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ご 挨 拶 

 

謹啓 貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より、日本循環器学会に

多大なるご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

このたび、第 82回日本循環器学会学術集会会長を拝命し、2018年 3月 23日（金曜日）～25日（日曜

日）に、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で学術集会を開催させてい

ただくこととなりました。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、伝統の

ある本学会を大阪の地で開催させていただけますことは、大阪大学外科学講座心臓血管外科学全員に

とりまして大変名誉なことであり、このような機会をお与えいただきましたことを、会員の皆様方には厚く御

礼申し上げます。 

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。 

 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 
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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、ご支援のほど

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 皆様のご参画ご協力で、参加の先生方に新鮮で有益な情報を提供していただけることを祈念して

おりますので、何卒ご協力頂きますよう重ねましてお願い申し上げます。末筆ではございますが、貴

社の益々のご繁栄を祈念申し上げます。 

謹白 

 

 

2017年 6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 教授 
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■ 会議名称： 第 82回日本循環器学会学術集会 

 The 82nd Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society（JCS2018） 

 

■ 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 

          堂島リバーフォーラム 

 

■ 会長： 澤  芳樹（大阪大学大学院 心臓血管外科 教授） 

 

■ 参加予定者数： 約 15,000名 

 

■ メインテーマ： Futurability ～明日の循環器医療を拓く～ 

  

■ 学会ホームページ：http://www2.convention.co.jp/jcs2018/ 

 

■ 事  務  局： 第 82回日本循環器学会学術集会 事務局 

  事務局長：宮川 繁 

  大阪大学大学院 心臓血管外科 

  〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-15  

TEL: 06-6879-3154 FAX: 06-6879-3159 

E-mail：nichijun82@surg1.med.osaka-u.ac.jp 

 

  

■ 運営準備室（学術集会全般窓口）： 

 第 82回日本循環器学会学術集会 運営準備室   

 日本コンベンションサービス株式会社 関西支社 

  〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-4-7 京阪神淀屋橋ビル 2F 

  TEL: 06-6221-2580 FAX: 06-6221-5938  

E-mail: jcs2018@convention.co.jp 

  担当：中村 惇・大谷 有希子・藤田 由紀 

 

 ※プログラム集広告、My Abstract アプリ版バナー広告に関するお問い合わせは、

各広告申込先までご連絡をお願いいたします。 

 

学術集会開催概要 
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■名称：  プログラム集広告 

■対象：  学術集会参加者（約 15,000名） 

■募集枠：  約 150社（製薬・医科器械・医書出版社等）枠数は下記の通り 

■広告料金：  下記の通り 

■広告サイズ：  Ａ5判（天地 210mm×左右 147mm） 

■発行部数：  20,000部 

■作成諸費用： 約 1,600万円（広告総額 約 780万円） 

■申込＆データ原稿締切： 2017年 12 月 15 日（金） 

■広告原稿：  アウトライン化されたデータ及び出力紙をご用意下さい。 

■広告料金（税別）： 

 

場所 料金 募集枠数 

表紙 2 
180,000円（モノクロ） 

450,000円（4色） 
1件 

表紙 3 
120,000円（モノクロ） 

400,000円（4色） 
1件 

中 扉(4色) 350,000円 8件 

後 付(4色) 300,000円 7件 

後 付(モノクロ) 80,000円 25件 

 

■広告申込先（原稿送付先） ： 

 〒540-0024  

 大阪市中央区南新町 2-4-3 （グランドソレイユ 1階） 

 福田商店広告部 

         TEL（06）6941-5600  FAX （06）6941-5605 

        担当：茶端（チャバタ） 

 E-mail chabata@adfukuda.jp 

  

※プログラム集広告の申込書はございません。上記「広告申込先」宛にご連絡をお願いいたします。 

 プログラム集広告 

mailto:chabata@adfukuda.jp
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■名 称： 第 82回日本循環器学会学術集会 My Abstractアプリ版バナー広告 

■対    象： My Abstractアプリダウンロード数 6,000～7,000を予定 

■募  集  枠： 5社限定 

■広 告 料 金：  100,000円（税別） 

■広告サイズ： 1) iPad 縦: H280 pixel * W1516 pixel 

    2) iPad 横: H280 pixel * W1005 pixel 

    3) iPhone: H233 pixel * W1203 pixel 

   4) Android: H120 pixel * W700 pixel 

■作成諸費用： 約 200万円 

■広 告 形 式： .png または.jpg 

■仕 様： １）容量：200KBまで 

  ２）アニメーション不可 

  ３）枠線の色：黒 1px （背景色に透明系の色を用いない） 

  ※ご希望のウェブサイトにリンクします。 

■広告ﾃﾞｰﾀ原稿締切日： 2017年 12 月 15 日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■広告申込先： 

 〒105-8320 東京都港区虎ノ門 1-10-5日土地虎ノ門ビル 

                  株式会社 協和企画  

 メディア本部 メディアグループ 

                  担当：木島 

                  TEL:03-6838-9206 

                  E-mail：m_kijima@kk-kyowa.co.jp 

 

※My Abstract アプリ版バナー広告の申込書はございません。上記「広告申込先」宛にご連絡をお願い

いたします。 

 

 My Abstract アプリ版バナー広告 

mailto:m_kijima@kk-kyowa.co.jp

