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 様 

 

日本看護歴史学会第 33 回学術集会  

                 会長 川原 由佳里 

 

ご挨拶 

（募金趣意書） 

 

 

拝啓 皆様おにかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、私ども、２０１９年８月３１日（土）、９月１日（日）の２日間、日本赤十字看護

大学（東京都渋谷区広尾）において、「日本看護歴史学会第３３回学術集会」を開催するこ

とになりました。 

 本学会は、１９８７年１月に設立されて以来、看護に関する歴史の新たな方向性と可能性

を求め、広く看護歴史を考究してまいりました。今回の学術集会では、「高度実践時代に向

けて看護と専門職のこれからを考える」をテーマとし、特定行為研修と一部の医行為の実施、

高度実践の導入、看護補助者とその業務拡大、外国人労働者の受け入れなど、未曽有の改革

のもとで、看護はどのような専門職を目指すのかあらためて歴史を学び、看護について問い、

語り合いたいと考えました。特別講演やシンポジウムを企画する他、様々な切り口から有意

義な情報交換と討議が行われるように、一般発表（口演、示説）、交流集会など、多彩な場

を提供する所存です。 

 本学術集会を企画するにあたり、およそ 250 名の参加を予定しております。学術集会の

運営は本来、参加者の参加費や、学会本部からの補助金などにより賄われるべきでございま

すが、東京ではそれぞれに経費が嵩む傾向があります。つきましては学術集会を万端遺漏な

く執り行うため、皆様に寄付金、広告掲載あるいは展示出展という形で、ご浄財をお願いす

る次第でございます。 

諸事ご多端の折、誠に恐縮にございますが、本学術集会開催の意義にご賛同いただけます

ならば、暖かいご助力を賜りたくお願い申しあげます。 

 

 末筆ながら、皆様のますますのご発展をお祈り申し上げます 

                                      

 敬具 

 

 



  

日本看護歴史学会第 33 回学術集会について 

 

 

 

 今日の日本では、少子高齢・低成長時代が到来し、急ピッチで保健医療福祉改革

が進められています。地域包括ケア、医師の働き方改革、外国人労働者の導入に関

する施策が次々と打ち出されるなかで、看護にもこれらに関連して特定行為研修と

一部の医行為の実施、看護補助者への業務移行などの変容が迫られるようになりま

した。ここ数十年における日本の看護は高等教育化を成し遂げ、認定看護師や専門

看護師などのキャリアを拓くなど、目覚ましいものがありますが、現在、あらため

て看護職として将来どうあるべきかが問われる時代となったと考えます。 

第 33 回学術集会のテーマは、『高度実践時代に向けて看護と専門職のこれからを

考える』としました。日本では専門看護師が発足してから 20 年余となりましたが、

米国では高度実践看護師のうち、専門看護師やナースプラクティショナーが発足し

てからすでに半世紀の歴史があります。この間、米国では次々とつくられる関連職

種、たとえば医師の補助者であるフィジシャンアシスタント（PA）、あるいは看護

に関連のある補助者との関係のなかで自らの役割を問い、人々の健康ニーズに応じ

るために大切にすべきアイデンティティを堅持するとともに裁量権を拡大すべく、

立ち上がり、闘ってきました。 

今あらためて、この間の歴史を振り返り、現在、ひいては未来に向けてどのよう

な看護をめざすのか、会員相互でのディスカッションをしてまいりたいと思います。

会員交流の場としても､研究成果の発表の場としても実り多い学術集会にしたいと

企画委員一同知恵を寄せ集めています。 

 どうぞみなさま、2019 年 8 月 31 日、9 月 1 日に東京で開催します学術集会にご

参加くださいますよう心からお待ち申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 



日本看護歴史学会第 33 回学術集会 

 

事業計画書 
 

【会 期】 ２０１９年８月３１日（土）、９月１日（日） 

 

【会 場】 日本赤十字看護大学 

 〒150-0012 東京都渋谷区広尾 4-1-3 

TEL 03-3409-0875(代) 

 

【会 長】      川原 由佳里(日本赤十字看護大学) 

 

【参加者】 看護師、看護教育関係者、看護学生 

 

【参加予定人数】   約 250 名 

 

【事業内容（予定）】  1. 日本看護歴史学会に属する学会員の学術発表 

  

2. 日本看護歴史全般にわたる諸課題に関する討議 

  

3. 会長講演          1 題 

 

           4 .招聘講演            1 題 

 

5. シンポジウム          1 題 

 

           6. 一般演題(口演・ポスタ－発表)  80 題 

  

7. テーマセッション   5 題 

 

【事務局】 日本赤十字看護大学 

      日本看護歴史学会第 33 回学術集会 事務局 

      担当 : 内山 孝子   

      E-mail: 33rdjsnh@redcross.ac.jp 

 

 

【会則】  別紙参照 

 



 

日本看護歴史学会第 33 回学術集会 

 

収支予算案書 
 

収入の部  

項目 金額 詳細 

学会参加費 1,645,000 会員及び非会員の、事前及び当日参加の費用として 

寄付助成金 200,000 寄付助成金として 

広告掲載費 150,000 抄録への掲載費用として 

講演集販売 5,000  

収入合計 2,000,000  

 

支出の部 

項目 金額 詳細 

会場費 400,000 日本赤十字看護大学 

諸謝金／人件費 530,000 特別講演などの講師、当日運営要員 

印刷・HP 作成経

費 
800,000 冊子、ﾈｰﾑｶｰﾄﾞ、ﾎｰﾑﾍﾟ-ｼﾞ作成費他 

通信費 100,000 冊子発送費他 

消耗品 40,000 事務用品・封筒他 

会議費 130,000 各種委員会他 

支出合計 2,000,000  



 

日本看護歴史学会第 33 回学術集会 

寄付助成金募集要項 

           

 

【寄付助成金】 

 

趣意にご賛同賜り、ご協力いただけます場合には、別紙の申込用紙に必要事項を入力した

PDF ファイルをメール添付にて下記までお送り下さい。また、下記口座にお振り込み下さ

い。 

※申込書は、第 33 回日本看護歴史学会学術集会ホームページ https://www.33jsnh.com/

から、ダウンロードすることもできます。 

 

募集期間 2019 年 4 月 1 日(月)から 2019 年 6 月 28 日（金）まで 

振込期限       2019 年 7 月 5 日（金） 

 

問い合わせ・申込先：〒150-0012 

東京都渋谷区広尾 4-1-3 日本赤十字看護大学 

                日本看護歴史学会第 33 回学術集会 事務局 

                内山 孝子 

                E-mail:  33rdjsnh@redcross.ac.jp 

 

  

寄付助成金振込口座： 

 

●ゆうちょ銀行からの振込の場合 

 【口座番号】００１７０－９－５１５０１１ 
     ダイサンジュウサンカイニホンカンゴレキシガッカイガクジュツシュウカイ 
【口座名】第 33 回日本看護歴史学会学術集会 

 

●他金融機関からの振込の場合 

【銀行名】ゆうちょ銀行 【店名】〇一九（読み ゼロイチキュウ） 【店番】０１９  

【預金種目】当座預金  【口座番号】０５１５０１１ 
     ダイサンジュウサンカイニホンカンゴレキシガッカイガクジュツシュウカイ 
【口座名】第 33 回日本看護歴史学会学術集会 

   

※領収書は銀行の振込金受領書をもって代えさせていただきます。 

  



日本看護歴史学会第 33 回学術集会 

広告掲載募集要項 

           

 

【広告掲載】 

 

広告掲載媒体   日本看護歴史学会第 33 回学術集会抄録集 

抄録集サイズ   A4 版 発行部数 300 部 

配布対象     会員および学術集会参加者 

掲載料金     後付 1 頁(白黒)   40,000 円 

後付 1/2 頁(白黒)  20,000 円 

作成諸費用明細  プログラム・抄録集作成印刷費           400,000 円 

演題処理・プログラム編成費            50,000 円 

プログラム郵送関連費            50,000 円 

広告原稿     上記広告サイズの完全版下(白黒)を PDF ファイルにてメール添付をお

願いします。 

申込方法     別紙の申込書に必要事項をご入力いただいた上で、広告版下と共に下記

宛まで PDF ファイルにてメール添付をお願いします。また、下記口座

にお振り込み下さい。 

※申込書は、第 33 回日本看護歴史学会学術集会ホームページ  

https://www.33jsnh.com/から、ダウンロードすることもできます。 

 

申込期限     2019 年 6 月 28 日（金） 

振込期限     2019 年 7 月 5 日（金） 

         ※請求書が必要な場合はお申し出ください。 

 

問い合わせ・申込先：〒150-0012 

東京都渋谷区広尾 4-1-3 日本赤十字看護大学 

                日本看護歴史学会第 33 回学術集会 事務局 

                内山 孝子 

                E-mail:  33rdjsnh@redcross.ac.jp 

 

 

  

寄付助成金振込口座： 

 

●ゆうちょ銀行からの振込の場合 

 【口座番号】００１７０－９－５１５０１１ 
     ダイサンジュウサンカイニホンカンゴレキシガッカイガクジュツシュウカイ 
【口座名】第 33 回日本看護歴史学会学術集会 

 

●他金融機関からの振込の場合 

【銀行名】ゆうちょ銀行 【店名】〇一九（読み ゼロイチキュウ） 【店番】０１９  

【預金種目】当座預金  【口座番号】０５１５０１１ 
     ダイサンジュウサンカイニホンカンゴレキシガッカイガクジュツシュウカイ 
【口座名】第 33 回日本看護歴史学会学術集会 

   

※領収書は銀行の振込金受領書をもって代えさせていただきます。 



 

 

日本看護歴史学会第 33 回学術集会 

展示出展募集要項 

 

１．展示会場：日本赤十字看護大学  

〒150-0012 東京都渋谷区広尾 4-1-3   TEL：03-3409-0875(代)                    

２．展示日程：2019 年 8 月 30 日(金) 搬入 17:00～20:00 

(予定)       31 日(土) 展示 9:00～17:00 

           9 月 1 日(日) 展示 9:00～12:30 搬出 12:30～15:00 

*プログラムの都合で変更になる場合がございますので、ご了承ください。 

３．展示ブ－ス及び書籍(販売)ブ－ス 

   １ブース：間口約 2.3m×奥行約 3m のスペース 

＊ブースの範囲内で長机（150cm×45cm）2～3 基、椅子 2 脚（ご希望により増可） 

    を自由に並べて使用可能 

   ＊電源は通常のコンセントです。電源よりやや遠い場合もありますので、延長コード

をご持参ください。  

   ＊ブース予定場所は別紙をご参照ください。 

４．出展料(電気代含)  １ブース 40,000 円   

５．ブースの割当：ブース位置はご希望をお伺いしたのちに、出展物の種類、ブース数によ

り主催者にて決定し、7 月中にご連絡いたします。 

６．その他 

  １）各出展物、販売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。各社にて保険に加入する

などの措置をお取りください。8 月 30 日、31 日の夜間は、キャスター付き長机の

上に乗せた状態で施錠可能な教室に移動し保管することは可能です。 

  ２）出展者の行為により事故が発生した場合は、該当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。 

７．申し込み 

申込方法  別紙の申込書に必要事項をご記入の上、下記宛まで PDF ファイルにてメー

ル添付をお願いします。 

※申込書は、第 33 回日本看護歴史学会学術集会ホームページ  

https://www.33jsnh.com/から、ダウンロードすることもできます。 

※申込が多数となることが見込まれますので、先着順とさせていただきます。 

申込の諾否をご連絡しますので、その後、下記口座にお振り込み下さい。 

申込期限    2019 年 5 月 31 日(金) 

振込期限    2019 年 6 月 7 日(金)   *請求書が必要な場合はお申し出ください。 

８．問い合わせ先 

日本看護歴史学会第 33 回学術集会 会場担当 遠藤 花子 

      住所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 4-1-3 日本赤十字看護大学内  

      E-mail：h-endo@redcross.ac.jp 

寄付助成金振込口座： 

●ゆうちょ銀行からの振込の場合 

 【口座番号】００１７０－９－５１５０１１ 
     ダイサンジュウサンカイニホンカンゴレキシガッカイガクジュツシュウカイ 
【口座名】第 33 回日本看護歴史学会学術集会 

 

●他金融機関からの振込の場合 

【銀行名】ゆうちょ銀行 【店名】〇一九（読み ゼロイチキュウ） 【店番】０１９  

【預金種目】当座預金  【口座番号】０５１５０１１ 
     ダイサンジュウサンカイニホンカンゴレキシガッカイガクジュツシュウカイ 
【口座名】第 33 回日本看護歴史学会学術集会 

※領収書は銀行の振込金受領書をもって代えさせていただきます。 

 

mailto:h-endo@redcross.ac.jp


 

 

日本看護歴史学会第 33 回学術集会 

寄付助成金申込書 
          

 

 

申込期限： 2019 年 6 月 28 日（金） 

 

 

 

寄付助成金：    円 
 

趣旨に賛同して上記金額を運営費用の資金として寄付いたします。 

 

 
2019 年   月   日 

 

 
振込予定日              

 

 

 

 

会社名：          

 

 

担当部署・担当者：          

 

 

住所：〒                  

 

 

TEL.（   ）  -        FAX.（   ）  -          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

日本看護歴史学会第 33 回学術集会 

広告掲載申込書 
 

 

 

申込期限：2019 年 6 月 28 日（金） 
 

 

日本看護歴史学会第 33 回学術集会の広告募集案内に従い、下記の通り申込ます。 

 

 

2019 年   月   日 

 

 

広告名（商品名等）                            

 

 

 

□ 後付 1 頁(白黒)   40,000 円 

 

 

□ 後付 1/2 頁(白黒)   20,000 円 
 

 

 

 

 

 

会社名：          

 

 

担当部署・担当者：          

 

 

住所：〒                  

 

 

TEL.（   ）  -        FAX.（   ）  -          

 

 

 

 



 

 

日本看護歴史学会第 33 回学術集会 

展示出展申込書 
          

 

 

申込期限： 2019 年 5 月 31 日（金） 

 

 
日本看護歴史学会第 33 回学術集会の展示出展募集案内に従い、下記の通り申込ます。 

 

 
2019 年   月   日 

 

 

展示申込 御希望ブース数            ブース 

     ご希望ブース番号         （別紙御参照の上番号をご記入ください） 

 

     御希望の長机数          個 

         椅子数          脚 

主な展示品 

 

 

 

 

 

電気使用  □ 有 (使用電気容量  約     Kw) 

        *スポットライトなどを使用する場合も「有」としてください。 

      □ 無  

 

会社名：          

 

 

担当部署・担当者：          

 

 

住所：〒                  

 

 

TEL.（   ）  -        FAX.（   ）  -          

 

 

 

 
 

 



 

日本看護歴史学会会則  
 

第１章 総則 

第１条 本会は、日本看護歴史学会(Japan Society of Nursing History)と称する。 

第２条 本会の事務局は、本会の理事が所属する住所に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

第３条 本会は、看護に関する歴史の新たな方向性と可能性を求め、広く看護歴史を考究

することを目的とする。 

第４条 本会は、前条の目的を遂行するため次の事業を行う。 

一、学術集会の開催 

二、会報、会誌等の発行 

三、研究活動の推進 

四、その他本会の目的達成に必要な事業 

 

第３章 会員 

第５条 本会の会員は次のとおりとする。 

一、正会員 

二、特別会員 

第６条 正会員は、本会の目的に賛同し、看護の歴史に関心のある者とする。 

２ 正会員は、総会に出席し議決権を行使することができる。 

３ 正会員は、学術集会に参加し、会報、会誌に投稿し、かつ会報、会誌等の配布を受 

けることができる。 

第７条 特別会員は、看護の歴史上、有用な時代の証言者、貴重な史料の発掘を行った者

または極めて優れた業績を確立した者であって、本会の学術集会及び適宜開催さ

れる学習会等において協力を得られる者の中から理事会の議を経て総会に推薦

するものとする。 

第８条 本会に入会を希望する者は、日本看護歴史学会入会申込書を日本看護歴史学会事 

務局に提出するものとする。 

２ 本会に入会した者は、所定の年会費を納入しなければならない。 

３ 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 

第９条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。 

一、退会 

二、会費の滞納(2年間) 

三、死亡又は失踪宣告 

四、除名 

２ 退会を希望する会員は、理事会へ退会届を提出しなければならない。 

３ 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、理事会の議 

を経て理事長が除名することができる。 

 

第４章 役員及び学術集会会長  

第10条 本会に次の役員を置く。 

一、理事長1名 

二、理事10名(理事長を含む) 

三、その他理事長が指名した理事（２名まで） 

四、監事２名 

第11条 役員の選出は次のとおりとする。 

一、理事長は、理事会で理事の中から選出し総会の承認を得る。 

二、理事および監事は、会員の中から選挙により選出し総会の承認を得る。 



 

 
第12条 理事長、理事および監事の任期は3年とし再任を妨げない。但し引き続き6年を越 

えて在任することができない。なお、理事長指名の理事はこの限りでない。 

第13条 役員は、次の職務を行う。 

一、理事長は、本会を代表し会務を統括する。 

二、理事は、理事会を組織し会務を執行する。 

三、監事は、会務を監査する。 

第14条 本会に学術集会会長を置く。 

２ 学術集会会長の任期は、1年とし重任は認めない。 

 

第５章会議 

第15条 本会に次の会議を置く。 

一、理事会 

二、総会 

第16条 理事会は、理事長が招集しその議長となる。 

２ 理事会は、毎年2回以上開催する。但し、理事の3分の1以上から請求があったときは、 

理事長は臨時に理事会を開催しなければならない。 

３ 理事会は、理事の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。 

第17条 総会は、理事長が招集し、学術集会会長が議長となる。 

２ 総会は、毎年1回開催する。但し、正会員の5 分の1以上から請求があったとき及び 

理事会が必要と認めたときは、理事長は臨時に総会を開催しなければならない。 

３ 総会は、正会員の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 

第18条 総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。 

一、事業計画及び収支予算 

二、事業報告及び収支決算 

三、その他理事会が必要と認めた事項 

第19条 総会における議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長

の決するところによる。 

 

第６章学術集会 

第20条 学術集会は、毎年1回開催する。  

 

第７章編集委員会 

第21条 本会は、会誌の発行を行うため編集委員会を置く。 

２ 編集委員会については別に定める。 

第22条 本会の事業を円滑に推進するために以下の委員会を設置することができる。 

一、 研究活動推進委員会 

二、 広報委員会 

三、 渉外委員会 

四、 特別委員会 

２ 委員会については別に定める。 

 

第８章会計 

第23条 本会の費用は、会費（一般会計）とその他の収入（特別会計）をもってこれにあ 

てる。 

２ 本会の予算は、総会の承認を受け、会報に掲載しなければならない。 

３ 本会の決算は、総会の承認を受け、会報に掲載しなければならない。 

４ 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3 月31日で終わる。 

第24条 学術集会の会計は独立会計とする。 



 

第９章会則の変更 

第25条 本会の会則を変更する場合は、理事会の議を経て総会の承認を必要とする。 

２ 前項の承認は、第19条の規定にかかわらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。 

 

第10章雑則 

第26条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。 
 

附則 この会則は、1987年8月27日から実施する。 

附則 この会則は、1989年8月19日から実施する。 

附則 この会則は、1991年8月19日から実施する。 

附則 この会則は、1997年8月9日から実施する。 

附則 この会則は、1998年8月7日から実施する。 

附則 この会則は、2004年8月27日から実施する。 

附則 この会則は、2015年8月22日から実施する。 

附則 この会則は、2018年8月24日から実施する。 

 
 


