第 26 回東アジア看護学研究者フォーラム
（26th East Asian Forum of Nursing Scholars）

開 催 の ご 案 内

2023 年 3 月 10 日（金）・11 日（土）

2022 年４月

ご挨拶
謹啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さてこの度、2023 年 3 月 10（金）・11 日（土）の 2 日間、東京大学本郷キャンパスの東京大学大講
堂（安田講堂）を中心にした会場におきまして、東アジア看護学研究者フォーラム（East Asian Forum
of Nursing Scholars）による「EAFONS 2023」を開催させていただくことになりました。
東アジア看護学研究者フォーラムは、日本、香港、韓国、タイ、フィリピン、台湾、シンガポールをメンバー国
として創立されたフォーラムで、1997 年から、メンバー国の看護系大学の主催により、毎年開催してい
る国際学会です。学術集会では、言語、文化、価値観、政策・制度などの背景が異なる各国/地域の看
護系大学の大学院生や修了生、看護学教育者・実践者・研究者が集まり、各地で得られた看護学やヘ
ルスサイエンスの研究成果を共有し、活発な国際交流を通じて、グローバルな看護学の質の向上と、看
護学における国際連携・協力の確立を目指しています。
学術集会の参加者は年を重ねるごとに増加しており、今回の学術集会でもメンバー国である 7 つの国/
地域を含めた、その他多くの国々の 1,５00 名を超える参加者が見込まれます。「EAFONS２０２３」を日
本で開催することは、東アジア諸国を中心に世界に向けて、日本の最新の看護学の知を発信すると共
に、世界における我が国の看護学のリーダーシップを発揮する場として大きな役割を果たすものと考えま
す。
過去 2 年はオンライン開催となりましたが、今回は東京での現地開催（一部オンライン開催）を予定して
おります。フォーラムのテーマを〝Doctoral nursing education's response to the
unprecedented time： Toward sustainable well-being”としました。2020 年の春からコロナ禍
という未曽有の危機に直面し、既存の価値観が大きく揺さぶられる中、看護学はどのように対応し、未来
を見据えてどのように進んでいくのか考えていく学会にしたいと思っています。Keynote Speaker には
日本でも名高い看護研究者の Cheryl Beck 博士をお迎えし、ご自身の研究テーマを中心に量的研究
と質的研究とさらにその先を行くアプローチを含めたお話をいただけることになりました。その他、様々な
シンポジウム、ワークショップを企画しております。多くの方に参加していただけるように現在、準備を進め
ております。
つきましては本会の趣旨にご賛同いただき、ぜひともご支援とご助力を賜りますようよろしくお願いいたし
ます。
本来ならば、参上し、直接お願い申し上げるべきところ、書面にてのご依頼で大変恐縮ではございます
が、ご高配とご助力をいただけますと大変ありがたく存じます。
末筆ではございますが、皆様の益々のご発展を祈念いたします。

第 26 回東アジア看護学研究者フォーラム
大会長 池田真理
東京大学大学院 医学系研究科
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開催概要
1 名称
和文名：

第 26 回東アジア看護学研究者フォーラム

英文名：

26th East Asian Forum of Nursing Scholars （略称：EAFONS2023）

2 主催機関
主催：

一般社団法人日本看護系大学協議会

東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻
実行機関： 第 26 回東アジア看護学研究者フォーラム 企画委員会

3 会期
2023 年 3 月 10 日（金）・11 日（土）

4 開催場所・会場
東京大学大講堂（安田講堂）
〒112-0004 東京都文京区本郷 7 丁目 3-1

5 大会長
大会長 池田真理（東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻）

6 会議のテーマ
Doctoral nursing education's response to the unprecedented time
Toward sustainable well-being

7 参加予定者数
国外 500 人 国内 1,０00 人 計 １，５００人
［参加国・地域］
メンバー国・地域：日本、韓国、台湾、香港、タイ、フィリピン、シンガポール
その他の地域からも参加予定

8 東アジア看護学研究者フォーラム過去開催履歴
第 25 回
第 24 回
第 23 回
第 22 回
第 21 回
第 20 回
第 19 回
第 18 回
第 17 回

2022 年
202１年
2020 年
2019 年
2018 年
2017 年
2016 年
2015 年
2014 年

台湾（オンライン開催）
フィリピン・マニラ（オンライン開催）
タイ
シンガポール
韓国
香港
日本・千葉
台湾・台北
フィリピン・マニラ
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9 会議の意義と開催目的
東アジア看護学研究者フォーラム（East Asian Forum of Nursing Scholars）は、1997 年の創立から、日本
をはじめ、香港、韓国、タイ、フィリピン、台湾、シンガポールなどの東アジア諸国の看護系大学が毎年開催している
国際学会である。毎年、言語、文化、価値観、制度などの背景が異なる各国/地域の看護系大学の大学院生や修
了生、教育・研究に携わる看護学教育者・研究者が、各地で得られた看護学・ヘルスサイエンスの知を発表・共有
し、看護学研究者の活発な国際交流を通じて、グローバルな看護学の質の向上と、看護学における国際連携・協
力の確立を目指している。
我が国で第 26 回東アジア看護学研究者フォーラムを開催することは、東アジア諸国を中心に世界に向けて、日
本の最新の看護学の知を発信すると共に、世界における我が国の看護学のリーダーシップを発揮する場として大
きな役割を果たすものと考える。

10 会議構成・開催概要
1) 会議の構成（予定）
開閉会式、基調講演、シンポジウム、ワークショップ、パネルディスカッション、一般発表（ポスター）、協賛プログラ
ム、企業展示、他

2) 会議使用言語
英語

3) 日程案（予定）
2023 年

3 月 9 日（木）

3 月 10 日（金）
開会式 ウェルカムセレモニー
会長講演
基調講演、シンポジウム、

午前

パネルディスカッション

午後

設営、関連会合

ポスター発表
シンポジウム
パネルディスカッション
ワークショップ
協賛プログラム
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3 月 11 日（土）
シンポジウム
パネルディスカッション
協賛プログラム
ポスター発表
シンポジウム
パネルディスカッション
ワークショップ
閉会式

組織一覧
2022 年４月現在

企画委員会
大会長：

池田 真理

事務局長：

キタ 幸子

東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻
家族看護学分野
東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻

五十嵐 歩

家族看護学分野
東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻

落合 亮太

高齢者在宅長期ケア看護学/緩和ケア看護学分野
横浜市立大学 医学部看護学科 成人看護学

北村 言

東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻

メンバー：

看護管理学/看護体系・機能学分野
グレッグ 美鈴 名桜大学大学院 看護学研究科 看護キャリア開発学専攻
志田 京子
武村 雪絵

大阪公立大学基礎看護学領域 看護管理学分野
東京大学医学部附属病院 看護部

寺本 千恵
戸部 浩美

広島大学大学院医系科学研究科 周手術期・クリティカルケア開発学
東京大学大学院医学系研究科 グローバルナーシングリサーチセンター

仲上 豪二朗

東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻
老年看護学/創傷看護学分野

春名 めぐみ

東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻
母性看護学/助産学分野
慶應義塾大学看護医療学部 老年看護学分野

深堀 浩樹
宮本 有紀

東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻
精神看護学分野

森﨑 真由美

東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻
家族看護学分野
東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻
高齢者在宅長期ケア看護学/緩和ケア看護学分野
東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻
地域看護学分野

山本 則子
吉岡 京子

顧問：

真田 弘美
宮本 千津子

石川県立看護大学 学長
東京医療保健大学 副学長／千葉看護学部 学部長

第 26 回東アジア看護学研究者フォーラム 運営事務局
（株）コンベンションリンケージ内
〒１０２－００７５ 東京都千代田区三番町２
E-mail：eafons2023@@c-linkage.co.jp
学会ホームページ：https://www.eafons2023.com/
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寄付募集要項
1. 募金団体
第 26 回東アジア看護学研究者フォーラム（EAFONS2023）

2. 募金の名称
第 26 回東アジア看護学研究者フォーラム（EAFONS2023）

3. 募金の目標額
1,000,000 円

4. 募金の期間
2022 年 4 月 1 日（金）～2023 年 3 月 9 日（木）

5. 寄付金の使途
第 26 回東アジア看護学研究者フォーラム 企画・準備・運営に必要な費用に充当

6. 寄付金申込方法
別紙「寄付申込書」に必要事項をご記入の上、メールにてお送りください。
折り返し、お振込先をご案内いたします。

7. 税法上の扱い
税法上の免税措置はございません。

8. 寄付金募集の責任者
氏名：
住所：

池田 真理
東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 家族看護学分野 教授
〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1

電話：

03-5841-3556

9. 寄付金募集の連絡先
第 26 回東アジア看護学研究者フォーラム運営事務局
株式会社コンベンションリンケージ内
〒102-0075 東京都千代田区三番町２ 三番町 KS ビル
メールアドレス eafons2023＠c-linkage.co.jp

10. 透明性のガイドラインに関する同意について
本フォーラムでは、本フォーラムおよび寄付金に関して、各社の「企業活動と医療機関等の関係の
透明性ガイドラインに関する指針」に基づき、情報を公開することを同意いたします。
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付設展示募集要項
第 26 回東アジア看護学研究者フォーラムでは、会期中同会場にて、各出展者と参加者の情報交換の場として展
示スペースを設けます。
貴社のサービス・技術・製品を参加者にご紹介いただく機会として、是非ご活用ください。

1. 学会名
第 26 回東アジア看護学研究者フォーラム（EAFONS2023）

2. 会期
2023 年３月 10 日（金）・11 日（土）

3. 大会長
池田 真理
東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 家族看護学分野

4. 会場
東京大学大講堂（安田講堂）
〒112-0004 東京都文京区本郷 7 丁目 3-1

5. 展示会場
東京大学大講堂（安田講堂）
〒112-0004 東京都文京区本郷 7 丁目 3-1

6. 出展料金・仕様
基礎小間
［仕様］ スペース：

書籍展示
［仕様］

1５0,000 円（税抜き）/小間
W1980×D900×H2400
バックパネル
2枚
社名サイン
1枚
（W900×H200 白ベース、黒文字）
展示台
1台
（W1,800×D900×H700）
展示台用白布 1 式
※特別電気工事・電気使用料は別途。
※スペースのみのご利用をご希望の場合は、事務局までご相談ください。
３0,000 円（税抜き）/小間
展示台
1 台（W1,800×D900×H700 テーブル）
展示台用白布 1 式
※特別電気工事・電気使用料は別途。

本フォーラムはハイブリッド形式で行います。そのため、WEB での参加者にも貴社・貴団体のサービ
スや製品・技術などをご紹介できるよう、公式ホームページ上に、展示企業紹介のページを設ける
予定です。
尚、本フォーラムの公式言語は英語となりますので、予めご了承ください。
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7. 募集小間数
基礎小間展示

８小間（予定）

書籍展示

４小間（予定）

8. 出展物
出展内容については、お申し込みの際に簡単に内容をご記入ください。
場合によっては出展をお断りする場合もございます。予めご了承ください。

9. 出展者へのご案内
出展者説明会は実施いたしません。
お申込みをいただいたのち、出展料のお振込みを以てお申込みが完了となります。
会議開催 2 か月前を目途に当日のご案内、オプションのお申込み案内をお送りいたします。

10. 本会議への参加資格について
出展者資格では本フォーラムのプログラムへの参加はできません。
本フォーラムのプログラムをご聴講・視聴をご希望の場合は、別途参加登録を行ってください。
出展者には 1 団体につき 5 枚の出展者バッジをご用意いたします。出展者バッジでアクセス可能
なのは展示会場のみとなります。

11. 小間の割当て
小間の割当ては出展物の種類、小間数・小間構成・実演の有無などを考慮し、申込締切後に主催
者が決定し､各出展者へ通知いたします。
出展者はこの割当てに対する異議申立てはできませんのでご了承ください。
出展者が主催者の承諾なく、小間の全部または一部の譲渡・交換を行うことは禁止します。

12. 展示会日程
2023 年 3 月 9 日（木）
10 日（金）

13:00～
8：30～17：00

搬入・設営（予定）
展示

11 日（土）

8：30～1８：00
１８：00～

展示
撤去・搬出

尚、上記時間は予定であり、変更の可能性がございます。
この変更に伴う出展申し込みの取り消しはできません。またこれにより生じた損失・損害は補償いた
しませんので、予めご了承ください。

13. 会場の管理
会場及び出展物の保全について、最善の保護と管理にあたりますが、天災、その他の不可抗力によ
る事故、盗難、紛失、及び小間内における人的災害の発生について、学会事務局、学会運営事務局
は責任を負いません。
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広告募集要項
第 26 回東アジア看護学研究者フォーラムでは、ホームページや視聴サイトを活用した広報の機会をご用意いた
します。是非この機会に、国内外の参加者に貴社のサービス・製品などをご紹介ください。

1. 広告媒体
A
公式ホームページ ロゴ・バナー掲載
掲載媒体：
広告料：

EAFONS2023 公式ホームページ ※会社 HP へのリンク
１０0,000 円（税抜き）/社

備考：

データは貴社にて準備・提供要ください
サイズ：縦 48 ×横 220 pixel（予定・応談）
形式： GIF（アニメ可）、JPEG

掲載期間：

B

オンライン参加者用視聴サイトバナー広告
掲載媒体：
広告料：

視聴サイト
５５,000 円（税抜き）/社

仕様：

サイズ：縦 210×横 1,536 pixel（予定・応談）
データ形式：JPEG または PNG

掲載期間：

C

データ及びご入金確認後～学会終了時（予定）
HP 公開期間（2022 年 4 月～2023 年 4 月：予定）

データは貴社にて準備・提供要ください
大会視聴サイト公開開始～学会終了後視聴期間終了まで

オンサイト参加者向け、簡易プログラム集 広告掲載
掲載媒体：
仕様・広告料：

第 26 回東アジア看護学研究者フォーラム 簡易プログラム
表４・カラー A5 サイズ
１００,000 円（税抜き） 1 社限定

（予定）

表２・３ カラー A５サイズ
７5,000 円（税抜き） 各 1 社
後付け広告モノクロ A5 サイズ ５０,000 円（税抜き）
後付け広告 1/2 ページモノクロ 30,000 円（税抜き）
データは貴社にて準備・提供要ください
700 部（予定）
６００，０００円（税抜き）
1 社限定のアイテムにつきましては、お申し込み順とさせていただきます。

発行部数：
制作費：
注意事項：

その他共催アイテム
上記にご紹介しております展示、広告以外の協賛についても柔軟に対応いたします。是非企画委員または事務局
までお問い合わせください。
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お申込み・キャンセルについて
1

お申込み方法
所定の申込書に必要事項をご入力の上、事務局宛にお送りください。
お申込み後 10 日経過しても事務局から受領の連絡がない場合はお問合せください。

2

申込受付期間
2022 年 4 月～2022 年 10 月 31 日
尚、申し込み受付締め切り前に募集数に達した場合は、締め切ら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。

3

支払方法：
お申込み確認後、事務局より請求書を発行いたします。
請求書日付より 1 ヶ月以内に指定の口座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。
※振込手数料は、出展企業様にてご負担願います。
※小切手等によるお支払いは受け付けません。
※お振込み口座は請求書に記載しご案内いたします。
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キャンセルポリシー：
1

申込フォーム送信後の取消しは、原則としてお受けいたしかねます。
ただし、やむを得ない理由での取消を希望される場合は文書にて事情を説明し、主催者と協議
の上決定させていただきます。
取り消しが認められた場合、その時点での発生経費ついてご請求させていただくことがございま
す。
②やむを得ない事情により、会期および会場を変更する場合があります。
この変更を理由として原則出展申し込みを取り消すことはできません。
延期の場合は、すでにお申し込みの内容については原則、延期日程にスライドさせていただきま
す。
またこれによって生じた損害は補償いたしません。
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申込フォーム:
https://forms.gle/DC8LKjDsWFUjUs6DA
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