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ご 挨 拶 

 

謹啓 

時下、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 この度、日本創傷・オストミー・失禁管理学会の第28回学術集会を奈良で開催することとなりました。 

 会期は2019 年 5月 25日（土）・26日（日）で、会場はJR奈良駅そばの「なら100年会館」ならびに

「ホテル日航奈良」（奈良市）で開催させていただきます。本学術集会は創傷、オストミー、失禁管理の

分野ということから、その対象は出生直後の新生児から高齢者まで幅広い年代であり、病院、施設、在

宅とあらゆる場面に必要な看護および医療の学問分野といえます。そのため、常に新しい理論や技術の

探究が求められ、WOC分野の活動・活躍の場は拡がり続け、ニーズも年々大きくなっています。目の前の

対象者一人ずつの対応を考えた個別性がより重視されていますが、そのような現在の状況において変わ

ってはならない普遍的なケアも存在します。 

  今回のテーマは『WOCケアにおける個別性と普遍性～拡がり続けるケアへの挑戦～』としました。ま

ず、WOCケアにおいて対象者への「個別性を考えたケア」と、変わってはいけない「普遍的なケア」があ

ることを確認したいと思います。その基本の中にあって、在宅へとシフトする「場面の拡がり」と、特

定行為をはじめとする「ケア内容の拡がり」が顕著な現在において、参加者の皆さまが挑戦する意欲を

もてるような企画を準備していきたいと考えております。 

本会の運営に当たっては質素を旨とし、会費を中心に会員自らの及ぶ範囲で行うべきことは当然であ

りますが、何分にも昨今の厳しい情勢下にありましては、自己資金のみでは不十分であるのが実状です。

つきましては、誠に申し上げ難いことではございますが、本会の意義をご賢察いただき、ご協力とご支

援を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラ

インについて、各種共催申込に関し、日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイ

ドライン」に基づき「共催企業様と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、

学会等の会合開催にかかる費用を公開することについて了承いたします。 

末筆ながら、貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

謹白 

 

2018年7月吉日 

第 28回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 

会長 石澤 美保子 

(奈良県立医科大学 医学部看護学科成人看護学） 

副会長  田中 康仁   

（奈良県立医科大学 整形外科学教室）
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学 術 集 会 開 催 概 要 
 

 

1.  会期 

    2019年5月25日（土）・26日（日） 

 

2.  会場 

なら100年会館 

〒630-8121 奈良市三条宮前町7-1 TEL：0742-34-0100 

ホテル日航奈良 

〒630-8122 奈良市三条本町8-1  TEL：0742-35-8831 

 

3.  学会名・学術集会長 

第28回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 

会 長 石澤 美保子 （奈良県立医科大学 医学部看護学科成人看護学） 

副会長 田中 康仁  （奈良県立医科大学 整形外科学教室） 

 

4.  テーマ 

  WOCケアにおける個別性と普遍性～拡がり続けるケアへの挑戦～ 

 

5.  参加予定者数 

 約1,400名 

 

6． プログラム（予定） 

会長講演、特別講演、教育講演(招聘講演含む)、シンポジウム、理事会企画、特別企画、 

ランチョンセミナー、スイーツセミナー、ハンズオンセミナー、一般演題（口演/示説）  

※演題は変更となる場合がございます。 

 

7．開催実績 

会期 会長名 所属 会場 

第27回 
2018年 

5月19日(土)・20日(日) 
貝谷 敏子 

札幌市立大学 看護学部

成人看護学領域 
札幌コンベンションセンター

第26回 
2017年 

6月2日(金) ・3日(土) 
田中 秀子 

淑徳大学 看護栄養学部 

看護学科 成人看護学 
幕張メッセ 

第25回 
2016年 

6月11日(土) ・12日(日) 
紺家 千津子 

金沢医科大学 看護学部

成人看護学 

金沢歌劇座,社会福祉会館, 

エルフ金沢,金沢東急ホテル 

第24回 
2015年 

5月30日(土) ・31日(日) 
西村 かおる 日本コンチネンス協会 幕張メッセ 

第23回 
2014年 

5月16日(金) ・17日(土) 
南 由起子 

全国社会保険協会連合会

看護部 
大宮ソニックシティ 

第22回 
2013年 

5月24日(金) ・25日(土)  
青木 和惠 

静岡県立 

静岡がんセンター 

静岡コンベンション 

アーツセンターグランシップ
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8.収支予算 

●収入の部        ●支出の部 

項目 金額 備考 項目 金額 備考 

Ⅰ 参加費 
＜事前参加登録＞ 
会員 
非会員 
＜当日参加登録＞ 
会員 
非会員 
学生 
総合懇親会参加費 
社員懇親会参加費 
 

13,350,000

8,100,000
2,400,000

1,500,000
440,000
210,000
450,000
250,000

1400名

900名
240名

150名
40名
70名
150名
50名

I 事前準備費 
事前準備費 
演題管理・処理費等 
印刷・制作物費 
抄録集製作費 
郵送・発送業務費 

Ⅱ 当日運営費 
会場費 
機材費 
ポスター会場設営費 
機器展示設営費 
看板・装飾費 
運営人件費 
運営諸経費 
会議関係費 
招聘・講演費 
飲食関係費 
総合懇親会費 
社員懇談会費 
交通費 

Ⅲ 事後処理費 
学会助成金返付 

Ⅳ 雑費 

13,930,000
3,300,000
1,500,000
3,500,000
4,000.000
1,630,000
38,518,000
10,550,000
4,800,000
418,000

3,500,000
2,500,000
3,650,000
2,400,000
2,500,000
3,000,000
600,000

2,000,000
1,750,000
850,000

2,000,000
2,000,000
1,000,800

Ⅱ 抄録販売 60,000 30冊

Ⅲ 広告掲載料 
表4（裏表紙） 
表2（表表紙） 
表3（裏表紙裏） 
後付1頁 
後付半頁 

1,414,800
216,000
162,000
162,000
604,800
270,000

1件
1件
1件
7件
5件

Ⅳ 機器展示出展料 
機器展示 
書籍展示 

15,984,000
15,876,000

108,000
110ｺﾏ
10本

Ⅴ 共催費 
企業セミナー共催 

22,140,000
22,140,000 1式

Ⅵ 学会助成金 
助成金 

2,000,000
2,000,000 1式

Ⅶ 寄付金(企業・その他） 500,000 1式

合計 55,448,800 合計 55,448,800

 

 

9．企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインについて 

各種共催申込に関しまして、日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基

づき「共催企業様と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、学会等の会合開催にか

かる費用を公開することについて了承いたします。 

 

10．お問い合わせ先 

第28回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 運営事務局  

株式会社JTBコミュニケーションデザイン 

ミーティング＆コンベンション事業部 担当：杉本 直子 
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル7F 

TEL：06-4964-8869  FAX：06-4964-8804  

E-mail：28jwocm@jtbcom.co.jp  
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各お申し込み先 

 

第28回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会の 

お申し込みは以下の通りとなっております。 

 

学会ホームページ 

（http://convention.jtbcom.co.jp/28jwocm  

または 28JWOCMで検索してください） 

からお申し込みをお願いいたします。 

 

下記のように連絡先が異なりますのでご協力いただきますよう

お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抄録集 広告掲載 

共催セミナー・ハンズオンセミナー 

寄附金 

企業展示 

第 28回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会  
運営事務局  
株式会社 JTBコミュニケーションデザイン 
ミーティング＆コンベンション事業部 担当：杉本 直子 
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-1-25 JTBビル7F 
TEL：06-4964-8869  FAX：06-4964-8804  
E-mail：28jwocm@jtbcom.co.jp 

第 28回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会  
企業展示事務局 
インパクト株式会社 
担当 榎本 恭一・豊田 理子 
〒630-8014 奈良市四条大路一丁目 3番45号 
TEL: 0742-33-6211  FAX：0742-33-6441 
E-mail：exhibition@impact.co.jp 
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企業展示 募集要項 

 

第28回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会の会場の、なら100年会館（2F エントランスホール、2F ブリ

ッジ 他）及びホテル日航奈良（4F ホワイエ、4F 羽衣 他）にて企業展示会場を併設いたしますので、ぜひご出展く

ださいますようお願い申し上げます。 

 

■ 展示会場（予定）          なら100年会館 （2F エントランスホール、2F ブリッジ 他） 

            ホテル日航奈良（4F ホワイエ、4F 飛天3+4 他） 

 

■ 展示スケジュール（予定） ＊学会プログラムにより若干の時間変更をする場合があります。 

 2019年5月24日（金）   13:00～20:00 出展企業搬入・設営 

 2019年5月25日（土）  09:00～18:00 展示 

 2019年5月26日（日）   09:00～16:45 展示 

 2019年5月26日（日）  16:45～  撤去・搬出 

 

  

■ 展示小間仕様、料金（機器展示） 

 （1）基礎小間料金：1小間：237,600円（消費税込） 

  （2）スペース小間料金：1小間：108,000円（消費税込） 

 （3）基礎小間仕様・イメージ図（1小間）  

      ①1小間のスペースは、間口1,800mm×奥行900mmです。 

                                               ※以下仕様は基礎小間の場合でスペース小間には付随しません 

      ②バックパネル(システムパネルW1,800mm×H2,100mm) 

      ③パネルに社名板を設置します。(黒角ゴシック書体) 

      ④展示台1台（間口1,800mm×奥行900mm・白布付）を 

       用意します。 

              

       

 

 

 

 

注 意： 1）基本設営には電源コンセントが附属されておりません。 

       上記以外の備品につきましては各社でご用意頂くかレンタル品をご利用ください。 

2）バックパネル等不要な場合、または特別な形状のブースをご希望の方はその旨を 

申込書にご記入ください。 

3) 詳細な展示マニュアルは小間割りが確定次第、出展社様へ送付いたします。 

 

■ 展示小間仕様、料金（書籍展示） 

 （1）書籍展示料金：机1本：10,800円（消費税込） 

 （2）展示仕様・イメージ図（1本） 

      ①1台のスペースは、間口1,800mm×奥行900mmです。 

      ②社名板はご用意いたしません。 

      ③展示用机1台（間口1,800mm×奥行900mm・白布付）を 

       用意します。 

      ④電気使用、コンセント手配等、標準装備に含まれない 

       ものに関しましては、有料で別途手配可能です。 

       改めて運営事務局よりご案内させていただきます。 

 

 

 

 

 

社名板 

2,100 
バックパネル 

1,800 
900 

白布付展示台 

白布付机 

1,800 
900 

700 
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■ 小間の割り当て 

 （1）募集は約110小間を予定しております。 

各社小間（スペース）の割り当ては、申込締め切り後に主催者で決定いたします。 

ご一任ください。 

（2）出展社が主催者の許可無く、スペースの全部、または一部を第三者に譲渡・貸与もしくは 

   申込社同士において交換することはできません。 

 （3）申込締め切り後、レイアウト等の兼ね合いから、申込スペースの調整をする場合もあります。 

    予めご了承ください。 

 ※出展社説明会は行いませんのでご了承ください。  

 

■ お申し込み方法・お申し込み期限 

メールによる申込受付とさせていただきます。 

下記メールアドレスへ御社名、ご担当者名をご記入の上、ご一報ください。 

担当者よりいただいたメールアドレスへ連絡差し上げます。 

   E-mail：exhibition@impact.co.jp 

 

申込締切日：2019年1月31日（木）必着 

 

■ 出展料のお支払い 

  出展料に関する請求書は、申込締め切り後にお送りします。 

  請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込みください。 

また、銀行発行の振込控をもって、領収書に代えさせていただきます。 

 

■ 管理・諸注意 

各出品物の管理は出展社が責任を持つものとし展示期間中の出品物の盗難・紛失・火災・損傷など不可抗力に

よる品物の損害に対して、補償などの責任は一切負いませんのでご了承ください。なお、展示開催時間外の保

守管理は学会事務局にて行います。以下の諸注意を遵守してください。 

① 水分を伴う展示を予定されている方は、あらかじめ申込書に使用方法など詳しく明記し、設営時に養生が     

必要になります。また配管による水の使用は許可されません。養生が必要な場合、別途費用をご請求させて 

いただきます。 

② 搬入出のルート、方法等は、第二次案内にて詳細を説明させていただきます。  

③ 梱包材等の廃棄物の処理は会場では出来ません。各社にて手配ください。  

④ 以上の詳細は後日展示案内にてご説明いたします。そちらをご参照ください。 

 

■ お申し込み・お問い合わせ先 

第28回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 企業展示事務局 

インパクト株式会社 

担当 榎本 恭一・豊田 理子 

〒630-8014 奈良市四条大路一丁目3番45号 

TEL: 0742-33-6211  FAX：0742-33-6441 

E-mail：exhibition@impact.co.jp 
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抄録集 広告掲載募集要項 
 

■ 広告募集詳細 

 （1）媒 体 名  『第28回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 抄録集』 

 （2）規格と部数 A4判・カラー／4,000部 

 （3）配布対象者 参加者及び「日本創傷・オストミー・失禁管理学会」会員 

 （4）制作費と広告料 媒体制作費 4,000,000円  広告料総額 1,414,800円 

 （5）依 頼 社 数 約150社 

 （6）広 告 料 （消費税込） 

 掲載頁 広告料 サイズ 募集数 

表 4（裏表紙） 1 頁 216,000円 縦 26cm×横18cm程度・カラーページ 1社 

表 2（表紙の裏） 1 頁 162,000円 縦 26cm×横18cm程度・カラーページ 1社 

表 3（裏表紙の裏） 1 頁 162,000円 縦 26cm×横18cm程度・カラーページ 1社 

後付 1 頁  86,400円 縦 26cm×横18cm程度・白黒ページ 7社 

後付 1/2頁 54,000円 縦 12.5cm×横18cm程度・白黒ページ 5社 

 

■ 広告掲載頁決定・注意事項 

 （1）表4・表2・表3は申込順とさせていただきます。 

その他各広告掲載のページ割等は、申込締め切り後に主催者で決定いたします。ご一任ください。 

 （2）申込社が主催者の許可無く、スペースの全部、または一部を第三者に譲渡、貸与、もしくは、申込社同士に

おいて交換することはできません。 

 

■ お申し込み方法・お申し込み期限 

オンラインによる申込受付とさせていただきます。 

   本会ホームページ（http://convention.jtbcom.co.jp/28jwocm）、[広告・共催セミナー・寄付募集]のページより、 

お申込みください。 

 申込締切日：2019年1月31日（木）17時 

 広告版下締切日：2019年2月15日（金）必着 

発行予定日：2019年4月末頃 ※広告掲載会社には１部進呈いたします。 

  ※印刷原稿はイラストレーターなどのデータにて、下記の事務局まで、郵便もしくはメールにてご送付ください

（当方では版下の作成はいたしません）。 

  ※イラストレーターのデータをお送りいただく場合は、CS6以下のバージョンで、アウトラインをかけたデータ

をCD-Rなど記録媒体に保存してお送りください。 

※必ず出力見本をつけてください。 

 

■ 広告料のお支払い 

  広告料の請求書は、申込締め切り後にお送りします。 

  請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込みください。 

また、銀行発行の振込控をもって、領収書に代えさせていただきます。 

 

■ お申し込み・お問い合わせ先 

第28回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 運営事務局  

株式会社JTBコミュニケーションデザイン 

ミーティング＆コンベンション事業部 担当：杉本 直子 

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル7F 

TEL：06-4964-8869  FAX：06-4964-8804  
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共催セミナー・ハンズオンセミナー募集要項 

  

学会期間中に講演会場を用いて、「共催セミナー・ハンズオンセミナー」を下記の要領にて開催いたします。 

 

■ 開催概要 

    

会場 なら100年会館/ホテル日航奈良 会場名 収容人数 

第1会場 なら100年会館 大ホール 1692席 

第2会場 なら100年会館 中ホール 434席 

第3会場 ホテル日航奈良 天空（5F） 200席 

第4会場 ホテル日航奈良 飛天1（4F） 200席 

第5会場 ホテル日航奈良 飛天2（4F） 200席 

第6会場 ホテル日航奈良 羽衣1（4F） 90席 

第7会場 ホテル日航奈良 羽衣2（4F） 90席 

 

  会 場 形 式と費 用（消費税込） 

セミナー 

番号 

時間 プログラム 会場 座席予定数 
共催費 

（税込） 

5月25日（土） 

1 60分 ランチョンセミナー1 第1会場 800席 1,620,000円

2 60分 ランチョンセミナー2 第2会場 400席 1,296,000円

3 60分 ランチョンセミナー3 第3会場 200席 972,000円

4 60分 ランチョンセミナー4 第4会場 200席 972,000円

5 60分 ランチョンセミナー5 第5会場 200席 972,000円

6 60分 スイーツセミナー1 第2会場 400席 1,296,000円

7 60分 スイーツセミナー2 第3会場 200席 972,000円

8 60分 スイーツセミナー3 第4会場 200席 972,000円

9 （午前）60分 ハンズオンセミナー1 第6会場 レイアウト応相談 324,000円

10 （午前）60分 ハンズオンセミナー2 第7会場 レイアウト応相談 324,000円

11 （午後）60分 ハンズオンセミナー3 第6会場 レイアウト応相談 324,000円

12 （午後）60分 ハンズオンセミナー4 第7会場 レイアウト応相談 324,000円

 5月26日（日） 

13 60分 モーニングセミナー1 第1会場 800席 864,000円

14 60分 モーニングセミナー2 第4会場 200席 540,000円

15 60分 ランチョンセミナー6 第1会場 800席 1,620,000円

16 60分 ランチョンセミナー7 第2会場 400席 1,296,000円

17 60分 ランチョンセミナー8 第3会場 200席 972,000円

18 60分 ランチョンセミナー9 第4会場 200席 972,000円

19 60分 ランチョンセミナー10 第5会場 200席 972,000円

20 60分 スイーツセミナー4 第2会場 400席 1,296,000円

21 60分 スイーツセミナー5 第3会場 200席 972,000円

22 60分 スイーツセミナー6 第4会場 200席 972,000円

23 （午前）60分 ハンズオンセミナー5 第6会場 レイアウト応相談 324,000円

24 （午前）60分 ハンズオンセミナー6 第7会場 レイアウト応相談 324,000円

25 （午後）60分 ハンズオンセミナー7 第6会場 レイアウト応相談 324,000円

26 （午後）60分 ハンズオンセミナー8 第7会場 レイアウト応相談 324,000円



 

9 

 

■ 共催費内訳 

 （1）会場使用料 

 （2）基本機材使用料（以下参照） 

   ①映像機材：液晶プロジェクター1面投影（機材、スクリーン、オペレーター等一式） 

   ②音響機材：座長席･演者席のマイク各1本、質疑応答用フロアマイク 

   ③備 品：卓上ライト、レーザーポインター、USB キーボード・マウス、 

液晶モニター2台（座長・演者）、弁当配布テーブル 

    

 （3）共催費に含まれないもの 

①参加者食費：各セミナーとも貴社負担とし、日替わりにて同一金額といたします。 

手配については運営事務局が集約し、一括にて行います。 

②運営ｽﾀｯﾌ：進行係、セミナー整理券配布係、お弁当・資料配布係、アナウンス係、照明係 

③接遇費：演者･座長の交通費（渡航費用含む）、謝金、宿泊費等 

④抄録集掲載原稿・看板･チラシなど制作物費用 

※各社にて作成されたチラシ等は、総合受付の付近にデスクをご用意いたしますので、 

各社にて設置ください。 

⑤控 室 料 金：控室利用料および控室での飲食、機材等 

※共催費に含まれないお弁当、備品などに関する手配のご発注は、 

開催1～2ヶ月前頃にご案内予定の「手配発注システム」にてお伺いします。 

※控室の機材等は、PC以外原則お持込をお断りしておりますので、手配の 

ご発注は、同様に手配発注システムにてお伺いします。 

 

■ セミナー枠決定・注意事項 

 （1）会場と開催日の割り振りの 終決定につきましては、主催者にご一任ください。 

 （2）申込社が主催者の許可無くセミナー枠の全部または一部を第三者に譲渡、貸与、もしくは 

    申込社同士において交換することはできません。 

 

■ 座長・演者・講演内容 

座長・演者との通信（講演依頼・旅費・謝金・宿泊等）については、基本的に貴社に一任いたします。 

またセミナーの内容や座長および演者の選出についても貴社に一任いたしますが、企画内容や講師が 

重複している場合は、主催者より調整をお願いする場合がございます。予めご了承ください。 

 

■ 講師抄録原稿の提出 

第28回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 抄録集に、１セミナーにつき、A４サイズ白黒１頁にてセ

ミナー紹介を掲載いたします。セッションタイトル、座長名、座長のご所属・ご略歴・座長のことば、演者名、

演者のご所属・ご略歴・抄録・演題名などの内容を掲載いたします。版下は貴社にて作成してください。 

＊版下作成要項の詳細は、別途ご連絡いたします。ご提出期限は2019年2月初旬の予定です。 

 

■ お申し込み方法・お申し込み期限 

オンラインによる申込受付とさせていただきます。 

   本会ホームページ（http://convention.jtbcom.co.jp/28jwocm）、[広告・共催セミナー・寄付募集]のページより、 

お申込みください。 

企画数が埋まり次第、申込受付終了とさせていただきます。 

 申込締切日：2018年11月30日（金）17時 

※座長、演者、演題名が未定の場合は、お申し込み期限までに決まり次第お知らせください。 

 

■ 当日運営の詳細 

  映像機材・控室・参加者弁当等の追加手配の詳細につきましては、学会1～2ヶ月前頃にご案内申し上げます。 

また、追加手配にかかる費用につきましては、手数料15％を頂戴いたしますので、予めご了承ください。 
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■ お申し込み後のスケジュール 

  ・開催日時、会場の 終決定（決定後、ご案内させていただきます。）  2018年12月中旬 

  ・座長および演者、演題調整、プログラム内容の確認          2019年1月上旬 

  ・抄録集掲載版下提出締切                2019年2月初旬 

  ・当日手配関係のご案内                       2019年3月中旬 

  ・同上 締め切り                          2019年4月上旬 

 

■ 共催費のお支払い 

  共催費の請求書は、セミナー枠決定後にお送りします。 

  請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込みください。 

また、銀行発行の振込控をもって、領収書に代えさせていただきます。 

 

■ お申し込み・お問い合わせ先 

第28回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 運営事務局  

株式会社JTBコミュニケーションデザイン 

ミーティング＆コンベンション事業部 担当：杉本 直子 

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル7F 

TEL：06-4964-8869  FAX：06-4964-8804  

E-mail：28jwocm@jtbcom.co.jp 
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寄附金募集要項 

 

■ 募 金 の 名 称 第28回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 

■ 募 金 目 標 額 500,000円 

■ 募 金 期 間 2018年月7月2日（月）～2019年5月24日（金） 

※2019年4月以降のお申込は、抄録集に企業名の掲載が出来ない場合があります。 

■ 寄附金の使途  第28回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会の準備、及び運営経費 

 

■ 募 金 責 任 者   石澤 美保子 

   （奈良県立医科大学 医学部看護学科成人看護学） 

 

■ 寄附金を必要とする理由 

本学術集会には約 1,400 名の参加者が見込まれていますが、会議の準備、運営に要する費用

は、総額 約55,448,800円が必要と推算され、その不足は覆うべくもなく、諸団体および諸企

業の方々のご支援を仰がざるを得ないのが実状でございます。 

つきましては、上記の趣旨をご理解いただき、諸費用ご多端の折、誠に恐縮に存じますが、皆

様のご支援・ご協力の程、お願い申し上げます。 

 

■ お申し込み方法・お申し込み期限 

オンラインによる申込受付とさせていただきます。 

   本会ホームページ（http://convention.jtbcom.co.jp/28jwocm）、[広告・共催セミナー・寄付募集]のページより、 

お申込みください。 

ご寄附をいただきました企業様には、講演抄録集への企業名記載を予定しておりますが、 

4月以降にお申し込みをいただきました企業様につきましては、企業名の記載が出来ない場合がございますの

で、予めご了承ください。 

 

■ 寄附金口座：下記の口座へお振り込みください。 

振込先銀行：    南都銀行 橿原支店（店番：490）普通 2219445 

第28回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 石澤 美保子 

（ﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳﾊﾁｶｲﾆﾎﾝｿｳｼｮｳｵｽﾄﾐｰｼｯｷﾝｶﾝﾘｶﾞｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ｲｼｻﾞﾜ ﾐﾎｺ） 

※寄附金に対する免税措置はご用意しておりませんので、予めご了承ください。 

また、寄附金に対する請求書の発行は行っておりませんので、ご承知おきください。 

 

■ お申し込み・お問い合わせ先 

第28回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 運営事務局  

株式会社JTBコミュニケーションデザイン 

ミーティング＆コンベンション事業部 担当：杉本 直子 

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル7F 

TEL：06-4964-8869  FAX：06-4964-8804  

E-mail：28jwocm@jtbcom.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


