
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第20回日本循環器看護学会学術集会 
趣意書・募集要項 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会期：2023年9月16日（土）～2023年9月17日（日） 

会場：オンライン開催/オンデマンド配信あり 

学術集会長：山田 緑（共立女子大学 看護学部 成人看護学） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ご挨拶 

謹啓 

 

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、交流集会、セミナー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、この学会が実り多く、

皆様にとりまして価値あるものになりますよう、開催に向けて学術集会長、企画委員一同、渾身の努

力を重ねていく所存です。 

 

つきましては、本学術集会の趣旨にご賛同いただき、本学術集会が実りある成果を挙げられますよ

う、各方面からご支援賜りたく存じます。貴社におかれましては諸事ご多端のところ誠に恐縮ではご

ざいますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 

2022年10月吉日 

謹白 

 

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 教授) 

  



開催概要 
 

１．会議の名称   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．後援 東京都千代田区(予定)、東京都看護協会(予定) 

 

４．主催責任者 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 教授) 

 

５．顧問      山下 武志（心臓血管研究所 所長） 

 

６．会期 2023年9月16日(土)・17日(日)  

 

７．会場 オンライン開催 
 

８．メインテーマ CONNECT～循環器看護の力～ 

 
９．開催の目的 循環器病に関する健康問題について市民と医療者（医療の提供者）が協働し

ともに問題可決にあたること、循環器病に関する看護学の発展を図り、広く

知識・技術の交流に努め、もって市民の健康と福祉に貢献できる看護実践を

行うことを目的とする。 

 
10．参加予定人数  約1,600人 

 

11．プログラム      学術集会長講演、特別講演、基調講演、教育講演、共催セミナー、 

シンポジウム、交流集会、教育セミナー、一般演題、市民公開講座他 

 

12．企画委員    齊藤 奈緒（宮城大学） 

池亀 俊美（榊原記念病院） 

若林 留美（東京女子医科大学病院） 

落合 亮太（横浜市立大学） 

小泉 雅子（東京女子医科大学） 

伊東 紀揮（ゆみのハートクリニック） 

藤村 朗子（東京医療保健大学）※事務局長兼務 

           佐藤 麻美（心臓血管研究所付属病院）※事務局兼務 

           片平 伸子（国際医療福祉大学大学院）※事務局兼務 

山田 亨 （東邦大学医療センター大森病院）※事務局兼務 

戸沢 智也（獨協医科大学）※事務局兼務 

 



13．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  

本総会における各種ご協賛のお申し込みに関し、日本製薬工業協会策定の「企業活動と医療機関

等の関係の透明性ガイドライン」および日本医療機器産業連合会策定の「医療機器業界における医

療機関等との透明性ガイドライン」に基づき、「共催企業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、学術集会等の会合開催にかかる費用を情報公開することについて同意

します。 

 

14. 運営事務局：〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-5 共同通信会館4F 

株式会社インターグループ内 

第20回日本循環器看護学会学術集会 運営事務局 

TEL：03-5549-6915 FAX：03-5549-3201 

Email: jacn2023@intergroup.co.jp 
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共催セミナー募集要項 
 

 

■募集概要 

（１）名称：第20回日本循環器看護学会学術集会 

（２）会期：2023年9月16日（土）～17日（日） 

      ※オンデマンド配信については追ってご連絡いたします。 

（３）共催費：１社につき363,000円（税込） 

（４）募集枠：6枠 各会場最大500名視聴可能 

開催日 名称 共催費 

2023年9月16日（土） 

12:00-13:00（予定） 

共催セミナー1 

363,000円（税込） 

共催セミナー2 

共催セミナー3 

2023年9月17日（日） 

12:00-13:00（予定） 

共催セミナー4 

共催セミナー5 

共催セミナー6 

■共催費に含むもの 

①Zoom Webinarを使用したセミナーの機材費、アカウント使用料、およびライブ・オンデマン

ド配信費 

※システム内でテキストベースでの質疑応答は可能です。 

※オンデマンド配信の有無は各企業様に一任いたします。 

※セッション開始30分前からご入室いただけます。 

②本会の手配原則に基づき配信基地に配置されているスタッフの人件費 

例：Zoomオペレーターなど 

③学術集会参加（視聴）用ID・パスワード 、プログラム冊子 １冊 

※プログラム冊子は会期後に郵送いたします。 

 

■共催費に含まないもの 

①座長・演者への謝金、交通費、宿泊費など 

②配信にあたり、本会の手配原則以外に必要になる機材、スタッフ等、一切の経費 

 

■申込方法 

（１）お申込み方法 

既定の申込書（別紙）に必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにて事務局へ送付してく

ださい。申込書をお送りいただく際には、送信・受信エラー等により申込書が届かない場

合がございますので、送付いただきましたら電話やE-mailにてご連絡・ご確認をお願いい

たします。お申込み後に企業展示費を請求いたします。請求書に記載いたします振込口座

へ期日までにお振込みください。 

※振込手数料は貴社にてご負担ください。 

※手形によるお支払いはお受けできません。 

 

（２）申込期限： 2023年4月28日（金） 

 

（３）申込取り消し：出展者のご都合による出展申込の取り消しは原則としてできませんので、 

予めご了承下さいますようお願い申し上げます。 

 

（４）申込先 

第20回日本循環器看護学会学術集会運営事務局 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-5 共同通信会館4F 

株式会社インターグループ内 

TEL: 03-5549-6915 FAX: 03-5549-3201 

Email: jacn2023@intergroup.co.jp



企業展示募集要項 
 

 

■募集概要 

（１）名称：第20回日本循環器看護学会学術集会 

（２）会期：2023年9月16日（土）～17日（日） 

※オンデマンド配信については追ってご連絡いたします。 

（３）展示会場：本学術集会HP・WEB視聴サイト内 

（４）出展対象：医療機器、検査機器、医療情報機器、システム、医薬品、書籍 

（５）出展物：出展対象に記載された範囲のもの、および事務局の認めたものとします。本学術

集会の展示としてふさわしくないもの、また本学術集会の趣旨にそぐわないと事

務局が判断した場合は、出展をお断りする場合がございますので、予めご了承下

さい。 

（６）出展料金：１社につき165,000円（税込） 

※バナーの配置は、運営事務局に一任ください。 

※情報をいただいた企業様より随時掲載させていただきます。 

（７）募集小間数：企業展示 10社（予定） 

 

■申込方法 

（１）お申込み方法 

既定の申込書（別紙）に必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにて事務局へ送付してく

ださい。申込書をお送りいただく際には、送信・受信エラー等により申込書が届かない場

合がございますので、送付いただきましたら電話やE-mailにてご連絡・ご確認をお願いい

たします。お申込み後に企業展示費をご請求いたします。請求書に記載いたします振込口

座へ期日までにお振込みください。 

※振込手数料は貴社にてご負担ください。 

※手形によるお支払いはお受けできません。 

 

（２）申込期限：2023年6月30日（金） 

 

（３）未承認医療用具の展示 

未承認医療用具等を展示する場合は、厚生労働省に必要書類を提出してください。その際

に、添付する主催者からの出展要請書は、開催3週間前までに必要事項を予めご記入の上、

運営事務局にご提出いただければ、内容確認のあと主催者印を捺印し、ご返送いたします。 

 

（４）申込取り消し：出展者のご都合による出展申込の取り消しは原則としてできませんので、 

予めご了承下さいますようお願い申し上げます。 

 

（５）申込先：第20回日本循環器看護学会学術集会運営事務局 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-5 共同通信会館4F 

株式会社インターグループ内 

TEL: 03-5549-6915 FAX: 03-5549-3201 

Email: jacn2023@intergroup.co.jp 
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■掲載場所 

第20回日本循環器看護学会学術集会HPに企業様バナーを設置、クリックすると各社の情報が閲

覧できる仕様といたします 。 

※会期前よりクリックできるよう設定し、お申込み後情報が揃った企業様より掲載させていた

だきます。 

※学術集会開催期間中はWEB視聴サイト内で閲覧できるようにいたします。 

 

■ご提出いただくもの 

・貴団体ウェブサイトまたは動画へのリンク 

・貴団体の動画 

・企業ロゴ×1 

・チラシ等のPDFファイル×3（最大3つ） 

 

■ご提出期日：2022年7月28日（月） 

 

■リンク先のイメージ図 

  

 

 

 

 

                              

 

動画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※バナーから直接サイトへのリンク直結をご希望の場合は別途ご相談ください。 

 

 

 

 

 

学会名 

企業名 

PDF 

（最大3枚） 

URL 

（ボタンの文言の 

変更可能） 

 



 

プログラム小冊子広告
掲載募集要項 

 

 

■募集概要 

（１）媒体名：第20回日本循環器看護学会学術集会プログラム小冊子 

 

（２）規格：A5判 

 

（３）部数：1,600部（予定） 

 

（４）配布対象者：学術集会参加者 

 

（５）制作費：1,800,000円（税込） 

 

（６）広告掲載料・募集数： 

①表２（モノクロ）132,000円（税込）× １社 

②表３（モノクロ）110,000円（税込）× １社 

③表４（カラー）165,000円（税込）× １社 

④後付１ページ（モノクロ） 55,000円（税込）× 14社 

※表２・表３・表４については、原則として先着順とします。 

 

■申込期限：2023年7月28日（月） 

 

■掲載順について 

（１）後付広告の掲載順については、主催者にご一任ください。 

 

（２）主催者の許可なく掲載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ご遠慮ください。 

 

■広告版下の提出について 

（１）データフォーマット：A5判の印刷に耐える解像度の縦位置のイラストレータ（ai）

アウトライン化データ＋PDF  

 

（２）提出メディア：CD-R、またはデータ（ギガファイル便等を利用してメールでご送

付ください。） 

 

（３）提出先：第20回日本循環器看護学会学術集会運営事務局 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-5 共同通信会館4F 

        株式会社インターグループ内 

        TEL：03-5549-6915 FAX：03-5549-3201 

        Email: jacn2023@intergroup.co.jp  

 

（４）提出期限：2023年7月28日（月） 

 

 

 

 

 



 

         幕間CMスポンサー募集要項 
 

 
■募集概要 

（１）名称：第20回日本循環器看護学会学術集会 

（２）会期：2023年9月16日（土）～17日（日） 

（３）募集枠：幕間スポンサー 10枠（予定） 

（４）出展料金 

 

募集枠 出展料金 放映時間 放映回数 

5枠 110,000円（税込） 40秒 最低保証放映回数5回 

5枠  55,000円（税込） 20秒 最低保証放映回数5回 

 

※本学術集会のセッション間の空き時間に貴社提供の動画CMを放映予定 

 

■申込方法 

（１）お申込み方法：既定の申込書（別紙）に必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにて事 

務局へ送付してください。申込書をお送りいただく際には、送信・受信エラー等により申

込書が届かない場合がございますので、送付いただきましたら電話やE-mailにてご連絡・

ご確認をお願いいたします。お申込み後に出展内容を確認の上、企業展示費をご請求いた

します。請求書に記載いたします振込口座へ期日までにお振込みください。 

※振込手数料は貴社にてご負担ください。 

※手形によるお支払いはお受けできません。 

 

（２）申込期限：2023年7月28日（月） 

 

（３）申込取り消し：出展者のご都合による出展申込の取り消しは原則としてできませんので、 

予めご了承下さいますようお願い申し上げます。 

 

（４）申込先：第20回日本循環器看護学会学術集会運営事務局 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-5 共同通信会館4F 

TEL: 03-5549-6915 FAX: 03-5549-3201 

Email: jacn2023@intergroup.co.jp 

 

■データの提出について 

（１）形式 

・データ形式：mp4 

・再生画角：16：9  

・内容：学会で流された既存の商品映像や自社商品の紹介・共催セミナー、自社 企画 

の告知など（※未承認品など、薬機法に関わるものはお請けできません。） 

   ・音声のボリュームについて 

目安として作成されたデータをご自身のPCで音量50%の状態で再生し、十分聞こえること、

音が割れていないことを確認してください。 

※上記以外のデータ形式については運営事務局までお問合せください。 

※映像データが規定の時間（40秒、20秒）を超えていた場合は途中であっても再生いたし

ませんので、決められた時間内で制作ください。 

 



 

（２）提出メディア 

CD-R、またはデータ（ギガファイル便等を利用してメールでご送付ください。） 

 

（３）提出先 

第20回日本循環器看護学会学術集会運営事務局 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-5 共同通信会館4F 

TEL: 03-5549-6915 FAX: 03-5549-3201 

Email：jacn2023@intergroup.co.jp 

 

（４）提出期限：2023年7月28日（月） 

 



             寄附募集要項 
 

 

■寄付を必要とする理由 

本学術集会には約1,000名の参加が予想され、会議開催の準備、運営に関する経費は、本来なれ

ば参加者から徴収する参加費などで賄うべきものです。しかしながら、諸経費高騰の世情もあり、

また、参加者が個人で負担できる金額にも限界があることから、必要経費の相当額は関係各位な

らびに諸企業からのご援助に頼らざるをえないのが実情です。よって、参加費、協賛費などの収

入を除く1,000,000円を寄付金により充当したいと考えます。 

 

■寄付金募集要項 

（１）募金の名称：第20回日本循環器看護学会学術集会 

 

（２）募金責任者：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 教授） 

 

（３）募金目標額：1,000,000円 

 

（４）募金の対象先：製薬企業、医療機器メーカー、医療機関、関連団体、有志 

 

（５）募 集 期 間：2022年11月1日（月）～2023年9月15日（金） 

 

（６）寄付金の用途：第20回日本循環器看護学会学術集会の準備・運営経費 

 

（７）免税措置：なし 

 

（８）支払方法：下記の口座にお振込みをお願い致します 

銀 行 名：三菱UFJ銀行 

支 店 名：大阪駅前支店（067） 

口座番号：0271350 

預金種目：普通 

口座名義：第20回日本循環器看護学会学術集会 学術集会長 山田緑 

(ﾀﾞｲﾆｼﾞｭｯｶｲﾆﾎﾝｼﾞﾕﾝｶﾝｷｶﾝｺﾞｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ ｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲﾁﾖｳ ﾔﾏﾀﾞﾐﾄﾞﾘ) 

 

※恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担願います。 

※寄附金に対する免税借置はご用意しておりませんので予めご了承ください。 

※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。 

 

（９）寄付金公表の許可 

拠出いただきました寄付金を各社が公表することについて了承いたします。 


