
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

第 35 回国際ヒューマンケアリング学会	 

トランス文化看護とケアリング分科会	 

開催趣意書	 
	 

	 

	 

	 

	 会期：2014 年 5 月 24 日（土曜日）から 28 日（水曜日）	 

	 会場：国立京都国際会館（京都・日本）	 

	 

	 

共催・同時開催：文化看護学会第 6回学術集会	 

	 

	 

	 ウェブサイト	 http://www.humancaring.jp/35iahcc/	 

	 ツイッター	 http://twitter.com/35iahcc	 

	 フェイスブック	 https://www.facebook.com/35iahcc	 

	 

	 

	 2014 年 2 月 6 日改訂版です．最新版は，下記の URL から入手できます．	 

http://www.humancaring.jp/35iahcc/img/pdf/prospectus_of_35iahcc.pdf	 
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ご	 挨	 拶	 
	 

謹啓	 

	 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます．平素は国際ヒューマンケアリング学

会（International	 Association	 for	 Human	 Caring：IAHC）にご支援を賜り，感謝申し上

げます．	 

	 この度，“第 35 回国際ヒューマンケアリング学会”を 2014 年 5 月 24 日（土曜日）から

28 日（水曜日）の 5 日間にわたり，国立京都国際会館の大会議場（1,840 席）ほかにて開

催することとなりました．国際ヒューマンケアリング学会は，1978 年に故レイニンガー

（Madeleine	 Leininger）博士が創設し，看護理論家，ケアリング学者，大学人，教育者，

研究者，看護実践者とともに歩んできた学術的・実践的な団体です．アメリカにおいて伝

統のある国際学会のひとつですが，日本において開催されることはありませんでした．	 

	 ようやく，35 年目の学術集会が日本の古都“京都”で開催される運びとなりました．テ

ーマは“ケアリングの普遍性（The	 Universality	 of	 Caring）”としました．日本とアメリ

カ，そして世界の看護職者が一同に会し，国境を越えてケア／ケアリングに関して議論が

展開されます．世界の仲間がこぞって京都に集結し，ケア／ケアリングの普遍性とは何か

を問い直すことで，その真髄を探求したいと願っております．	 

	 本学会の名称であるヒューマンケアリングという言葉には，“そのひとを尊重したケアを

提供する”という考えが込められています．それは，“寄り添うこと，知ること，役に立つ

こと”であり，もともと看護の原点であったはずのものですが，医療の進歩の中でいつの

間にか声を大にして喚起せねばならない概念になっております．チーム医療が推進される

今日，この考えは一層重要性を増していると考えられます．すなわち，欧米諸国や日本に

おいては多様な職種が生まれ，それぞれの専門性が焦点化されていますが，患者本位のチ

ーム医療の提供には各職種をつなぐ考えが必要とされるからです．人道的な見地から発生

したヒューマンケアリングですが，近年では患者の最も身近に存在する看護職がどのよう

に専門職間の隙間を埋め，ヒューマンケアリングを実現するかがチーム医療成功のカギを

握るともいえる状況になっています．	 

	 一方で，看護職がヒューマンケアリングを発揮するには，各専門職の専門性が高まって

いる今日，看護職も各専門職の駆使する知識や技術をある程度身につけておく必要性が生

じています．人体や病気についての基礎知識はもとより，リハビリテーション，栄養管理，

カウンセリングの基礎知識などと並んで薬剤の基礎知識も学ばねばなりません．海外では

アメリカをはじめとして高度実践看護師を育成し，服薬指導の質を高めると同時に処方も

提供できる看護職の育成に努めています．日本では専門看護師の育成が活発化しているも

ののまだまだ制度的にも実力的にも欧米に及ばない現実があります．本学会では，この伝
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統ある国際学会を日本で初めて開催するに当たり，飛躍的に高度実践看護師育成を進める

機会にしたいと考えています．	 

	 ヒューマンケアリングはすべての看護領域において踏襲される考え方であることから，

この機会に国内外のすべての看護領域の実践者・教育者・研究者が集う予定です．その他

にも一般市民や患者・家族などにも参加を呼びかけます．日本では，ヒューマンケアリン

グという概念は看護職にとって受け入れやすい反面，鋭く専門性を高めて他の専門職の技

術を理解したうえで患者サイドに立って主張するということがやや弱い面があると思われ

ます．この学会では“東西のトランス文化看護学”をテーマに“トランス文化看護とケア

リング分科会”も開催し，各国がこのような国民性や価値観の違いを理解したうえで真に

それぞれの国の患者に喜ばれ受け入れられるヒューマンケアリングに近づくための機会に

したいと考えています．	 

	 つきましては，“第 35 回国際ヒューマンケアリング学会／トランス文化看護とケアリン

グ分科会”を医療・社会への広い貢献の場とするために，企業の皆様に会場における展示，

プログラム・抄録集への広告の掲載，バナー広告の掲載などへのご参加にご賛同を賜りた

くお願い申し上げます．また，本学術集会の開催にあたり，後援，寄附金，ランチョンセ

ミナーの共催も募集いたしておりますので，重ねてご協力をお願い申し上げます．なお，

本学術集会の公式言語は英語（必要時は日本語）で，展示，広告，ランチョンセミナーは

日本語（必要時は英語）となります．	 

	 なお，“文化看護学会第 6 回学術集会”（学術集会長：石垣和子）が共催となり，“第 35

回国際ヒューマンケアリング学会／トランス文化看護とケアリング分科会”と同じ会場で

開催されます．文化看護学会第 6 回学術集会は，2014 年 5 月 24 日（土曜日）に開催予定

です．	 

	 本学術集会の趣旨にご理解いただき，ご支援を賜りたくお願い申し上げます．	 

謹白 
2014 年 1 月吉日	 

第 35 回国際ヒューマンケアリング学会	 

共同会長：	 法橋尚宏（神戸大学大学院保健学研究科）	 

	 Marian	 C.	 Turkel（Einstein	 Healthcare	 Network）	 

トランス文化看護とケアリング分科会	 

共同会長：	 石垣和子（石川県立看護大学）	 

	 法橋尚宏（神戸大学大学院保健学研究科）	 

	 Marilyn	 A.	 Ray（Florida	 Atlantic	 University）	 
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開	 催	 概	 要	 
	 

	 

第 35 回国際ヒューマンケアリング学会	 

	 会	 期：	 2014 年 5 月 24 日(土)	 〜	 5 月 28 日(水)	 

	 会	 場：	 国立京都国際会館（京都，日本）	 

	 テーマ：	 ケアリングの普遍性	 

	 共同会長：	 法橋尚宏（神戸大学大学院保健学研究科）	 

	 Marian	 C.	 Turkel（Einstein	 Healthcare	 Network）	 

	 

トランス文化看護とケアリング分科会	 

	 会	 期：	 2014 年 5 月 24 日(土)	 〜	 5 月 25 日(日)	 

	 会	 場：	 国立京都国際会館（京都，日本）	 

	 テーマ：	 東西のトランス文化看護学	 

	 共同会長：	 石垣和子（石川県立看護大学）	 

	 法橋尚宏（神戸大学大学院保健学研究科）	 

	 Marilyn	 A.	 Ray（Florida	 Atlantic	 University）	 

	 

ウェブサイト	 http://www.humancaring.jp/35iahcc/	 

会	 場	 国立京都国際会館（大会議場ほか）	 

	 所在地：〒606-0001	 京都府京都市左京区宝ケ池	 

主催機関	 国際ヒューマンケアリング学会（International	 Association	 for	 Human	 

Caring：IAHC）（理事長	 Marian	 C.	 Turkel）	 

公式言語	 英語（必要時は日本語）	 

参加者数	 約 1,000 名の参会者，約 50 名の看護学生や一般市民（市民公開講座有料）	 

参加予定者	 看護学全分野の看護師・保健師・助産師（実践家，研究者，教育関係者，

学生など），保健・医療・福祉関係者（医師，臨床心理士，ソーシャルワー

カー，学校教諭，ヘルパーなど），一般市民ほか	 

プログラム	 会長講演，キーノート講演，エンドノート講演，特別講演，シンポジウム，

鼎談，モーニングセミナー，ランチョンセミナー，市民公開講座，レイニ

ンガー先生メモリアルセッション，企業展示会，表彰式（優秀ポスター賞，

優秀オーラル賞），チャリティーイベント，ポスターセッション，オーラル

セッション，他学会連携ワークショップほか	 

後	 援	 京都府看護協会，兵庫県看護協会，日本看護協会，京都府医師会，日本看
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護系学会協議会，京都新聞社，京都市など（賛同順，2014 年 1 月現在）	 

事務局	 〒654-0142	 兵庫県神戸市須磨区友が丘 7-10-2	 

	 神戸大学大学院保健学研究科家族看護学分野	 

	 第 35 回国際ヒューマンケアリング学会事務局	 

	 FAX：078-796-4552	 

	 E-mail：35iahcc@humancaring.jp	 

運営準備室	 〒531-0072	 大阪市北区豊崎 3-20-1	 

	 インターグループビル	 

	 株式会社インターグループ	 

	 第 35 回国際ヒューマンケアリング学会運営準備室	 

	 TEL：06-6372-3051	 FAX：06-6376-2362	 

	 E-mail：35iahcc@intergroup.co.jp	 

共催学会	 “文化看護学会第 6 回学術集会”（学術集会長：石垣和子）と共催し，“第

35 回国際ヒューマンケアリング学会／トランス文化看護とケアリング分

科会”と同じ会場で開催（2014 年 5 月 24 日（土曜日））	 

協力学会	 トランス文化看護学会（Transcultural	 Nursing	 Society：TCN）	 

協賛学会	 日本ヒューマンケア科学学会，日本家族看護学会	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



http://www.humancaring.jp/35iahcc/ 
 

 35th International Association for Human Caring Conference, Kyoto, Japan, May 24-28, 2014 

委員一覧（2014 年 1 月現在）	 
	 

企画委員	 

	 日本国外（アルファベット順）	 

Chan,	 Kitty	 School	 of	 Nursing,	 The	 Hong	 Kong	 Polytechnic	 University	 

Chiang,	 Li-Chi	 School	 of	 Nursing	 National	 Defense	 Medical	 Center	 

Chiang,	 Vico	 School	 of	 Nursing,	 The	 Hong	 Kong	 Polytechnic	 University	 

Cumbie,	 Sharon	 Appalachian	 State	 University	 

France,	 Nancey	 E.M.	 Christine	 E.	 Lynn	 College	 of	 Nursing	 Florida	 Atlantic	 

University	 

Goldin,	 Marlienne	 Moses	 Cone	 Memorial	 Hospital	 

Ray,	 Marilyn	 A.	 Christine	 E.	 Lynn	 College	 of	 Nursing	 Florida	 Atlantic	 

University	 

Sumner,	 Jane	 LSUHSC	 School	 of	 Nursing	 

Turkel,	 Brooks	 Regional	 Hospital	 Scranton	 

Turkel,	 Marian	 C.	 Einstein	 Healthcare	 Network	 

Wagner,	 Lynne	 Northwestern	 University	 Feinberg	 School	 of	 Medicine	 

Wagner,	 William	 A.	 Technical	 Interface	 Consulting	 

	 日本国内（五十音順）	 

秋山	 智弥	 京都大学医学部附属病院看護部	 

荒木	 暁子	 千葉県千葉リハビリテーションセンター看護局	 

石垣	 和子	 石川県立看護大学看護学部	 

井出	 成美	 群馬大学大学院保健学研究科	 

大脇	 万起子	 公立大学法人滋賀県立大学人間看護学部	 

上泉	 和子	 公立大学法人青森県立保健大学健康科学部	 

河原	 宣子	 京都橘大学看護学部	 

北山	 秋雄	 長野県看護大学看護学部	 

佐藤	 奈保	 千葉大学大学院看護学研究科	 

關戸	 啓子	 神戸大学大学院保健学研究科	 

田邊	 美智子	 京都橘大学看護学部	 

谷岡	 哲也	 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部	 

辻村	 真由子	 千葉大学大学院看護学研究科	 

筒井	 真優美	 日本赤十字看護大学看護学部	 

中村	 由美子	 公立大学法人青森県立保健大学健康科学部	 
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西元	 康世	 神戸大学大学院保健学研究科	 

野村	 亜由美	 甲南女子大学看護リハビリテーション学部	 

平谷	 優子	 神戸大学大学院保健学研究科	 

藤原	 瑞枝	 医療法人財団パルモア病院看護部	 

法橋	 尚宏	 神戸大学大学院保健学研究科	 

堀口	 和子	 兵庫医療大学看護学部	 

本田	 順子	 神戸大学大学院保健学研究科	 

松浦	 正子	 神戸大学医学部附属病院看護部	 

	 

監事	 

清水	 嘉与子	 公益財団法人日本訪問看護財団	 

前原	 澄子	 京都橘大学看護教育研修センター	 
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事	 業	 予	 算	 書	 
	 

1）収入の部	 2）支出の部	 

費	 目	 金	 額	 	 費	 目	 金	 額	 

1	 参加者会費	 32,540,000	 	 1	 事務局運営費	 7,650,660	 

2	 公的補助金・助成金	 2,000,000	 	 2	 広報関連費	 725,000	 

3	 展示収入	 720,000	 	 3	 会場関連費	 17,162,402	 

4	 広告収入	 590,000	 	 4	 印刷費	 2,448,900	 

5	 共催事業収入	 2,600,000	 	 5	 郵送通信費	 251,000	 

6	 寄附金	 3,200,000	 	 6	 交通費(招聘費含む)	 1,970,000	 

	 	 	 	 7	 当日運営人件費	 3,060,800	 

	 	 	 	 8	 企画関係費	 6,683,600	 

	 	 	 	 9	 予備費	 1,697,638	 

合計	 	 41,650,000	 	 合計	 	 41,650,000	 
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展示（日本語）のお願い	 
	 

1゜料金	 

1 ブロック	 90,000 円	 

2 ブロック	 140,000 円	 

3 ブロック	 180,000 円	 

4 ブロック	 210,000 円	 

※1 ブロックは，会議机（90×180cm）1 脚の予定です（白布と紺色のスカート付き）．	 

※展示期間は，2014 年 5 月 24 日（土），25 日（日）を予定しています．	 

	 

2゜場所	 

大会議場前メインラウンジ（またはメインロビースペース），1階「Room	 D」部屋内に

て展示します．約 1,000 名の参加者に見てもらえる絶好の場所です．	 

	 

3゜申し込み締切	 

	 2014 年 5 月 23 日（金曜日）	 

	 

4゜料金の請求	 

お申込後，事務局（運営準備室）より請求書を発行いたしますので，指定銀行口座へ

お振込ください（詳細は請求書に記載いたします）．振り込み手数料はご負担願います．	 

	 

5゜小間（スペース）の配置	 

・各社小間の割当は，申し込み締切後に事務局（運営準備室）側で決定いたします．小

間配置の割当は，カテゴリー別の会場配置をもとに，申込数や競合状況・申込順など

を勘案して決定いたします．	 

・出展社が事務局（運営準備室）の許可なくスペースの全部または一部を第三者に譲渡・

賃与もしくは出展社同士で交換することはできません．	 

・申し込み締切後，レイアウトなどの兼ね合いから申込スペースの調整をする場合もあ

りますのでご了承ください．	 

・企業グループ，業務提携により出展社相互から希望があった場合，隣接して配置する

ことが可能です．申込時にお申し出ください．	 

・100	 kg を超える出展物をお持込される場合は，事前に事務局（運営準備室）までお

問い合わせください．重量物の搬入・搬出経路，設置場所には，必ずコンパネ（コン

クリートパネル）などを敷いた上でご出展ください．	 

	 

6゜会場仕様	 
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・基本装備以外の電気設備，電話回線，オプションリース（パネルなど）につきまし

ては，出展社のご負担にて別途ご用意いたします．なお，電源はお付けしませんの

で，必要がある場合には申込書にその旨とワット数を明記してください．ワット数

によってはご希望にそえない場合もあります．	 

	 

7゜補償	 

・出展社およびその委託業者が，他社の小間・展示物，主催者の設備および人身など

に損害を与えた場合は，その補償は出展社が責任を負うものとします．展示会場お

よび出展申込状況などの理由による展示規模や仕様の変更，または展示会の延期・

中止における出展社への影響や発生する費用は，出展社の責任において対処くださ

いますようお願いいたします．	 
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第 35 回国際ヒューマンケアリング学会／トランス文化看護とケアリング分科会 

展示（日本語）	 申込書	 

	 

上記の学術集会において，下記のとおり展示を申し込みます．	 

	 

年	 	 月	 	 日	 

	 

申し込みブロック数（ご希望のものに✓をお付けください）	 

チェック欄	 種類	 金額	 

	 1 ブロック	 	 90,000 円	 

	 2 ブロック	 140,000 円	 

	 3 ブロック	 180,000 円	 

	 4 ブロック	 210,000 円	 

	 

主な展示品目	 

	 

	 

	 

連絡先	 

	 貴社名（フリガナ）：	 

	 ご所属：	 

	 ご担当者名（フリガナ）：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 印	 

	 ご住所	 〒	 

	 	 	 	 	 TEL：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 FAX：	 

	 	 	 	 	 E-mail：	 

	 

申込書送付先	 

〒531-0072	 大阪市北区豊崎 3-20-1	 インターグループビル	 

株式会社インターグループ	 

第 35 回国際ヒューマンケアリング学会運営準備室	 

E-mail：35iahcc@intergroup.co.jp	 

TEL：06-6372-3051	 FAX：06-6376-2362	 

	 ※郵送される場合には，コピーをして控えをお持ちください．	 

	 

	 
コピーをしてご使用ください． 
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プログラム・抄録集広告（日本語）のお願い	 
	 

1゜媒体名称	 

第 35 回国際ヒューマンケアリング学会／トランス文化看護とケアリング分科会	 

プログラム・抄録集	 

	 

2゜配布対象	 

第 35 回国際ヒューマンケアリング学会／トランス文化看護とケアリング分科会の	 

参加者	 

	 

3゜発行部数	 

1,500 部（A4 版）	 

	 

4゜申し込み締切日，版下締切日	 

2014 年 5 月 23 日（金曜日）	 

	 

5゜広告掲載料	 

表 4	 カラー，1頁	 80,000 円	 1 社	 

表 2，3	 モノクロ，1頁	 60,000 円	 各 1 社	 

後付	 モノクロ，1頁	 50,000 円	 2 社	 

後付	 モノクロ，1/2 頁	 30,000 円	 3 社	 

※表 2，3，4は，各 1社のみの募集となります．ご希望に添えない場合は，後付 1頁の

枠をご案内させていただくことになりますが，予めご了承ください．	 

	 

6゜広告原稿	 

・印刷の都合上，ai データ（Adobe	 Illustrator バージョン 8.0 以上），またはフィル

ムを期日までにご用意ください．Adobe	 Illustrator のデータにつきましては，必ず

アウトライン化済のものでお願いいたします．	 

・上記費用に，版下作成費は含みません．事務局での新規作成ご希望の場合は，別途版

下作成の費用をご負担いただきます．	 

	 

7゜お振込み	 

	 申込書を受領後，申込締切日以降に請求書を郵送致します．振り込み手数料はご負担

願います．	 
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第 35 回国際ヒューマンケアリング学会／トランス文化看護とケアリング分科会 

プログラム・抄録集広告（日本語）	 申込書	 

	 

上記の学術集会において，下記のとおり広告を申し込みます．	 

	 

年	 	 月	 	 日	 

	 

申し込みブロック数（ご希望のものに✓をお付けください）	 

チェック欄	 種類	 金額	 

	 表 4	 カラー	 1 頁	 80,000 円	 

	 表 2	 モノクロ	 1 頁	 60,000 円	 

	 表 3	 モノクロ	 1 頁	 60,000 円	 

	 後付	 モノクロ	 1 頁	 50,000 円	 

	 後付	 モノクロ	 1/2 頁	 30,000 円	 

	 

連絡先	 

	 貴社名（フリガナ）：	 

	 ご所属：	 

	 ご担当者名（フリガナ）：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 印	 

	 ご住所	 〒	 

	 	 	 	 	 TEL：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 FAX：	 

	 	 	 	 	 E-mail：	 

	 

申込書送付先	 

〒531-0072	 大阪市北区豊崎 3-20-1	 インターグループビル	 

株式会社インターグループ	 

第 35 回国際ヒューマンケアリング学会運営準備室	 

E-mail：35iahcc@intergroup.co.jp	 

TEL：06-6372-3051	 FAX：06-6376-2362	 

	 ※郵送される場合には，コピーをして控えをお持ちください．	 

	 

	 

	 

	 

	 
コピーをしてご使用ください． 
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ランチョンセミナー共催（日本語）のお願い	 
	 

1゜名称	 

ランチョンセミナー	 

	 

2゜主催	 

第 35 回国際ヒューマンケアリング学会／トランス文化看護とケアリング分科会との	 

共催	 

	 

3゜開催日時，会場	 

2014 年 5 月 24 日（土）	 

11：30〜12：30 の 60 分間（予定）	 

国立京都国際会館 1階大会議場（1,840 席）	 

2014 年 5 月 24 日（土）	 

12：00〜13：00 の 60 分間（予定）	 

国立京都国際会館 1階 Room	 E（237 席）	 

2014 年 5 月 25 日（日）	 

11：30〜12：30 の 60 分間（予定）	 

国立京都国際会館 1階大会議場（1,840 席）	 

2014 年 5 月 25 日（日）	 

11：30〜12：30 の 60 分間（予定）	 

国立京都国際会館 1階 Room	 E（237 席）	 

2014 年 5 月 26 日（月）	 

12：00〜13：00 の 60 分間（予定）	 

国立京都国際会館 1階 Room	 E（237 席）	 

	 ※今後のプログラム編成により，時間が前後する場合がございます．	 

	 

4゜プログラム，発表形式	 

・テーマ，司会，講師については各共催企業のご希望をいただき，学会プログラムとの

調整の上，ご相談させていただきます．	 

・パソコンによるコンピュータプレゼンテーションが可能です．ただし，スライド発表

関連機材および 2面併写の準備はございません．	 

	 

5゜共催費	 

共催費には，以下の項目が含まれます．	 

・会場費（会場使用に関わる設備／音響・照明関係費を含む）	 

・控室会場費（3時間の使用を想定）	 

	 ※上記規定時間を超える場合は，別途料金を申し受けます．	 

・機材関係費（学会プログラムにて使用する機材）	 

・参加者へのお弁当手配（1セッションあたり大会議場は 500 食，Room	 E は 200 食）	 
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なお，以下の費用は共催費には含まれておりませんのでご注意ください．	 

・司会／講師への謝金，旅費（御社規定により）	 

・控室での接遇飲食費・機材費	 

・運営費用（運営人件費／追加機材費／看板装飾費など）	 

・ポスター／チラシなどの印刷製作費	 

	 

6゜共催費区分	 

以下の会場タイプを予定しております．	 

1 階大会議場（1,840 席）	 700,000 円	 

1 階 Room	 E（237 席）	 400,000 円	 

	 

7゜申し込み締切日	 

2014 年 5 月 23 日（金曜日）	 

	 

8゜料金の請求	 

お申込後，事務局（運営準備室）より請求書を発行いたしますので，指定銀行口座へ

お振込ください（詳細は請求書に記載いたします）．振り込み手数料はご負担願います．	 

	 

9゜注意事項	 

以下の点にご注意ください．	 

・テーマ，司会，講師については共催企業様のご希望をいただき，準備委員会および学

会プログラム委員会と調整の上，ご相談させていただきます．	 

・使用会場についてはプログラムの内容などを考慮の上，事務局にて決定させていただ

きます．使用会場のご希望に関しましては原則として，お申込順とさせていただきま

すのでご了承ください．	 

・参加者へのお弁当は事務局にて手配をいたしますが，個数については全席分ではなく，

大会議場は 500 食，Room	 E は 200 食をご用意いたします．左記以上のご手配を希望

される場合は，追加費用をいただきますが，ご相談ください．	 

・参加者へのお弁当は 1個あたり 1,200 円のお弁当を予定しております．1,200 円以上

のお弁当手配をご希望する場合は追加費用をいただきますが，ご相談ください．	 

・セミナー会場の席数は学会プログラムの関係で多少変動する場合がございます．	 

・各社製作によるチラシなどの事前案内は，あらかじめ事務局にご連絡いただき，了解

を得たうえで行ってください．	 

・日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関などの関係の透明性ガイドライン」に基づ

き「共催セミナー会社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，学会などの会合開催にかかる費用を「学会名」「共催セミナー名」の通りに，

貴社のウェブサイト上に公開することに同意したとみなします．	 
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・本学会の運営につきましては，下記に委託しております．運営の詳細につきましては，

後日，同社よりご連絡申し上げます．	 

〒531-0072	 大阪市北区豊崎 3-20-1	 インターグループビル	 

株式会社インターグループ	 

第 35 回国際ヒューマンケアリング学会運営準備室	 

TEL：06-6372-3051	 FAX：06-6376-2362	 

E-mail：35iahcc@intergroup.co.jp	 
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第 35 回国際ヒューマンケアリング学会／トランス文化看護とケアリング分科会 

ランチョンセミナー共催（日本語）	 申込書	 

	 

上記の学術集会において，下記のとおりランチョンセミナー共催を申し込みます．	 

	 

年	 	 月	 	 日	 

	 

開催希望日（ご希望のものに✓をお付けください）	 

チェック欄	 種類	 金額	 

	 5 月 24 日（土）1階大会議場（1,840 席）	 700,000 円	 

	 5 月 24 日（土）1階 Room	 E（237 席）	 400,000 円	 

	 5 月 25 日（日）1階大会議場（1,840 席）	 700,000 円	 

	 5 月 25 日（日）1階 Room	 E（237 席）	 400,000 円	 

	 5 月 26 日（月）1階 Room	 E（237 席）	 400,000 円	 

	 

連絡先	 

	 貴社名（フリガナ）：	 

	 ご所属：	 

	 ご担当者名（フリガナ）：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 印	 

	 ご住所	 〒	 

	 	 	 	 	 TEL：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 FAX：	 

	 	 	 	 	 E-mail：	 

	 

申込書送付先	 

〒531-0072	 大阪市北区豊崎 3-20-1	 インターグループビル	 

株式会社インターグループ	 

第 35 回国際ヒューマンケアリング学会運営準備室	 

E-mail：35iahcc@intergroup.co.jp	 

TEL：06-6372-3051	 FAX：06-6376-2362	 

	 ※郵送される場合には，コピーをして控えをお持ちください．	 

	 

	 

	 

	 
コピーをしてご使用ください． 
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ウェブサイトバナー広告掲載のお願い	 
 
1゜料金	 

ウェブサイトバナー広告	 50,000 円	 

	 

2゜バナー掲載	 

	 学術集会ウェブサイトのトップにバナーを掲載し，指定のウェブサイトにリンクを貼

ります．日本語ページは http://www.humancaring.jp/35iahcc/j_index.html，英語ペ

ージは http://www.humancaring.jp/35iahcc/e_index.html です．	 

	 150×50 ピクセルのバナーとなります．バナーとするファイルをこのサイズでご準備

いただくか，バナー作成に必要なパーツをご提供ください．アニメーション（動画）が

含まれるバナーはご遠慮ください．	 

	 なお，国際学会のウェブサイトであるため，バナーは日本語版（日本語ページ用）お

よび英語版（英語ページ用）でご用意ください（ただし，ご希望に場合によっては，英

語ページに日本語版のバナーを掲載することも可能です）．	 

	 

3゜申し込み締切	 

	 2014 年 5 月 23 日（金曜日）	 

	 

4゜料金の請求	 

	 お申し込みいただいた後，事務局（運営準備室）より請求書を発行いたしますので，

指定銀行口座へお振込ください（詳細は請求書に記載いたします）．振り込み手数料は

ご負担願います．	 
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第 35 回国際ヒューマンケアリング学会／トランス文化看護とケアリング分科会 

ウェブサイトバナー広告掲載	 申込書	 

	 

上記の学術集会において，下記のとおりウェブサイトバナー広告掲載を申し込みます．	 

	 

年	 	 	 月	 	 	 日	 

	 

料金	 

ウェブサイトバナー広告	 50,000 円	 

	 

バナー名とリンク先 URL	 

	 

	 

	 

連絡先	 

	 貴社名（フリガナ）：	 

	 ご所属：	 

	 お名前：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 印	 

	 ご住所：	 〒	 

	 TEL：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 FAX：	 

	 E-mail：	 

	 

申込書送付先	 

〒531-0072	 大阪市北区豊崎 3-20-1	 インターグループビル	 

株式会社インターグループ	 

第 35 回国際ヒューマンケアリング学会運営準備室	 

E-mail：35iahcc@intergroup.co.jp	 

TEL：06-6372-3051	 FAX：06-6376-2362	 

	 ※郵送される場合には，コピーをして控えをお持ちください．	 

	 

	 

	 

	 

	 コピーをしてご使用ください． 
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寄附金のお願い	 
	 

1）料金	 

寄附金	 1 口 10,000 円	 

	 	 ※何口でも結構でございます．	 

	 

2）申し込み締切	 

	 2014 年 5 月 23 日（金曜日）	 

	 

3）請求	 

お申し込みいただいた後，事務局（運営準備室）より振り込み要項をお送りいたしま

す．振り込み手数料はご負担願います．	 

	 

4）寄附者の記載	 

ウェブサイトならびにプログラム・抄録集に，寄付者を記載いたします．プログラム・

抄録集は約 200 ページで，1,000 部発行予定です．プログラム・抄録集は発行後に 1冊

謹呈いたします．	 
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第 35 回国際ヒューマンケアリング学会／トランス文化看護とケアリング分科会 

寄附	 申込書	 

	 

上記の学術集会開催のため，次の金額を寄附いたします．	 

	 

年	 	 月	 	 日	 

	 

寄附金	 金	 	 	 	 	 	 	 	 円（	 	 	 口）	 

※寄附金は 1 口 10,000 円といたします．	 

	 

	 ただし，第 35 回国際ヒューマンケアリング学会／トランス文化看護とケアリング分科会

への寄付金	 

	 

	 

	 署名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 印	 

	 

連絡先	 

	 貴社名（フリガナ）：	 

	 ご所属：	 

	 ご担当者名（フリガナ）：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 印	 

	 ご住所	 〒	 

	 	 	 	 	 TEL：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 FAX：	 

	 	 	 	 	 E-mail：	 

	 

申込書送付先	 

〒531-0072	 大阪市北区豊崎 3-20-1	 インターグループビル	 

株式会社インターグループ	 

第 35 回国際ヒューマンケアリング学会運営準備室	 

E-mail：35iahcc@intergroup.co.jp	 

TEL：06-6372-3051	 FAX：06-6376-2362	 

	 ※郵送される場合には，コピーをして控えをお持ちください．	 

	 

	 

	 コピーをしてご使用ください． 
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35
th International Association for Hum

an Caring Conference

ケアリングの普遍性ケアリングの普遍性
The Universality of CaringThe Universality of Caring

2014 | Kyoto, Japan

テーマ
Theme

2014年
5月24日土～28日水
May 24 (Sat.) –28 (Wed.), 2014

国立京都国際会館（京都、日本）
Kyoto International Conference Center 
Kyoto, Japan

法橋 尚宏
神戸大学大学院保健学研究科
Naohiro Hohashi
PhD, RN, PHN, LSN
Kobe University 
Graduate School of 
Health Sciences

マリアン･C･ターケル
アインシュタイン医療ネットワーク
Marian C.Turkel
PhD, RN, NEA-BC, FAAN, 
President of 
the International Association for 
Human Caring
Einstein Healthcare Network

学術集会Webサイト   Conference web site

http://www.humancaring.jp/35iahcc/
学会Webサイト   Organization web site

http://www.humancaring.org/

〒654-0142 兵庫県神戸市須磨区友が丘7-10-2　
神戸大学大学院保健学研究科  家族看護学分野･家族支援CNSコース
Division of Family Health Care Nursing, 
Kobe University Graduate School of Health Sciences
7-10-2 Tomogaoka, Suma-ku, Kobe, Hyogo 654-0142, Japan

共同会長  Co-Chairs

大会事務局  Secretariat

2014年1月31日：演題募集2次（最終）締切
締切後、査読を実施し、速やかに採否をお知らせいたします。
January 31, 2014: Second-stage deadline (final deadline) 
following the deadline, reviews will be conducted and acceptance or non-acceptance 
promptly notified.

演題募集・登録  Abstract Submissions

会　期　Dates 会　場　Venue

国
際
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ケ
ア
リ
ン
グ
学
会

第35回
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2014 | Kyoto, Japan

ケアリングの普遍性
The Universality of Caring

テーマ
Theme

2014年5月24日土 13:00～（予定） May 24 (Sat.), 2014 from 1:00p.m.(Tentative)

Helping Families Heal: 
One Nurse at a Time
ジャニス･M･ベル博士
Janice M. Bell, RN, PhD
Associate Professor Emeritus, University of Calgary 
Editor, Journal of Family Nursing

2014年5月25日日 13:00～（予定） May 25 (Sun.), 2014 from 1:00p.m.(Tentative)

Universality of Human 
Caring in Our World
ジーン･ワトソン博士
Jean Watson, PhD, RN, AHN-BC, FAAN
Founder / Director Watson Caring Science Institute
Distinguished Professor and Dean Emerita University of Colorado

2014年5月27日火 11:00～（予定） May 27 (Tue.), 2014 from 11:00a.m.(Tentative)

Affirming the Universality of 
Caring in Nursing
ロッツァーノ･C･ロクシン博士
Rozzano C. Locsin, RN, PhD, FAAN
Professor of Nursing, Florida Atlantic University

●共催学会：文化看護学会第6回学術集会 （学術集会長：石垣 和子）　
●協賛学会：日本ヒューマンケア科学学会、日本家族看護学会
Collaborative association: 6th Annual Conference of the Society of Cultural Nursing Studies (Chairperson: Kazuko Ishigaki)
Supporting associations: Japanese Academy of Human Care Science, Japanese Association for Research in Family Nursing

キーノート講演  Keynote address

エンドノート講演  Endnote address

35th International Association for
 Human Caring Conference

第35回国際ヒューマンケアリング学会

 会　期 ： 2014年5月24日土～ 5月25日日
 Dates   May 24 (Sat.) – 25 (Sun.), 2014

 会　場 ： 国立京都国際会館（京都、日本）
 Venue   Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan

 テーマ ： 東西のトランス文化看護学
 Theme   Transcultural Nursing, East and West

共同会長   Co-Chairs

石垣 和子  
石川県立看護大学
Kazuko Ishigaki, PhD, RN, PHN 
Ishikawa Prefectural Nursing University 

法橋 尚宏  
神戸大学大学院保健学研究科
Naohiro Hohashi, PhD, RN, PHN, LSN 
Kobe University Graduate School of Sciences 

マリリン･A･レイ 
フロリダ･アトランティック大学
Marilyn A. Ray, RN, PhD, CTN-A 
Florida Atlantic University

 トランス文化看護と
 　　  ケアリング分科会
SIG on Transcultural Nursing and Caring

同時開催


