円 （2口）  白黒：A6縦 

 

＊（ ）内は掲載社数の想定です。 

＊ ページ割付は主催者に一任願います。選定理由は公表いたしません。申込書を受領次第、請求書を発行 

いたしますので、その後お振込ください。 

 

●申込み方法 申込締切：2023 年 3月 31日(金) 

下記、企業協賛申込みシステム URL、QR コードよりお申込みください。 

お申込み完了後、申込いただいた内容がご登録のメールアドレスに通知されます。 

お申込み完了後、3 日以内に申込完了通知が届かない場合は、運営事務局までご連絡ください。 

◇申込フォーム 

https://forms.gle/AHdkDc9ZkjnmhqbL7 

 

 

 

 

 

●広告版下データについて 提出期限日：2023年 3月 31日(金)  

完全版下データをメールに添付いただくか、CD-ROMまたは DVDにてご送付ください。「PDF」にしたデータも必

ずご送付ください。なお、原稿の返却ご希望の場合には返送用封筒を切手貼付の上同封してください。 

 

●お支払い方法  

学術集会 運営事務局から発行します請求書の日付から1ヶ月以内に広告掲載料を指定の学会口座（請求書に記

載）へお振込みください。また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にかえさせていただきます。振込み

手数料は御社にてご負担ください。また期限までにお支払いのない場合、取消しとさせていただく場合がござ

いますので予めご了承ください。 

 

●その他  

申込み企業 1社につき 1冊「プログラム・抄録集」を進呈させていただきます。 

プログラム・抄録集 広告募集要項 

 



  

  

●名称 

第 23回日本運動器看護学会学術集会 ホームページ バナー広告 

 

●申込み期限・データ送付締切日  

2023年5月26日（金）（スペースが埋まり次第、募集終了と致します。） 

 

●広告目標額 140,000円 

 

●バナー広告料金（消費税込） 

1社 70,000 円（募集数 2社予定） 

＊ご入金が確認でき次第ホームページに掲載致します。 

＊データを運営事務局までお送りください（バナーは貴社でご作成ください。別途費用による作成のご相談も

承ります）。 

データサイズ：200×50ピクセル、 画像形式：JPGファイル 

 

●内容やデザインについて、修正をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 

下記に該当するものはお取扱いできません。 

・政治活動、宗教活動、個人宣伝に係るもの 

・当学術集会の準備、開催に支障となるおそれがあるもの 

・以上の他、事務局が不適当と認めるもの 

 

●申込み方法 申込締切：2023 年 5月 26日（金） 

下記、企業協賛申込みシステム URL、QR コードよりお申込みください。 

お申込み完了後、申込いただいた内容がご登録のメールアドレスに通知されます。 

お申込み完了後、3 日以内に申込完了通知が届かない場合は、運営事務局までご連絡ください。 

◇申込フォーム 

https://forms.gle/AHdkDc9ZkjnmhqbL7 

 

 

 

 

 

 

●掲載期間 ご入金が確認でき次第～2023年7月末（予定） 

 

●お支払い方法 

学術集会 運営事務局から発行します請求書の日付から1ヶ月以内に広告掲載料を指定の学会口座（請求書に記 

載）へお振込ください。また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にかえさせていただきます。振込み手 

数料は御社にてご負担ください。また期限までにお支払いのない場合、取消しとさせていただく場合がござい 

ますので予めご了承ください。 

 

ホームページ バナー広告のご案内 

 



 

 

 

●募集の名称 

 第 23回日本運動器看護学会学術集会 寄付金 

 

●寄付金募集の期間 

2022年 7月 19日（火）より 2023年 6月 11日（日） 

 

●寄付金の用途 

 開催の準備、運営および関連諸行事等の費用に充当させていただきます。 

 

●寄付金募集の目標額 200,000円 

 

●申込方法 

本学術集会の趣旨にご賛同いただける場合は、下記、企業協賛申込みシステム URL、QR コードより 

お申込みください。 

お申込み完了後、申込いただいた内容がご登録のメールアドレスに通知されます。 

お申込み完了後、3 日以内に申込完了通知が届かない場合は、運営事務局までご連絡ください。 

◇申込フォーム 

https://forms.gle/AHdkDc9ZkjnmhqbL7 

 

 

 

 

 

●振込先 下記の口座へお振込みをお願いいたします。 

 銀行名 ：三井住友銀行 大阪本店営業部  

 口座種目：普通預金 

 店番号 ：101 

 口座番号：8856766 

 口座名義： 第 2 3 回
ﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳｻﾝｶｲ

日本
ﾆ ﾎ ﾝ

運動器
ｳﾝﾄﾞｳｷ

看護
ｶﾝｺ ﾞ

学会
ｶﾞｯｶｲ

 学術
ｶﾞｸｼﾞｭ

集会
ｼｭｳｶｲ

 

       

●税制上の取り扱い 

 免税措置はございません。 

 

●本件に関する問い合わせ先 

第 23回日本運動器看護学会学術集会 運営事務局 

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1-4-8 日栄ビル 703A あゆみコーポレーション内 

TEL：06-6131-6605  FAX：06-6441-2055 

E-mail：jsmn2023@a-youme.jp 

寄付金募集要項について 

 


