第19回日本循環器看護学会学術集会
開催趣意書・募集要項

会 期： 2022年10月1日（土）～2日（日）
会 場： 枚方市総合文化芸術センター、関西医科大学 看護学部棟
会 長： 瀬戸 奈津子
(関西医科大学 看護学部・看護学研究科 治療看護分野 慢性疾患看護学領域)

第19回日本循環器看護学会学術集会開催にあたって
謹啓
時下、貴社におかれましてはますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。
常日頃より本学ならび日本循環器看護学会の活動にご高配賜り、心より御礼申し上げます。
さて、このたび第19回日本循環器看護学会学術集会を、2022年10月1日（土）・2日（日）に枚方市総合
文化芸術センターにおいて、「臨機応変」をテーマに開催させていただきます。
2020年よりCOVID-19感染拡大という未曾有の事態に直面し、その時々の状況に応じた適切な対応が求
められてまいりました。このような中、私が日本循環器看護学会学術集会会長という大役を務める機会をい
ただけたことから、適切に任務を果たしたいと思っています。そして何より、循環器疾患患者の病状は急性期
に転じやすいため、患者さんの些細な変化を捉えて適宜予防的手段を施したり、救急車で運ばれた患者さ
んに適切な処置を施したりなど、その時々の場面や状況に応じて、適切な処置が求められているという循環
器看護の特徴がございます。これらをもとに、学術集会テーマを「臨機応変」とさせていただきました。
会場は本学に隣接し、京都にも大阪にも30分あまりの京阪枚方市駅より徒歩５分の好立地であり、2021
年春に竣工したばかりの最新設備をそなえた施設です。プログラムには、特別講演として、公社）日本看護
協会の福井トシ子会長から看護職を元気づけるメッセージを、関西医科大学健康科学教室の木村穣教
授から多職種連携の一環として心臓リハビリテーションの講義を賜る予定です。そして、大阪大学大学院医
学系研究科特任教授・大阪警察病院の澤芳樹病院長より、重症心不全患者への未来医療という夢ある
テーマにて、ご講演を賜る予定です。
また、私が長らく専門としてきた糖尿病看護に関連して、一社）日本糖尿病教育・看護学会および、一
社）日本フットケア・足病医学会との共催シンポジウム企画もございます。循環器のみならず、糖尿病、フット
ケア、クリティカルケア、慢性疾患看護等など幅広く、ご専門の方々に、ご参加いただければ幸いです。期
せずしてCOVID-19の影響で広まった学術集会のスタイルを踏襲し、学術集会終了後に長めの３ヶ月のオンデ
マンド配信も予定しております。状況に臨機応変に対応しながら、企画委員一同開催に向けて鋭意準備を
進めております。
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る次第です。
末筆ながら、貴社の益々のご発展とご繁栄を心よりお祈り申し上げます。
謹白
2022年3月吉日
第19回日本循環器看護学会学術集会
会 長 瀬戸 奈津子
（関西医科大学 看護学部・看護学研究科 治療看護分野 慢性疾患看護学領域）

開催概要
１．学 術 集 会 名： 第19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： 瀬戸奈津子
（関西医科大学 看護学部・看護学研究科 治療看護分野 慢性疾患看護学領域）

４．テ

ー

５．会

マ： 『臨機応変』
期： 2022年10月1日（土）・2日（日）
※オンライン配信： 2022年10月10日（土）～2023年1月10日（火）

６．会

場： 枚方市総合文化芸術センター、関西医科大学 看護学部棟
【本館】〒573-1191 大阪府枚方市新町2-1-60

７．後

TEL : 072-845-4910

援： 学校法人 関西医科大学、 枚方市、 公益社団法人 大阪府看護協会

８．参加予定人数： 約 1,500 名（現地参加、ウェブ参加を合わせて）
９．開 催 目 的： ①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
問題解決にあたること。
②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。
①及び②を目的に、知識・技術の普及、交流に努めること。
１０．予定プログラム： 会長講演、特別講演、教育講演、教育セミナー、シンポジウム、パネルディスカッション、
一般演題、ランチョンセミナー、コーヒーブレイクセミナー、市民公開講座他
１１. 企画委員（順不同）
宇都宮明美 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
大江 理英 （兵庫県立大学看護学部）
鷲田 幸一 （兵庫県尼崎総合医療センター）
稲垣 美紀 （摂南大学看護学部）
富山美由紀 （医療法人社団ゆみののぞみハートクリニック）
辻 佐世里 （関西医科大学香里病院看護部）
大北沙由利 （関西医科大学総合医療センター看護部）
大原 千園 （関西医科大学 看護学部・看護学研究科）事務局兼務
村内 千代 （関西医科大学 看護学部・看護学研究科）事務局兼務
藤本

悠 （関西医科大学 看護学部・看護学研究科）事務局兼務

１２．事 務 局 長： 大原 千園（関西医科大学 看護学部・看護学研究科）
１３．事

務

局： 学校法人 関西医科大学 看護学部・看護学研究科
〒573-1004 大阪府枚方市新町 2 丁目 2 番 2 号
TEL：072-804-0179（直通） （内線 4659） E-Mail: office@jacn2022.jp

1４．運 営 事 務 局： 株式会社 クレッシー
〒104-0052 東京都中央区月島1-8-1-915
TEL 03-6231-0307／FAX 03-5 546-0486

E-Mail: sponsor@jacn2022.jp

1５．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
本学術集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。
1６．協賛費の取り扱いについて
本学術集会では、協賛費の取り扱いを以下のように定めております。お申し込みに際しては、予めご確認
いただき、本規定に同意いただいた上でお申し込みください。
また、コロナウイルス感染拡大に伴い、開催形態を変更する場合もございます。その際は、各種協賛内
容・金額を変更 追加する場合ご相談させていただくこともありますが、予めご了承くださいますようお願い申
し上げます。
自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、ネットワーク設備の損壊、行政機
関の要請・指示・命令・規制など、主催者の責めによらない事由により、主催者が催事開催を制限・停
止することとした場合、催事に関する申込料金の一部または全部を返金しない場合があります。

ランチョンセミナー(LS)/コーヒーブレイクセミナー(CBS)
募集要項
■ 募集概要
（消費税10％込み）

タイプ
LS-A
LS-B

開催日

会場席数

10/1（土）・10/２（日）

１８０席

10/1（土）・10/２（日）

１００席

CBS-A
10/1（土）・10/２（日）
１８０席
CBS-B
10/1（土）・10/２（日）
１００席
*参加者は現地会場参加他、ウェブでの視聴参加となります。

共催費用
550,000
440,000

440,000
330,000

*会場はLS-A/CBS-Aは、枚方市総合文化芸術センター、LS-B/CBS-Bは、関西医科大学 看護学部棟
になります。
■ 共催費に含むもの
①会場使用料
②控室使用料
③本会の手配原則に基づき講演会場に常備されている映像機材、音響機材、備品などの使用料
例：スクリーン、プロジェクター、手元灯・モニター（座長席・演台）、計時回線、レーザーポインター、
マイクなど
④本会の手配原則に基づき講演会場に配置されているスタッフの人件費
⑤本会の手配原則に基づき配備されているPC受付などの使用料
⑥学術集会参加証 ２枚、プログラム冊子 １冊
⑦セミナーのライブ配信（オンデマンド配信希望の場合は別途ご相談ください。）
※講演資料の音声配信のみ、コメント入力など相互にやりとりできるシステムは含まれておりません。
※配信の有無は各企業様の一任といたします。
■ 共催費に含まないもの
下記②～⑤オプション項目については会期 1 ヶ月前頃に運営事務局より発注確認を行い、会期後に運営事
務局よりご請求申し上げます。①については共催企業様に一任いたします。
①座長・演者への謝金、交通費、宿泊費など
②スタッフ人件費 ：計時係、アナウンス係、会場照明操作係、飲食・資料配布係など
＊ご希望により別途手配いたします（有料）。
③制作物費用：会場前看板、広報告知用ポスター・フライヤーなど
＊会場前看板は統一デザインにて別途手配いたします（有料）。
＊会場前看板のお持ち込みはご遠慮ください。
④無料使用時間帯以外の控室利用料
＊ご希望により別途ご使用いただけます（有料）。ただし、ご希望に添えない場合もございますの
で、ご了承ください。
⑤控室での飲食・機材使用料など
＊ご希望により別途手配いたします（有料）。飲食のお持ち込みはご遠慮ください。
⑥参加者用飲食代
＊飲食の内容・価格および手配数は主催者にて決定します。手配数については改めてご連絡
いたします。
■ 申込期日： 2022年6月3日（金）

企業展示/カタログ展示
募集要項
■ 募集概要（予定／詳細な情報は改めてご案内いたします。）
（1）開催日時：2022年10月1日（土）・2日（日）
1日（土） 9:00～17:00 （予定）
2日（日） 9:00～16:30 （予定）
（2）会場：総合文化芸術センター
■ 申込内容
(1)小間仕様
１小間 幅1.8ｍ×奥行0.6ｍ×高さ2.1ｍ

【バックパネル:グレー】

【社名板】

W1980×H2100 mm

W900×H200mm

＜基本装備＞
小間仕様： バックパネル（後壁のみ）
〇社名板 （サイズ：タテ0.2ｍ×ヨコ1.2ｍ）
［白スチレンボードに黒シート文字・ゴシック体］
※株式会社や有限会社の表示はいたしません
複数小間で出展の場合も１社につき１枚
ロゴ指定の場合は、別途費用が発生
〇展示台（Ｗ1800×Ｄ600×700）白布付

【展示台（白布付き）
W1800 × D600 × H700
mm）

小間仕様（募集数10 小間） ： １小間あたり 165,000 円（消費税10％込み）

(2)カタログ展示

卓上カタログスタンド

＜基本装備＞
A4 サイズで1 セット・3 段置けるカタログ
スタンドで社名板を付けます。
説明員は不要です。
※事前に会場までカタログを送付手配いただき、スタンドへ
の設置・補充は大会側で行います
※展示会場に隣接した場所に設置します

【イメージ図：4 社の場合】

カタログ展示（募集数３社） ： １セットあたり 33,000 円（消費税10％込み）

■ 申込期日： 2022年7月15日（金）

■ 小間割りについて
(1)小間の割り振りについては主催者にご一任ください。
※小間位置の決定に際しては小間数、申込順、展示内容を勘案して決定します。展示内容をご記入い
ただく際には、できる限り一般名称（例：●×△検査装置）をご記入ください。
(2)主催者の許可なく小間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。
(3)申込を締め切ったのち、小間サイズやお申し込み小間数を調整する場合があります。
■ 補償
出展社およびその受託会社が他社の小間、展示物、主催者の設備、および人身等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。
また、展示会場および出展申込状況等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
によ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いただきます。
■ 注意事項
(1)展示内容が当学術集会に併設する企業展示の趣旨に合致しないと主催者が判断した場合には、申込
を保留あるいはお断りする場合がございます。
(2)薬事法未承認品の出展を検討されている場合は運営事務局までご相談ください。
(3)危険物（プロパンガスや圧縮空気）、火器、水の使用は原則として禁止です。使用をご希望の場合は運
営事務局までご相談ください。
(4)現金授受を伴う製品販売行為はご遠慮ください。
(5)申込締切後の取り消しはお受けできませんので、ご了承ください。
(6)「企業展示実施要項」は2022年8月下旬頃に送付する予定です。

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19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：1,500部（予定）
(4)配布対象者：学術集会参加者
(5)制作費：1,800,000円（税込み）
(6)広告掲載料・募集数：
① 表２（モノクロ）

132,000円（税込み）× １社

② 表３（モノクロ）

110,000円（税込み）× １社

③ 表４（カラー）

165,000円（税込み）× １社

④ 後付１ページ（モノクロ）

55,000円（税込み）× 6社

※表２・表３・表４については、原則として先着順とします。
■ 申込期日： 2022年7月15日（金）
■ 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ー（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19回日本循環器看護学会学術集会運営事務局（協賛担当）
株式会社 クレッシー
〒104-0052 東京都中央区月島1-8-1-915
TEL 03-6231-0307／FAX 03-5546-0486／sponsor@jacn2022.jp
(4)提出期限：2022年7月30日（金）

ホームページバナー広告掲載
募集要項
■ 募集概要
(1)媒 体 名：第19回日本循環器看護学会学術集会 ホームページ
(2)掲載期間： データ受信後（1週間以内）～会期終了
(3)対 象 者：学会員
(4)募 集 数：2社
(5)広告掲載料 ：88,000円（税込み）×2社
■ 申込期日： 2022年7月15日（金）
■ 掲載順について
(1)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。
■ バナーデータ提出について
(1）データフォーマット ：W260 × H65ピクセルで4 KB以内のGIF（アニメーション可）、JPEG、またはポータブル・
ネットワーク・グラフィックス（png）
(2)提 出 先：第19回日本循環器看護学会学術集会運営事務局宛
メールアドレス： sponsor@jacn2022.jp
件名：『第19回日本循環器看護学会学術集会 バナー広告データ』
(3)提出期限：2022年9月16日（金）

会場スクリーン広告掲載
募集要項
■ 募集概要
(1)媒 体 名：第19回日本循環器看護学会学術集会講演会場スクリーン広告
会期２日間を通じ、講演が開催されていないとき、全講演会場のスクリーンに企業のプロモー
ション企業名、商品名、ロゴなどのスライド（PPTファイル：静止画）を投影します。
(2)対 象 者： 学術集会参加者
(3)広告掲載料： 88,000円（税込み）×3社
静止画 全講演会場 午前・午後各１回 計4回投影いたします。
■ 申込期日： 2022年7月15日（金）
■ 映写順などについて
(1)お申し込み順にループを組ませていただきます。
(2)原則としてすべての講演会場でお申し込み企業すべてのPPTデータをループ再生する予定ですが、応募
社数により、ご提供いただく映像や再生する会場、時間帯などについては調整いたします。
(3)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PPTの提出について
(1)デ ー タ： PPT ワイド画面（１６：９）
(2)提 出 先： 第19回日本循環器看護学会学術集会運営事務局（協賛担当）
提出先アドレス： sponsor@jacn2022.jp
(3)提出期限： 2022年９月16日（金）

寄附募集要項
■ 寄付を必要とする理由
本学術集会には約1,500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19回日本循環器看護学会学術集会
(2)募金責任者：第19回日本循環器看護学会学術集会
会長 瀬戸 奈津子
（関西医科大学 看護学部・看護学研究科 治療看護分野 慢性疾患看護学領域）
(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：2021年11月1日（月）～2022年9月30日（月）
(6)寄付金の用途：第19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)申込方法：オンラインにより受付となります。
第19回日本循環器看護学会学術集会ホームページよりお申込ください。
【大会ホームページURL: http://www.jacn2022.jp /】
(9)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 ： 三井住友銀行
支 店 名 ： 枚方支店（店番号：158）
口座番号 ： 4929553
口座名義 ： 第19回日本循環器看護学会学術集会 会長 瀬戸奈津子
(ﾀﾞｲｼﾞﾕｳｷﾕｳ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 ｶｲﾁﾖｳ ｾﾄﾅﾂｺ)
※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。
(10)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。

お申し込み方法
第19回日本循環器看護学会学術集会の共催セミナー、企業展示、広告、寄付金のお申し込み方法等は、
下記の通りでございます。お申し込期日は項目によって異なりますので、ご注意下さい。

■お申し込み方法
第19回日本循環器看護学会学術集会ホームページよりお申し込み下さい。
URL： http://www.jacn2022.jp/

■共催費・出展料・広告料のお支払い方法
申込書締切後、請求書をお送りしますので、下記の口座（請求書にも記載）までお振込み下さい。
銀 行 名 ： 三井住友銀行
支 店 名 ： 枚方支店（店番号：158）
口座番号 ： 4929553
口座名義 ： 第19回日本循環器看護学会学術集会 会長 瀬戸奈津子
(ﾀﾞｲｼﾞﾕｳｷﾕｳ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 ｶｲﾁﾖｳ ｾﾄﾅﾂｺ)
■お問合せ先
第19回日本循環器看護学会学術集会 運営事務局
株式会社クレッシー
〒１０４-００５２ 東京都中央区月島１－８－１－９１５
TEL ０３-６２３１-０３０７／FAX ０３-５５４６-０４８６
E-Mail: sponsor@jacn2022.jp

