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謹啓　時下、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より日本循環器学会の活動に格別のご高配を賜り
厚く御礼申し上げます。

2018年3月23日（金）～ 25日（日）の3日間にわたり、大阪国際会議場、リーガロイヤルホテル大阪、堂島リバー
フォーラムにて第82回日本循環器学会学術集会を開催できますことを大変光栄に存じます。

これまで、私たち大阪大学の外科学講座としましては、第一外科の故曲直部壽夫名誉教授が第47回学術集会を
開催させていただきましたのち、第60回大会にて川島康生名誉教授が開催され、この度、私が3回目の第82回学
術集会を開催させていただくことになりました。

今回のテーマは、「Futurability　～明日の循環器医療を拓く～」とさせていただきました。FuturabilityはFuture
とAbilityの造語で未来の可能性を示す言葉で、大阪大学医学部附属病院の商標登録でもあります。近年、本学会は、
循環器疾患に対する薬物治療はもとよりカテーテル治療や外科治療等の集学的治療を開発し実践するエキスパート
が集い、議論することにより目覚ましい実績を挙げ、社会に大きく貢献してまいりました。しかし、世界情勢、医
療環境、医療行政や医療経済がどんどん変化し悪化する中、本領域におけるさらなる難治性疾患の克服をめざして
循環器対策の法整備も進みつつあり、次世代の循環器医療が望まれる時代が到来しており、もとより循環器学の本
質をどう考えるか、次世代の医療として、未来（Future）にむけていかに発展していくべきか、その可能性（Ability）
を考える時期に来ているものと思われます。本学術集会においては、新しい循環器学の扉を拓くべく、新しい循環
器学の最新の情報や知見はもとより、内科と外科小児科等との共創、次世代チーム医療や次世代の人材育成の在り
方を議論しつつ、これまでの循環器学とは異次元の未来型技術との融合発展をコンセプトとし、循環器学の未来の
可能性～ Futurability ～を本メインテーマとして提案させていただきました。本学術集会では「循環器学の未来の
可能性」に焦点を当て、今まさに芽吹いている新しい科学、テクノロジーから、将来その価値が創造できるような
示唆に富んだ研究の成果を発表していただき、活発な議論をしていただければと思います。

この学術集会の中で行われる展示会は、医師・研究者・コメディカルスタッフなどの参加者が循環器関連の最
新技術に触れ、また出展各社の皆様と様々な情報交換が行える大変貴重な機会となります。循環器医療・医学の向
上、さらには医療従事者のみならず医療・医学の受益者である一般の方々をも含めた社会全体の利益増進に寄与す
ることを目的としております。このような目的をご理解いただき、貴社におかれましても奮ってご出展いただきま
すようお願いする次第です。なお会場では参加者の動線を配慮し、多くの参加者に各展示ブースを訪れていただけ
るよう工夫してまいります。お力添えの程、何卒よろしくお願い申し上げます。

本大会では、美甘レクチャーにTAVIの創始者であられるAlain Cribier先生をお招きし、近年目覚ましい発達を
遂げているTAVIに関してご講演いただくことにしております。また、真下記念講演においてはiPS細胞を発明さ
れノーベル医学生理学賞を受賞されました山中伸弥先生にお越しいただき、iPS細胞に関する現状と未来に関して
ご講演いただきます。シンポジウム及びパネルディスカッション等では、新しいメッセージやディスカッションを
会員の皆様や社会に発信できるセッションづくりを考えております。特別企画としては、最近の循環器分野におけ
る臨床、基礎の最新のトピックを多数配置すると同時に、新専門医制度、若手セッション等、制度、若手教育等の
重要な問題を取り上げ、今後の循環器病学の在り方を議論し、循環器学の未来の可能性を会員の先生方とともに考
えようと思います。また、なるべく外科内科に共通した話題を取り上げていき、心臓血管外科の先生方に多数参加
していただくように、Tiron E David先生のwet laboや様々な心臓血管外科特別企画を用意しており、これまでの
心臓血管外科関連学会、日本循環器学会学術集会にはないような特徴のある大会にしようと考えております。

シンボルキャラクターとして、我々大阪大学の大先輩である手塚治虫先生のブラックジャックを採用し、また
大阪大学の大先輩で私が大ファンである司馬遼太郎先生の小説を元にした医療に関わる展示コーナーを設けて先生
方に楽しんでいただければと思っております。

大阪ならではのグルメもご用意しており、大阪大学心臓血管外科学講座全員総力で開催させていただきたいと
思っておりますので、学術集会・展示会に、何卒多くの企業・団体様にご参加いただけますようお願い申し上げます。

謹　白

2017年 7 月吉日

第82回日本循環器学会学術集会
会長　澤　芳樹

（大阪大学大学院 心臓血管外科）

ご　挨　拶
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名　　称：第82回日本循環器学会学術集会展示会

会　　期：2018年（平成30年） 3 月23日（金）～ 25日（日）

開催趣旨：�　当展示会では、循環器医学・医療の発展向上に有益と思われる最新の技術動向や医学情
報を幅広く収集・体感できる機会を提供いたします。これにより、医療従事者のみならず
医学・医療の受益者である一般の方々も含めた、社会全体の利益の増進に寄与することを
目的とします。

　　　　　 　また当展示会には学術集会参加者や出展者だけでなく、展示会の見学を希望される方に
もご入場いただけます。

出展者の要件：�　上記の開催趣旨を理解し、ご賛同いただける企業・団体様からの出展お申込みを受
け付けます。なお、単に販売促進や共同宣伝を目的とした出展はご遠慮願います。

日　　程：搬入・設置　　　 3 月22日（木）
（予　定）　展示　　　　　　 3 月23日（金）8：30～18：00
　　　　　　　　　　　　　 3 月24日（土）8：30～18：50
　　　　　　　　　　　　　 3 月25日（日）8：30～18：00
　　　　　撤去・搬出　　　 3 月25日（日）18：00～
　　　　　　　　　　　　　※ 正確な開催時間については、後日お送りする「出展マニュアル」や 

「プログラム集」にてご確認ください。

会　　場：大阪国際会議場（〒530-0005　大阪府大阪市北区中之島 5 丁目3-51）

主　　催：第82回日本循環器学会学術集会

参 加 者：約15,000名

学会概要：第82回日本循環器学会学術集会
　　　　　会　長　澤　芳樹
　　　　　　　　     （大阪大学大学院 心臓血管外科）
　　　　　会　期　2018年（平成30年）3 月23日（金）～25日（日）
　　　　　会　場　大阪国際会議場、リーガロイヤルホテル大阪

出展募集事務局：一般社団法人日本循環器学会「第82回学術集会展示会」係
　　　　　　　　担当　吉浜　正枝
　　　　　　　　〒100-0011　東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー 18Ｆ
　　　　　　　　TEL：03-5501-0862　　FAX：03-5501-9855
　　　　　　　　Email：jcstenji@j-circ.or.jp

開 催 概 要
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出展対象：医療機器　医薬品　検査機器　医療情報示説　出版物案内　書籍等

■出展スペース仕様
①パッケージ小間Aタイプ

単位　１小間2.7㎡
（W1.8m×D1.5m×H2.4m）
１小間単価 270,000円（消費税込み）
募集小間数　100小間

【基礎仕様に含まれるもの】
○バックパネル（Ｗ1.8m×H2.4m）
○展示台（W1.8m×D0.9m×H0.7m）
○社名板（W0.9m×H0.15m）
　統一書体（ゴシック体）にて表記
○照明
　蛍光灯（FL40W）

②パッケージ小間Bタイプ
　 （�出版社、非営利団体、循環器専門医研

修施設・研修関連施設のみ申込可能）
単位　１小間1.62㎡

（W1.8m×D0.9m×H2.4m）
１小間単価 108,000円（消費税込み）
募集小間数　10小間
＊ 出版社は、出版物（書籍、雑誌、

DVD、CD-ROM、ビデオ等）の見
本、出版物の案内チラシ・パンフレッ
ト、パソコンを使った出版物のデモ
などが出展できます。

＊ 医療機器、医薬品などの広報を目的
とした出展はできません。

【基礎仕様に含まれるもの】
○バックパネル（Ｗ1.8m×H2.4m）
○テーブル（W1.8m×D0.45m）
○社名板（W0.9m×H0.15m）
　統一書体（ゴシック体）にて表記
○照明
　蛍光灯（FL40W）

展示会募集要項
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③スペース小間Aタイプ
　単位　１小間１㎡
　１小間単価 89,640円（消費税込み）
　ただし、 9 小間から20小間未満までの申込みに限ります。
　募集小間数　100小間

＊展示場全体のスペースが狭いため、従来の四方空きのスペースがとれない場合があります。また、
縦横の寸法は事務局にて決めさせていただきますのでご了承ください。

④スペース小間Bタイプ
　単位　１小間１㎡
　１小間単価 86,400円（消費税込み）
　ただし20小間以上の申込みに限ります。
　募集小間数　700小間

＊展示場全体のスペースが狭いため、従来の四方空きのスペースがとれない場合があります。また、
縦横の寸法は事務局にて決めさせていただきますのでご了承ください。

⑤書籍展示販売小間
　単位　１テーブル（W1.8m×D0.6m）
　１テーブル単価 21,600円（消費税込み）
　募集小間数　100テーブル
　＊ このブースは医学系の書籍、雑誌、DVD、CD-ROMの販売のみを対象とし、それ以外の物品は

販売できません。出展申し込みの数によっては、スペースを他会場にも設けます。
＊会場スペースの関係で申込小間数を調整させていただく場合がありますのでご了承ください。
＊複数企業の合同での出展をお勧めします。
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■出展申込方法
第82回学術集会ホームページ（http://www2.convention.co.jp/jcs2018/）より申込書をダウンロー
ドの上、メールにて下記までお送りください。
　なお、出展申込書の「出展予定内容（必須）」には、先述の「開催趣旨」に沿った出展であること
がわかるように、予定されている出展内容の概要を必ず記載してください。 また、製品名は一般名称
で記載してください。お申込み受付後、申込確認の連絡をさせていただきます。

◎申込先
　〒100-0011
　東京都千代田区内幸町1-1-1�帝国ホテルタワー 18F
　　　一般社団法人日本循環器学会
　　　第82回日本循環器学会展示会事務局　担当　吉浜正枝
　TEL：03-5501-0862　　FAX：03-5501-9855　　Email：jcstenji@j-circ.or.jp

◎申込締切り
　2017年（平成29年）10月27日（金）必着

■キャンセルについて
お申し込み後のキャンセルは2017年12月 8 日（金）までにお申し出ください。これ以降のキャンセルに
つきましては、出展料金（税込価格）の50％をご請求させていただきます。
但し、小間割決定後のキャンセルはお受け出来ません。

■海外からの出展物
当展示会は保税展示場ではありませんので、各国のATAカルネ制度をご利用ください。

■薬事法未承認品の展示について
薬事法未承認医療用具を出展される場合は、第82回学術集会ホームページ（http://www2.conven 
tion.co.jp/jcs2018/）より『薬事法未承認品出展申込書』をダウンロードの上、第82回日本循環器学
会学術集会会長宛申請の手続きを行ってください。なお、ご提出は、代表者印を捺印のうえ2018年 2
月 2 日（金）迄に郵送・宅配便等でお送りください。出展に際しては、その出展品が薬事法未承認品で
あり、販売・授与が出来ない旨表示する表示板（左図をご参照ください）を出展品の前に必ず置いて

ください。表示板は、出展品１点毎に必要です。未承
認品の出展に際してのその他の遵守事項は、前述の『薬
事法未承認品出展申込書』受理後、折り返し本会より
お送りする『出展要請書』に列挙しておりますので、
そちらをご覧ください。

■出展者および展示小間割の決定・通知
出展予定内容やお申込み数などを勘案の上決定いたします。出展通知として、会長が承認した展示会
場図面を「出展マニュアル」とともにお送りいたします。（ 1 月下旬予定）。その際に仮設電源、オプ
ション備品等のご案内も差し上げます。
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薬事法未承認品につき、
販売授与は一切できません。



■出展料金のご請求
2018年（平成30年）1 月に、一般社団法人日本循環器学会事務局より出展料金のご請求書を各社にお送
りいたします。 2 月末日までに指定口座にお振込みください。なお、振込手数料は御社にて負担願い
ます。

■その他のご請求
仮設電源工事費、オプション備品等のご請求は学会終了後、学会が指定した業者よりまとめてご請求
いたします。

■展示ガイドブック
参加者への情報提供のため、展示品の情報を掲載したガイドブックを製作いたします。出展各社様か
ら、既定のサイズの版下原稿をご提出いただきます。展示ガイドブックへの掲載は無料です。詳細は
お申込後ご連絡いたします。

■設営・現場管理業者
基礎工事、電気工事、オプション備品手配、展示会当日運営は下記会社が行います。各社にて計画さ
れる特別装飾についても、下記へご相談ください。

　株式会社東京プランニングセンター　担当　赤井弘忠、小池信一、遠藤裕則
　〒113-0033　東京都文京区本郷 3丁目19番 7 号
　TEL：03-3815-2345　　FAX：03-3815-7716　　Email：tokyop@tpl.jp

■その他
パッケージ小間、スペース小間Aタイプ、書籍展示販売をお申込みいただいた出展者様には招待者用
ネームカード、プログラムを各 1 部、スペース小間Bタイプをお申込みいただいた出展者様には招待
者用ネームカードを 3 部、プログラムを 1 部進呈いたします。お渡し方法は別途ご案内いたします。

日本循環器学会は「禁煙宣言」をしており、会場および敷地内は全て禁煙といたします。また近隣
の迷惑にならないよう、会場周辺の屋外での喫煙もご遠慮ください。

＊今回、ストックスペースはございませんので、空き箱等は全てお持ち帰りください。また、控室の
ご用意もございませんので自社ブース内でスペースを確保してください。
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