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ご挨拶  

 
このたび第20回日本循環器看護学会学術集会を2023年9月16日（土）・17日（日）に、オンライン

にて「CONNECT～循環器看護の力」をテーマに開催させていただくことになりました。 

今回、第20回という記念すべき学術集会長を拝命するにあたり、私自身のこれまでを振り返った時

に、「つながり」というキーワードが浮かびました。人生の様々な岐路で、いろいろな方々との出

会いから成長し、今の私があるのだと考えています。 

 

CONNECTには、接続する・つなげるという意味があり、過去と未来、世界、そして、すべてのもの

をつなげるという思いを込めて、この学術集会が循環器看護のつながりを感じながら、人と人、世

代と世代、地域と地域を結びつけるような原動力となるよう尽力したいと思っております。 

 

学術集会開催時の新型コロナウイルスの感染状況が不確定であることから、天候に左右されず、

遠方の方も気軽に参加しやすいオンラインでの開催を予定しております。ライブ配信だけではなく、

オンデマンド配信も組み合わせることで、いつでも、どこでも、何度でも視聴できるという利点を

生かし、ご関心のあるプログラムをすべて体験できる効果を期待しています。 

 

わが国において循環器病は三大死因の1つであり、医療費に占める割合は最多となっています。救

急医療体制の整備や医療技術の進歩により、患者さんの生命予後やQOLは改善していますが、一方で

超高齢化社会の到来により、心不全や重複障害をもつ方が増加しており、系統的な疾病管理や継続

的な支援が望まれています。急性期から回復期、慢性期、終末期に至るまで、多職種での連携や看

護師による専門的ケアが効果的だと言われていますが、さらなるエビデンスの集積が必要であると

考えます。 

 

メインプログラムにつきましては、特別講演として性差医療研究・実践の第一人者である天野惠

子先生や、地域での外来診療・在宅医療に注力する医療法人社団ゆみの理事長である弓野大先生か

ら講義を賜る予定です。また、日本循環器看護学会の20年の歩みを振り返る基調講演や、循環器看

護の力について取り上げたシンポジウムや交流集会・教育セミナー、全国をつなぐ企画なども予定

しております。 

 循環器看護に関係する仲間が有機的につながる機会となることを目指して、多くの方々のご参加

およびご発表を心よりお待ちしております。 

  

  
 

第 20回日本循環器看護学会学術集会  

学術集会長    山田 緑  

      （共立女子大学 看護学部 成人看護学） 



 

  

■ 開催要項  

１．学 術 集 会 名：第20回日本循環器看護学会学術集会  

２．主 催：一般社団法人日本循環器看護学会  

３．会 長：山田 緑 

（共立女子大学 看護学部 成人看護学 教授）  

４．テ ー マ：CONNECT ～循環器看護の力～ 

５．会 期：2023年9月16日（土）・17日（日） 

６．会 場：オンライン開催 

７．後 援： 

８．主要プログラム： 

・学術集会長講演         ・基調講演 

・特別講演            ・教育講演 

・教育セミナー          ・シンポジウム 

・交流集会            ・特別企画 

・市民公開講座          ・共催セミナー 

・一般演題(口演)         ・一般演題(示説)   

９．開 催 方 法：当日ライブ配信とオンデマンド配信の完全オンライン開催で開催いたします。  

 ① 当日ライブ配信          

日時：2023年9月16日（土）・9月17日（日）  

  

② オンデマンド配信          

配信期間：2023年10月8日（土）～2023年1月10日

(火)期間中は、お好きな時間に、何度でもご視聴

いただけます。  

※一部のプログラムを除き事後オンデマンド配信予定です。 

 

 

開催要項  

② オンデマンド配信          

配信期間：2023年10月8日（土）～2023年1月10日(火) 

期間中は、お好きな時間に、何度でもご視聴いただけます。  

 

 



 

  

１．学術集会の参加登録費期間と参加費  

          

 

参
加
登
録
費 

登録期間 会員 

（不課税） 

非会員 学生 

前期:  5/1（月）～9/15（金） 9,000 円 10,000 円 3,000 円 

*大学院生は除く 
後期: 9/16（土）～10/31（火） 10,000 円 11,000 円 

  【注意事項】    

前期登録でお申込みの場合は 9 月 15 日（金）23：59 までに参加登録を済まされた場合に限りま

す。 

9 月 1 6日（土）以降は後期参加登録になりますのでご注意ください。  

 

２．参加登録方法  

 ・第20回日本循環器看護学会学術集会ホームページ「参加登録のご案内」からオンラインで参加申込を

行ってください。  

・お支払いはクレジット決済のみとなります。  

・クレジットでの決済が完了しますと参加申込が完了となり、マイページをお知らせする自動メールが

送られてきますので、必ずご確認ください。  

・銀行振込をご希望の場合は運営事務局にお問合せください。 

※入金確認にお時間要す場合がございますので、予めご了承ください。  

・参加登録方法に関しての詳細情報は学術集会ホームページに案内をいたします。5月 1 日（月）以降

ホームページで詳細をご確認ください。 (http://square.umin.ac.jp/jacn2023/registration.html) 
 

 
 

 

■ 参加登録に関するお問い合わせ先■  

第20回日本循環器看護学会学術集会運営事務局 

株式会社インターグループ内 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-5  

共同通信会館4F 

TEL：03-5549-6909 FAX：03-5549-3201 

E-mail: jacn2023@intergroup.co.jp 

 

    

参加登録  

http://square.umin.ac.jp/jacn2023/registration.html
mailto:jacn2023@intergroup.co.jp


単位取得   
 

  

■ 心臓リハビリテーション指導士の皆様へ  

日本循環器看護学会学術集会出席により認定更新単位５単位が取得できます。  

単位の登録は本学会会場では受付けておりません。認定更新の申請時に本学会発行の参加証兼領収書が必

要となります。大切に保管ください。  

申請方法等は、日本心臓リハビリテーション学会ホームページ又は日本心臓リハビリテーション学会事務

局へご確認、お訊ねください。  

 

・心臓リハビリテーション指導士資格更新に関するお問い合わせ先  

日本心臓リハビリテーション学会事務局（平日のみ）9：30～17：00  

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 2—23—1-260 Tel：03-

6300-7977 Fax：03-6300-7966    

 

  ■循環器病予防療養指導士 

  日本循環器看護学会学術集会出席により認定更新単位1単位が取得できます。 

 認定更新の申請時に本学会発行の参加証兼領収書が必要となります。大切に保管ください。 

申請方法等は、循環器病予防療養指導士ホームページ又は循環器病予防療養指導士認定試験事務局へご確認、 

お訊ねください。 

 

・循環器病予防療養指導士 認定更新に関するお問い合わせ先 

循環器病予防療養指導士認定試験事務局（平日のみ）10：00～17：00 

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目28番8号 日内会館2階 （日本高血圧学会内） 

E-mail ：sidousi@jpnsh.jp 

Tel： 03-6801-9786 

 

■ 健康運動指導士及び健康運動実践指導者の皆様へ  

日本循環器看護学会学術集会出席により登録更新に必要な単位 3 単位が取得できます。  

登録更新の申請時に、以下の 2 資料が必要となります。大切に保管ください。  

本学会発行の参加証兼領収書  

登録更新に係る認定講習会受講証明書 

申請方法等は、健康・体力づくり事業財団ホームページまたは健康・体力づくり事業財団指導者支援

部へご確認、お訊ねください。  

 

・健康運動指導士及び健康運動実践指導者登録更新に関するお問い合わせ先 

公益財法人 健康・体力づくり事業財団  

〒105-0021 東京都港区東新橋 2-6-10 大東京ビル７階指導者

支援部 TEL：03-6430-9115  

mailto:sidousi@jpnsh.jp


 

  

下記のとおり、指定演題の抄録の提出、ならびに、公募演題（一般演題（口演）、一般演題（示説）、交流

集会）の募集を開始いたします。  

  

１．演題募集期間  

2023 年2月 1日（水）～5 月 31日（水）23:59  

  

２．演題応募方法  

大会ホームページ「演題募集のご案内」よりご応募ください。

(http://square.umin.ac.jp/jacn2023/cfa.html)  

  

 

  

３．公募演題  

公募 01． 一般演題（口演） 

公募 02． 一般演題（示説）  

公募 03． 一般演題（どちらでも可）  

※公募演題の採否、発表日時等は、第 20 回学術集会会⾧にご一任ください。  

※一般演題のみ優秀演題審査応募資格があり、優秀演題に選考された場合は口演となります。 

公募 04．  交流集会 

  

 

４．公募演題の応募資格について  

・発表者（筆頭演者）および共同研究者（共著者）はすべて 

一般社団法人日本循環器看護学会の正会員に限ります。  

・発表者は共同研究者全員の会員番号および 2023 年度の会費納入をご確認ください。  

・非会員の方は、演題申込時までに、入会手続きおよび 2023 年度までの会費の払い込みをすませてください。  

・入会手続きについては日本循環器看護学会ホームページをご参照ください。  

・演題応募に際しては会員番号の入力が必要です。申請中の場合、仮会員番号として「99（2 桁）」   

と入力してください。演題募集期間中に会員番号が取得できた場合は、 

演題応募画面の「確認・修正」画面上で速やかに正規の会員番号に置き換えてください。  

・2023 年度の事業年度は、2023 年 8 月から 2024 年 7 月となります。 

2023 年度の会費は、8 月上旬に送付される振込用紙にて必ず払い込みを済ませてください。  

・演題登録の時点で発表者・共同研究者が日本循環器看護学会の正会員への入会手続きをすませていない場合、 

その演題は採用されません。  

・演題は発表当日の時点で未発表のものに限ります。二重投稿はご遠慮ください。  

・発表者としての申込みは、 一人2題まで に限ります。 

  

５．公募演題の採択について  

演題の採否、および発表日時・発表領域、発表形式（口演・示説）は第 20 回学術集会長にご一任ください。演題

応募時に登録された E-mail アドレス宛てに 7 月下旬までに通知します。優秀演題審査委員会により選考された 

演題募集要項  

http://square.umin.ac.jp/jacn2023/cfa.html


優秀演題審査応募者にも同様に通知し、会場での最優秀演題審査会で発表していただきます。  

＜ご注意ください！＞  

迷惑メール設定等されている場合には、第20回日本循環器看護学会学術集会のドメイン（inergroup.co.jp）を受信

設定いただきますようお願いいたします。  

学会発表時までに入会手続き・会費払い込み（2021 年度と 2022 年度の 2 年分）が終了していない共同研究者が

いた場合、その演題の発表は取り下げになります。  

 

６．一般演題カテゴリー  

  

01．急性期看護  08．看護倫理  

02．周手術期看護（カテ後含む）  09．看護管理  

03．慢性期看護    10．看護教育  

04．終末期看護  11．家族ケア 

05．患者・家族指導  12．精神的ケア  

06．地域連携  13．チーム医療  

07．在宅支援  14. その他 

  

７．抄録作成要項  

筆頭著者  ・発表者を「筆頭著者」にしてください。  

著者数・所属機関数  

 

・著者数：筆頭著者と共著者合わせて 10 名以内  

・所属機関数：10 施設以内  

文字数制限  ・演題名：全角 80 文字  

・抄録本文：全角 500 文字  

※制限文字数を超えますとご登録いただけません。  

※半角の英数字は 2 文字で全角 1 文字とします。  

※改行を多用すると抄録集の印刷スペースが不足となりますので、最小

限にとどめてください。  

抄録本文の作成  ・抄録本文は、最初にご自身のパソコン（テキスト形式）で作成し、コピー
機能を使って抄録本文用の枠内にペーストすることをお勧めします。  

・抄録本文内で図表を使用することはできません。  

入力の際の注意事項  ・英字および数字は、半角で入力してください。  

・①  ② ③のような丸付き数字は使用できません。  

・ⅠⅡⅢのようなローマ数字は使用できません。英字（半角大文字）の組み
合わせで II VI XI のように入力してください。  

・α β γ 等を使用するときは &alpha;   &beta;   &gamma;（すべて半角
文字を使用してください。その他の特殊文字につきましては、こちらをご
確認ください。  

・タイトルおよび抄録本文で上付き文字、下付き文字、イタリック文字、ア
ンダーラインなどを使用する際は、書式を変更したい範囲をそれぞれ  

<SUP></SUP>、<SUB></SUB>、<I></I>、<U></U>（すべて半角文字）で挟ん

でください。  

 



 ・行の途中で改行したい場合は、改行する文の冒頭に<BR>（すべて半角文字）を入力

してください。  

・不等号「＜」「＞」は全角文字を使用してください。  

・登録商標マーク（®）を入力する場合は    <SUP>&reg;</SUP>（すべて半角文字）

と入力してください。  

（「○○○<SUP>&reg;</SUP>」と入力すると「○○○®」と表示されます。）  

パスワードの設定と管

理、登録の完了  

・登録した抄録を確認・修正するためのパスワード（半角英数文字6～8 文字） を

入力してください。  

・登録が終了しますと「登録番号（10000 番台）」が自動発行されます。登録番号

の発行をもって演題応募は終了です。画面に登録番号が表示されない場合は受け

付けられていませんのでご注意ください。  

・発行された「登録番号」と「パスワード」は必ず控えておいてください。第三者

の閲覧、悪用を防止するため、登録番号とパスワードの問い合わせには一切応じ

られませんので、ご注意ください。  

・ご登録いただいた E-mail アドレスに登録完了通知メールが送信されます。届き

ましたら必ず登録内容をご確認ください。  

・登録完了通知メールが送られてこない場合は、E-mail アドレスの入力ミスの可能

性があります。演題応募画面の「確認・修正」画面上で正しく入力されているか

をお確かめください。携帯電話のメールアドレスには通知が届かな 

い可能性がありますので使用しないでください。  

抄録内容の修正・削除  ・登録された抄録は確認画面上で修正することが可能です。演題応募受付期間内で

あれば、「登録番号」と「パスワード」を入力することにより、何度でも修正・

確認していただけます。また、削除することも可能です。  

・修正の際は新規登録しないでください。同一演題が重複登録されてしまいま 

す。  

  

８．抄録提出・演題応募時の注意事項（指定演題・公募演題共通）  

・UMIN オンライン演題登録システムでご利用になれるブラウザについては、UMIN 演題登録画面上部 の

ご案内をご確認ください。ご案内のブラウザ以外は使用しないでください。各ブラウザは最新バー ジ

ョンの使用を前提としています。  

・UMIN オンライン演題登録システムについてご不明な点は、まずUMIN オンライン演題登録システム 

FAQ でご確認ください。  

・締切直前はアクセスが集中し、回線が混雑することにより、演題登録に支障をきたすことも予想され

ますので、余裕をもってご応募ください。  

・抄録提出・演題応募に関するお問い合わせは運営事務局までお寄せください。  

  

９．利益相反（Conflict of Interest：COI）  

       ・演題登録に関連する利益相反（COI）状態の有無を、抄録登録時にご申告ください。  

       ・発表スライドの最初（または演題・発表者などを紹介するスライドの次）に所定の様式により開示

してください。  

        ・一般演題（示説）の場合は、最後に所定の様式により開示してください。  



・所定の様式は第20回日本循環器看護学会学術集会ホームページ「利益相反（COI）」から 

ダウンロード 願います。  

  

【利益相反とは】  

COIとは、具体的には、外部との経済的な利益関係等によって、 

公的研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる、又は損なわれるのではないかと 

第三者から懸念が表明されかねない事態をいう。 公正かつ適正な判断が妨げられた状態としては、 

データの改ざん、特定企業の優遇研究を中止すべきであるのに継続する等の状態が考えられる 

（厚生労働科学研究における利益相反の管理に関する指針、平成 30 年 6 月 26 日）。  

 外部との経済的な利益関係とは研究者が報告対象企業の顧問職等で報酬を得ている場合や，企業や団体

からの謝金や研究助成金，機器や物品の提供，株式等何らかの金銭的な価値を持つものが含まれる。 

しかし公的機関から支給される謝金等は経済的利益関係等には含まれない。  

該当するかの基準については「COI の自己申告基準」を参照ください。  

  

 

                    

 

■ 演題登録に関するお問い合わせ先■  

第20回日本循環器看護学会学術集会運営事

務局 

株式会社インターグループ内 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-5  

共同通信会館4F 

TEL：03-5549-6909 FAX：03-5549-3201 

E-mail: jacn2023@intergroup.co.jp 
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