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1

公益社団法人
日本看護科学学会

鎌倉 やよい

113-0033

東京都文京区本郷3-37-3
富士見ビル201

03-5805-1280

03-5805-1281

office@jans.or.jp

2

一般社団法人
聖路加看護学会

松谷 美和子 104-0044

東京都中央区明石町10-1
聖路加国際大学内
聖路加看護学会事務局

03-3543-6391

03-5565-1626

slnr@slcn.ac.jp

3

一般社団法人
日本がん看護学会

雄西 智恵美

550-0001

大阪府大阪市西区土佐堀1丁目1番23号 コ
ウダイ肥後橋ビル3階D号室 日本がん看護
学会事務局

06-6447-2877

info@jscn.or.jp

森本 悦子

http://jscn.or.jp/

4

一般社団法人
日本看護学教育学会

佐藤 紀子

100-0003

東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイド
ビル9F (株)毎日学術フォーラム内

03-6267-4550

03-6267-4555

maf-jane@mynavi.jp

佐藤 紀子

http://www.jane-ns.org

5

一般社団法人
日本看護管理学会

上泉 和子

150-0013

東京都渋谷区恵比寿3-29-17サンシティービ
ル201号室 一般社団法人日本看護管理学
会 管理事務所

03-6721-6803

03-6721-6823

kaikei@janap.jp

上泉 和子

http://janap.umin.ac.jp

6

一般社団法人
日本看護研究学会

宮腰 由紀子

170-0002

東京都豊島区巣鴨1-24-1－４F ㈱ガリレオ
学会業務情報化センター内 一般社団法人
日本看護研究学会事務局

03-3944-8236

03-5981-9852

g027jsnrmng@ml.gakkai.ne.jp

宮腰 由紀子

http://www.jsnr.jp

7

一般社団法人
日本救急看護学会

松月みどり

164-0001

東京都中野区中野２－２－３
(株)へるす出版事業部内

03-3384-8030

03-3380-8627

jaen@herusu-shuppan.co.jp;
平田・今成
jaen-adm@umin.ac.jp

http://jaeｎ.umin.jp

8

一般社団法人
日本クリティカルケア看
護学会

山勢 博彰

164-0001

中野区中野2-2-3 株式会社へるす出版事
業部内
一般社団法人日本クリティカルケア看護学会
事務局

03-5312-7433

03-5312-7434

jaccn_jimu@herusushuppan.co.jp

http://jaccn.umin.jp/

9

一般社団法人
日本公衆衛生看護学会

麻原 きよみ

602-8048

京都市上京区下立売通小川東入る西大路
町146番地 中西印刷(株)内

075-415-3661

075-415-3662

japhn@nacos.com

10

一般社団法人
日本小児看護学会

奈良間 美保

〒1000003

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイド
ビル
株式会社毎日学術フォーラム内

03-6267-4550

03-6267-4555

maf-jschn@mynavi.jp

山本 則子

松谷 美和子

今成・石坂

http://jans.umin.ac.jp/

http://slnr.umin.jp/

http://plaza.umin.ac.jp/~JA
PHN/

堀田法子

http://jschn.umin.ac.jp/

11

一般社団法人
日本助産学会

高田 昌代

170-0002

東京都豊島区巣鴨1-24-1 第2ユニオンビル
４階 ㈱ガリレオ学会業務情報化センター内
一般社団法人日本助産学会事務局

03-5981-9826

03-5981-9852

g019jammng@ml.gakkai.ne.jp

高田 昌代

http://square.umin.ac.jp/ja
m/

12

一般社団法人
日本精神保健看護学会

永井 優子

162-0801

東京都新宿区山吹町358-5
アカデミーセンター

03-5389-6254

03-3368-2822

japmhn-post@bunken.co.jp

荻野 雅

http://www.japmhn.jp/

13

一般社団法人
日本創傷・オストミー・失
禁管理学会

田中 秀子

169-0072

東京都新宿区大久保2丁目4番地12号 新宿
ラムダックスビル（株）春恒社 学会事業部内
日本創傷・オストミー・失禁管理学会事務局

03-5291-6231

03-5291-2176

etwoc@shunkosha.com

田中 秀子

http://www.jwocm.org/

14

一般社団法人
日本地域看護学会

宮﨑 美砂子

162-0825

東京都新宿区神楽坂4-1-1
（株）ワールドプランニング内
日本地域看護学会事務センター

03-5206-7431

03-5206-7757

ckango@zfhv.ftbb.net

筒井 愛

http://jachn.umin.jp/

15

一般社団法人
日本糖尿病教育・看護
学会

稲垣 美智子

170-0002

東京都豊島区巣鴨1-24-1 第2ユニオンビル
4F(株)ガリレオ学会業務情報化センター内
一般社団法人 日本糖尿病教育・看護学会
事務局

03-5981-9824

03-5981-9852

g015jadenmng@ml.gakkai.ne.jp

稲垣 美智子

http://jaden1996.com/

16

一般社団法人
日本母性看護学会

鈴木 幸子

170-0002

東京都豊島区巣鴨1-24-1 第2ユニオンビル
4F(株)ガリレオ学会業務情報化センター内
一般社団法人 日本母性看護学会事務局

03-5981-9824

03-5981-9852 g031jsmn-mng@ml.gakkai.ne.j

大月 恵理子
定方 美恵子

http://bosei.org/

17

一般社団法人
日本循環器看護学会

吉田 俊子

112-0012

東京都文京区大塚5－3－13 小石川アーバ
ン４F 一般社団法人学会支援機構内

03-5981-6081

03-5981-6012

jacn@asas-mail.jp

山下 穣

http://www.jacn.jp/

18

高知女子大学看護学会

野嶋 佐由美

781-8515

高知県高知市池2751-1
高知県立大学看護学部内

088- 847-5524

088- 847-5524

kwuaonaddress@cc.ukochi.ac.jp

有田直子

http://www.kochiwu.ac.jp/~nsgakkai/index.h
tml

19

千葉看護学会

石丸 美奈

260-8672

千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
千葉大学看護学部内

043-226-2426

043-226-2426

cans-adm@umin.ac.jp

石丸 美奈

http://cans.umin.jp/

20

日本アディクション看護
学会

森 千鶴

152-8558

東京都目黒区東ケ丘2-5-1
東京医療保健大学東が丘・立川看護学部
田中留伊 研究室内

03-5779-5032
（内線506）

jadict-office@umin.ac.jp

田中 留伊

http://plaza.umin.ac.jp/~jad
dictn/

21

日本運動器看護学会

吉田 澄恵

113-0033

東京都文京区本郷4-1-5 石渡ビル5F 株
式会社アクセライト内

03-6801-6180

03-6801-6180

jsmn@accelight.co.jp

http://www.jsmn.jp

22

日本家族看護学会

野嶋 佐由美

100-0003

東京都千代田区一ツ橋 1-1-1
パレスサイドビル9F (株)毎日学術フォーラム
内

03-6267-4550

23

日本看護医療学会

浅野 みどり

461-8673

名古屋市東区大幸南1－1－20名古屋大学
大学院医学系研究科 213号室「日本看護医
療学会事務局宛」

052-719-3158

24

日本看護技術学会

武田利明

169-0072

東京都新宿区大久保2丁目4番地12号
新宿ラムダックスビル9F
(株)春恒社学会事業部

03-5291-6231

25

日本看護教育学学会

野本 百合子

260-8672

千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
千葉大学大学院看護学研究科
看護教育学教育研究分野気付

26

日本看護診断学会

江川 隆子

160-0022

maf-jarfn@mynavi.jp

小野 智子

http://square.umin.ac.jp/
jarfn/

info@jsnnc.org

三尾

http://www.jsnhc.org/leftpa
ges/ask/ask.html

03-5291-2176

jsnas@shunkosha.com

武田利明

http://www.jsnas.jp/

043- 226-2397

043- 226-2397

jasne-office@umin.ac.jp

中山 登志子

http://jasne.umin.jp

東京都新宿区新宿1-15-11 イマキイレビル
㈱グローバルエクスプレス・国際会議セン
ター内

03-3352-6223

03-3352-5421

jsnd@convention-axcess.com 任

0968-75-1891

0968-75-1891

kumish@kyushu-ns.ac.jp

吉岡 久美

http://kangofukushi.sakura
.ne.jp/

http://jne.umin.jp/

03-6267-4555

和子

http://jsnd.umin.jp/

27

日本看護福祉学会

岡﨑 美智子

865-0062

熊本県玉名市富尾８８８番地
九州看護福祉大学看護福祉学部 社会福祉
学科
吉岡久美研究室

28

日本看護倫理学会

長谷川美栄子 162-0801

東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセン
ター
株式会社国際文献社内

03-5937-5644

03(3368)2822

jnea-post@bunken.co.jp

小高

29

日本看護歴史学会

佐々木 秀美

737-0004

広島県呉市阿賀南2-10-3
大学内

03-3409-0190

0823-74-5722

k-okada@hbg.ac.jp

岡田 京子

http://plaza.umin.ac.jp/~jah
sn/

30

一般社団法人
日本災害看護学会

山本 あい子

170-0002

東京都豊島区巣鴨1-24-1第２ユニオンビル4
階（株）ガリレオ学会業務情報化センター内
日本災害看護学会事務所

03-5981-9824

03-5981-9852

g034jsdnmng@ml.gakkai.ne.jp

三浦 英恵

http://www.jsdn.gr.jp/

31

一般社団法人
日本在宅ケア学会

亀井 智子

162-0825

東京都新宿区神楽坂4-1-1 オザワビル2Ｆ
（株）ワールドプランニング内 日本在宅ケア
学会事務センター

03-5206-7431

03-5206-7757

jahc@zfhv.ftbb.net

野田 智己

http://www.jahhc.com/

32

日本手術看護学会

石橋 まゆみ

113-0033

東京都文京区本郷3-19-7
本郷三宝ﾋﾞﾙ4F

jona@yacht.ocn.ne.jp

星

http://www.jona.gr.jp/index
.shtml

広島文化学園

03-3813-0485

03-3813-0539

雅美

正行

33

日本新生児看護学会

宇藤 裕子

594-1101

大阪府和泉市室堂町840
大阪母子医療センター 看護部内
日本新生児看護学会 事務局

080-4839-0071

0725-55-6701

http://www.jann.gr.jp/

34

一般社団法人日本腎不
全看護学会

佐藤 久光

231-0005

横浜市中区本町6-52 本町アンバービル
305

045- 226-3091

045- 226-3092

jinfuzen-n@giga.ocn.ne.jp 佐藤 久光

http://ja-nn.jp/

35

日本生殖看護学会

野澤 美江子

104-0044

東京都中央区明石町10-1
聖路加国際大学内
日本生殖看護学会事務局

03-5550-2293

03-5550-2293

jsin@slcn.ac.jp

三上

http://jsin.umin.jp

36

日本赤十字看護学会

高田 早苗

150-0012

東京都渋谷区広尾4-1-3
日本赤十字看護大学内

03-5485-5777

03-5485-5777

jrcsns@redcross.ac.jp

若林 稲美

http://jrcsns.umin.ne.jp/

37

日本難病看護学会

本田 彰子

156-8506

東京都世田谷区上北沢2-1-6
東京都医学総合研究所
難病ケア看護研究室

03- 6834-2290

03- 6834-2291

ushi2@gunma-u.ac.jp

牛久保美津子

http://square.umin.ac.jp/int
rac/

38

一般社団法人
日本放射線看護学会

草間 朋子

036-8564

青森県弘前市本町66-1
弘前大学大学院保健学研究科内

0172-39-5922

0172-39-5922

kidachi@hirosaki-u.ac.jp

木立るり子

http://www.rnsj.jp/web/inde
x.php

39

日本母子看護学会

齋藤益子

143-0015

東京都大田区大森西4-16-20
東邦大学医学部看護学科
家族生殖看護学研究室内

03-3762-9881

03-3766-3914

jmica2@gmail.com

山﨑 圭子

http://jmica.kenkyuukai.jp/
about/

40

日本慢性看護学会

河口 てる子

090ー0011

北海道北見市曙町664-1
日本赤十字北海道看護大学内

0157-66-3377

jscicn-office@umin.ac.jp

41

日本ルーラルナーシン
グ学会

春山 早苗

329－0498

栃木県下野市薬師寺3311－159
自治医科大学看護学部内

0285-58-7512

0285-44-7257

ynagai@ms2.jichi.ac.jp

42

一般社団法人日本老年
看護学会

堀内 ふき

162-0825

東京都新宿区神楽坂4-1-1
株式会社ワールドプランニング内
一般社団法人日本老年看護学会事務セン
ター

03-5206-7431

03-5206-7757

rounenkango@nqfm.ftbb.net 江頭 麻衣子

http://www.rounenkango.co
m/

43

北日本看護学会

塩飽 仁

980-8575

仙台市青葉区星陵町２－１
東北大学大学院医学系研究科保健学専攻
家族支援看護学講座 小児看護学分野

liaison@njans.net

杉山 敏子

http://www.njans.net

44

日本ニューロサイエンス
看護学会

大久保 暢子

http://www.jann2012.com

大久保 暢子 104-0044

東京都中央区明石町10－1 聖路加国際
大学大学院 看護学研究科

03-3543-6391(代表)03-5565-1626

宇藤 裕子

http://www.jann.gr.jp/

http://jscicn.com/

永井 優子

nobu-okubo@slcn.ac.jp

http://www.jasrun.org/

45

日本フォレンジック看護
学会

加納 尚美

46

日本産業看護学会

河野 啓子

茨城県稲敷郡阿見町阿見4669－2
300－0394 茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 029-840-2181
加納尚美研究室内
日本フォレンジック看護学会事務局 阿部 宛

807-0804

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1
産業医科大学産業保健学部看護学科
中谷啓子研究室

093-691-7160

mail@jafn.jp

093-692-0259

阿部

jaohnadmin@mbox.health.
中谷淳子
uoeh-u.ac.jp

http://jafn.jp/

http://www.jaohn.com/

