第 31 回日本心血管インターベンション治療学会
九州・沖縄地方会

開 催 趣 意 書

■会

期

2020 年９月 25 日（⾦）〜26 日（土）

■会

場

北九州国際会議場

■会

⻑

園田

信成

（産業医科大学

第 2 内科学）

ご挨拶
謹啓、時下、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜りまして誠にありがとうございます。
この度、2020 年 9 月 25 日(⾦)〜26 日（土）に、福岡県北九州市・北九州国際会議場に
おきまして、『Reiwa Revolution! -より良きインターベンションの未来へ-』をテーマとし、
第 31 回日本心血管インターベンション治療学会 九州・沖縄地方会を開催させて頂くこ
とになりました。現在、その計画と運営に関する準備を進めております。
日本心血管インターベンション治療学会は、心血管疾患患者に対する有効かつ安全なカ
テーテル治療の開発と発展、及び臨床研究の推進とその成果の普及をもって、診断治療技
術の向上と学術文化の発展に資することにより、心血管疾患の予後改善の責務を広く社会
に果たすことを目的として設立された学術研究機関であります。本会はその中で九州沖縄
支部会員約 1,260 名を対象とした学術集会で年２回定期的に開催されており、当該地区の
大学・病院の研究者だけでなく、若手医師やコメディカルスタッフ、その他カテーテルイ
ンターベンションに関心のある医療従事者まで非常に多くの方々が参加しております。
本会では、心血管インターベンション治療における最新の技術や知見に関して幅広く意
見や情報を交換して、その最適なあり方について追求しています。今回も会員の皆様から
多数の一般演題の応募を行いしっかりと討論を行い、また特別講演や教育講演、ミニレク
チャー等を盛り込んだ魅力あるプログラムを作成し、若い医師やコメディカルに対する教
育にも重点を置いた会とする予定です。実りある学術集会となるよう精一杯努力する所存
です。
本学会の運営はできるだけ簡素を旨とし、経費は参加費を中心に運営する所存でありま
すが、運営諸費の負担は年々高まり、自助努力だけでは必要経費をまかなえる状況にあり
ません。本学会の内容を充実させ、その成果を多大なものにするためには、各方面からの
御支援御協力を仰がざるを得ないのが現状です。
つきましては、是非とも本企画にご理解、ご賛同いただきたく、ご案内申し上げます。
何卒、格別のご高配をよろしくお願い申し上げます。
末筆になりましたが、貴社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。
謹白

2020 年 2 月吉日

第 31 回日本心血管インターベンション治療学会 九州・沖縄地方会
会 ⻑
園田 信成
(産業医科大学 第 2 内科学)
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開催概要
会

期

2020 年 9 月 25 日（⾦）〜26 日（土）

会

場

北九州国際会議場（北九州市小倉北区浅野 3-9-30）

会議名称

第 31 回日本心血管インターベンション治療学会

テ ー マ

Reiwa Revolution! より良きインターベンションの未来へ

会

園田

⻑

信成（産業医科大学

九州・沖縄地方会

第 2 内科学）

参 加 者

約 600 名

参加対象

日本心血管インターベンション治療学会会員、非会員

プログラム予定

特別講演
教育講演
シンポジウム
ディベートセッション
熱血教室（これから XX の話をしよう）
ランチョンセミナー、コーヒーブレイクセミナー
ミニレクチャー、ビデオライブ
若手優秀演題賞選考セッション（YIA）
一般演題（口演）、コメディカル一般演題（口演）
医療機器展示

情報公開

本学会を開催するにあたり、製薬会社と医療機関等との関係の透明性を
確保するために、日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の
透明性ガイドライン」およびそれに準じて定められたお申込企業様の指
針に基づき、お申込企業様のウェブサイト等を通じ情報公開されること
に同意します。

大会事務局

産業医科大学

第 2 内科学

〒807-8555 福岡県北九州市⼋幡⻄区医生ケ丘 1-1
運営事務局

第 31 回日本心血管インターベンション治療学会 九州・沖縄地方会
運営事務局（協賛担当）
（株）JTB コミュニケーションデザイン内
担当：今野（こんの）・細井・上屋（うわや）
〒810-0072 福岡市中央区⻑浜 1-1-35 新 KBC ビル 4F
TEL： 092-751-3244 FAX： 092-751-3250
E-mail: cvit-kyushu2020-sponsor@jtbcom.co.jp
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プログラム概要(予定)
1 日目

午前

昼

午後
ビデオライブ
ミニレクチャー
ｺｰﾋｰﾌﾞﾚｲｸｾﾐﾅｰ
ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ教育講演
ミニレクチャー
ビデオライブ
ｺｰﾋｰﾌﾞﾚｲｸｾﾐﾅｰ
熱血教室
ミニレクチャー
ｺｰﾋｰﾌﾞﾚｲｸｾﾐﾅｰ

第 1 会場

ビデオライブ
ミニレクチャー

ランチョン

第 2 会場

ビデオライブ
ミニレクチャー

ランチョン

第 3 会場

熱血教室
ミニレクチャー

ランチョン

第 4 会場

YIA

2 日目

午前

昼

第 1 会場

シンポジウム
特別講演

ランチョン

第 2 会場

ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄｾｯｼｮﾝ
ｺﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

ランチョン

第 3 会場

医師一般口演

ランチョン

医師一般口演
ｺｰﾋｰﾌﾞﾚｲｸｾﾐﾅｰ

第 4 会場

ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ一般口演

ランチョン

ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ一般口演
ｺｰﾋｰﾌﾞﾚｲｸｾﾐﾅｰ

第 5 会場

医師一般口演

ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ一般口演

午後
教育セッション
ｺｰﾋｰﾌﾞﾚｲｸｾﾐﾅｰ
シンポジウム
ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄｾｯｼｮﾝ
ｺｰﾋｰﾌﾞﾚｲｸｾﾐﾅｰ
ｺﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
医師一般口演

医師一般口演
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共催セミナー募集要項
１．会

期

2020 年 9 月 25 日（⾦）〜26 日（土）

２．会

場

北九州国際会議場

３．会場形式と費用（税込）

■ランチョンセミナー（50分・全7枠）
日にち

9月25日（金）

9月26日（土）

時間（予定）

セッション名

会場

収容人数

金額(税込)

12:10-13:00

ランチョンセミナー1

第1会場 メインホール

524名

¥880,000

12:10-13:00

ランチョンセミナー2

第2会場 国際会議室

200名

¥660,000

12:10-13:00

ランチョンセミナー3

第3会場 21会議室

134名

¥660,000

12:10-13:00

ランチョンセミナー4

第1会場 メインホール

524名

¥880,000

12:10-13:00

ランチョンセミナー5

第2会場 国際会議室

200名

¥660,000

12:10-13:00

ランチョンセミナー6

第3会場 21会議室

134名

¥660,000

12:10-13:00

ランチョンセミナー7

第4会場 32会議室

114名

¥660,000

会場

収容人数

金額(税込)

■コーヒーブレイクセミナー（30分・全7枠）
日にち

9月25日（金）

9月26日（土）

時間（予定）

セッション名

15:20-15:50

コーヒーブレイクセミナー1

第1会場 メインホール

524名

¥450,000

15:20-15:50

コーヒーブレイクセミナー2

第2会場 国際会議室

200名

¥450,000

15:20-15:50

コーヒーブレイクセミナー3

第3会場 21会議室

134名

¥450,000

14:30-15:00

コーヒーブレイクセミナー4

第1会場 メインホール

524名

¥450,000

14:30-15:00

コーヒーブレイクセミナー5

第2会場 国際会議室

200名

¥450,000

14:30-15:00

コーヒーブレイクセミナー6

第3会場 21会議室

134名

¥450,000

14:30-15:00

コーヒーブレイクセミナー7

第4会場 32会議室

134名

¥450,000

会場

収容人数

金額(税込)

■ミニレクチャー（20分・全6枠）
日にち

9月25日（金）

時間（予定）

セッション名

10:50-11:10

ミニレクチャー1

第1会場 メインホール

524名

¥350,000

10:50-11:10

ミニレクチャー2

第2会場 国際会議室

200名

¥350,000

10:50-11:10

ミニレクチャー3

第3会場 21会議室

134名

¥350,000

14:00-14:20

ミニレクチャー4

第1会場 メインホール

524名

¥350,000

14:00-14:20

ミニレクチャー5

第2会場 国際会議室

200名

¥350,000

14:00-14:20

ミニレクチャー6

第3会場 21会議室

134名

¥350,000

会場

収容人数

金額(税込)

第1~2会場いずれも同額

-

¥550,000

■ビデオライブ（50分・全5枠）
日にち
9月25日（金）

時間（予定）

セッション名

ご希望に応じ ビデオライブスポンサー

※時間並びに収容人数は予定です。プログラム構成や仕様により若干変更となることがございます。
予めご了承ください。
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【共催費に含まれるもの】
・講演会場費
・控室料
・PC オペレーター1 名
・機材費（使用している設置済機材、PC プレゼンテーション機材、音響・照明関係機材）
・ビデオライブ：収録費用
【共催費に含まれないもの】
・参加者用昼食/軽食費
・座⻑講師への謝礼
・座⻑講師の宿泊交通手配費
・控室飲食費
・配布資料印刷、作成費
・場内外表示
・当日運営人件費（弁当配布係、アナウンス係、照明係、計時進行係など）
・追加機材費（収録機材、控室試写機材など）
※共催費に含まれないお弁当、備品などに関する手配のご発注は、開催 1〜2 か月前頃に送付の「セ
ミナー運営要項」にてご案内いたします。
※会場前看板・誘導看板をご希望の場合は、各社にてご負担をお願いいたします。
※告知リーフレット、プログラム等は各社でご準備ください。
制作の際は、印刷に入る前に予め運営事務局（協賛担当）
（㈱JTB コミュニケーションデザイン）
に原稿をお送りください。時間等のチェックをいたします。また、運営事務局でも制作可能です
ので、必要な場合はご相談ください。
※会場内に設置済の機材以外で追加機材の手配をご希望の場合は、運営事務局（協賛担当）にお問
合せください。自社持込も可能ですが、必ず事前にご連絡をお願いいたします。
（収録・同時通訳・控室試写・控室付エンジニア等）
※当日はスタッフ用ネームカード 10 枚をお渡しいたします。会場内ではこのネームカードをご着
用ください。尚、このネームカードで学会プログラムへの参加はできません。参加ご希望の場
合は、参加証をご購入ください。

4．プログラム
テーマ、座⻑、講師の選定につきましては、共催社と事務局協議の上決定いたしますが、企画内容
や講師が重複している場合は、調整をお願いする場合がございます。予めご了承ください。
5．申込方法
・オンラインによる申込受付とさせていただきます。
・本会ホームページ（https://www.cvit-kyu2020.org/）の[協賛申込]ページよりお申込みください。
・現状で、予定されているテーマ、演題名、座⻑、演者をご記載ください。
※ご記載いただきましたテーマなどにて選定をいたしますので、可能な限りご記載をお願いいた
します。
※座⻑・演者・演題名が未定の場合は、お申込み期限までに決まり次第お知らせください。
6．申込締切日
2020 年 4 月 30 日（木）
※複数社お申込みいただいた場合は、主催者側にて決定させていただきます。
7．お申込み後の取消しについて
お申込み後は、不可抗力と判断できる事項以外のお取消しはできませんので予めご了承ください。
8．当日運営の詳細
機材・控室・参加者弁当等の追加手配につきましては、開催 1〜2 ヶ月前頃に送付予定の「セミナー
運営要項」にて詳細をご案内申し上げます。
また、追加手配にかかる費用につきましては、共催セミナー進行管理費として、実費経費の 15％を
請求させていただきます。予めご了承ください。
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9.

共催費のお支払い
共催費の請求書は、セミナー枠決定後にお送りいたしますので、請求書が届いてから、期日までに
指定の銀行口座にお振込みください。
また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。
銀 行 名：⻄日本シティ銀行 産業医大出張所
口座番号：普通 3020370
名
義：第 31 回日本心血管インターベンション治療学会
九州・沖縄地方会 会⻑ 園田 信成
フリガナ：ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕｳｲﾂｶｲﾆﾎﾝｼﾝｹﾂｶﾝｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼﾖﾝﾁﾘﾖｳｶﾞﾂｶｲｷﾕｳｼﾕｳｵｷﾅﾜﾁﾎｳｶｲ

10.

申込先・お問合せ先
第 31 回日本心血管インターベンション治療学会 九州・沖縄地方会 運営事務局
（協賛担当） (株)JTB コミュニケーションデザイン内
担当：今野(こんの)・細井・上屋（うわや）
〒810-0072 福岡市中央区⻑浜 1-1-35 新 KBC ﾋﾞﾙ 4F
TEL： 092-751-3244
FAX： 092-751-3250
E-mail: cvit-kyushu2020-sponsor@jtbcom.co.jp
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展示出展要項
１．募集小間数

：

3

２．出展料

：

＜パッケージ渡し＞
220,000 円（税込）／ 1 小間（間口 1.8m×奥行 0.9m×高さ 2.1m）

３．小間仕様：

小間

・1 小間のスペースは、間口 1,800mm×奥行 900mm です。
・バックパネル（高さ 2,100mm）を立てます。
・蛍光灯 40W を設置します。
・パネルに社名板（200 ㎜×900 ㎜）を設置します。
※ロゴを指定される場合は、別途料⾦をお支払いいただきます。
・机 1 本を設置します。
（W1800 ㎜×D900 ㎜×H700 ㎜、白布付）
※机が不要な場合は予め展示事務局へ机不要の指示をお願いいたします。
・電気料・工事費は含みません。コンセントなど、標準装備に含まれない電源仮
設工事費及び電気使用料は、出展社のご負担とさせていただきます。
※500W 毎 7,500 円（税別・3P2 口コンセント 1 つ付）
注）1,500W 以上は別途お見積りいたします。
1800 ㎜

蛍光灯

40W

社名板
(200mm×900mm)

2100 ㎜

900 ㎜
白布付机

(Ｗ1800×Ｄ900×Ｈ700)

検査機器、

コンセント
※設置の場合別途有料となります。

４．出展対象：

医療機器、

医療情報機器・システム、

医薬品、

書籍、その他

５．出展物 ：

出展対象に記載された範囲のもの、および、学会事務局の認めたものとします。

医学会付設の展示としてふさわしくないもの、または、本学会の趣旨にそぐわない
と学会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。

６．備品費

： 電気使用、コンセント手配等、標準装備に含まれないものに関しては、有料にて
別途手配が可能です。追加手配の詳細につきましては、学会の 1〜2 ヶ月前頃に

改めて事務局よりご案内申し上げます。また、追加手配にかかる費用については、
会終了後に別途請求書を発行いたします。

７．展示小間割 ： 展示位置に関しては主催者で決定をさせていただきます。予めご了承ください。
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８．展示日程：

①
②
③

搬入：

2020 年 9 月 24 日（木） 19：00〜21：00（予定）
※装飾についてもこの時間内に行ってください。
展示： 2020 年 9 月 25 日（⾦） 9:00〜17:00（予定）
2020 年 9 月 26 日（土） 9:00〜17:00（予定）
搬出： 2020 年 9 月 26 日（土） 17:00〜19:00（予定）
※学会プログラムにより若干の時間変更を行う場合があります。
予めご了承ください。

9．学会への参加資格と出展特典
出展社へは 1 社につき 3 枚の出展社用ネームカードとプログラム・抄録集 1 冊を配布いたします。
展示会場内では、このネームカードをご着用ください。
学会プログラムへの参加はできません。参加ご希望の場合は、参加証をご購入ください。
10．その他の注意事項
＊給排水
水、プロパンガス、圧縮空気の使用は原則的に禁止します。
＊外国出展物
展示場は保税展示場にはいたしません。海外からの出展物は、国内貨物として出展するか、ま
たは「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約（ATA 条約）」のカルネの制度をご利
用ください。
＊出展の取消
出展申込受付の後は、事務局が不可抗力と認めた事例以外は取消できず、その際の出展料の返
却はいたしません。
＊開催時間の変更
やむを得ない事情により開催時間を変更する場合があります。この変更を理由として出展申込
を取消すことはできません。また、これにより生じた損害は事務局、および準備室は一切補償
いたしません。
＊会場・出展物の管理
会場および出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、天災など不可抗力に
よる事故、盗難、火災、紛失など出展物の滅失、毀損による出展社の損害については、事務局
および準備室は一切責任を負いませんので予めご了承ください。
＊販売の禁止
開催中、現⾦と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止します。ただし、事務局の認めたもの
は限定的に許可する場合があります。
＊出展後の展示中止
出展申込時と実際の出展物の内容が大幅に異なった場合、参加者や他の出展者の迷惑になるよ
うな行為を行ったと事務局が判断した場合、出展後であっても展示を中止していただく場合が
あります。この場合、出展料の返⾦は一切いたしません。
＊薬事法未承認品の展示
薬事法未承認品の展示をご希望の場合、運営事務局（協賛担当）までお問合せください。
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11．申込方法

オンラインによる申込受付とさせていただきます。本会ホームページ

（https://www.cvit-kyu2020.org/）の[協賛申込]ページよりお申込みください。

12．申 込 締 切
13.

：

：

2020 年 6 月 30 日（火）必着

出展料のお支払い
出展料に関する請求書は、申込み締切後にお送りいたしますので、請求書が届いてから、
期日までに指定の銀行口座にお振込みください。
また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。
銀 行 名：⻄日本シティ銀行 産業医大出張所
口座番号：普通 3020370
名
義：第 31 回日本心血管インターベンション治療学会
九州・沖縄地方会 会⻑ 園田 信成
フリガナ：ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕｳｲﾂｶｲﾆﾎﾝｼﾝｹﾂｶﾝｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼﾖﾝﾁﾘﾖｳｶﾞﾂｶｲｷﾕｳｼﾕｳｵｷﾅﾜﾁﾎｳｶｲ

14.

申込先・お問合せ先
第 31 回日本心血管インターベンション治療学会 九州・沖縄地方会 運営事務局
（協賛担当） (株)JTB コミュニケーションデザイン内
担当：今野(こんの)・細井・上屋（うわや）
〒810-0072 福岡市中央区⻑浜 1-1-35 新 KBC ﾋﾞﾙ 4F
TEL： 092-751-3244
FAX： 092-751-3250
E-mail: cvit-kyushu2020-sponsor@jtbcom.co.jp
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広告募集要項（プログラム・抄録集掲載）
1.

媒

体

2.

発行予定時期

2020 年 9 月

3.

発 行 部 数

1,500 冊

4.

配布対象者

会員・学会参加者・関係機関

5.

制

費

媒体制作費

836,000 円

6.

広告料(税込)

広告料総額

836,000 円

作

名

第 31 回日本心血管インターベンション治療学会
プログラム・抄録集

表 2-４
後付 1 ページ
後付 1/2 ページ
様

モノクロ掲載
モノクロ掲載
モノクロ掲載

九州・沖縄地方会

110,000 円×3 枠
88,000 円×2 枠
55,000 円×6 枠

7.

仕

Ａ４版、表紙 4 色・本文 1 色、約 80 頁

8.

募集企業数

9.

申 込 方 法
・オンラインによる申込み受付とさせていただきます。
・本会ホームページ（https://www.cvit-kyu2020.org/）の[協賛申込]ページよりお申し込み
ください。

約 11 社

10. 申 込 締 切
2020 年 6 月 30 日（火）
※お申込み後は、不可抗力と判断できる事項以外のお取消はできませんので予めご了承
ください。
11. 版下提出締切
2020 年 7 月 17 日（⾦）
広告版下は、オンライン、E-mail もしくは郵送でご提出ください。
※当方では版下作成はいたしません。
＜オンラインの場合＞
広告版下は完全版下にて、PDF データ（解像度 350dpi 以上）をご用意の上、オンライン
受付のマイページよりアップロードをお願いいたします。※5MB 未満のデータのみとな
ります。
＜E-mail・郵送の場合＞
5MB 以上 25MB 以内のデータは、E-mail（cvit-kyushu2020-sponsor@jtbcom.co.jp）にて
お送りください。25MB を超えるデータは CD-R にて、運営事務局（協賛担当）まで書留・
宅配をご利用の上ご郵送ください。イラストレーターデータの場合はアウトライン処理の
上、出力見本を添付ください。紙焼きの場合も同様に郵送にて承ります。
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12. 広告料のお支払い
広告料に関する請求書は、申込み締切後、掲載枠が決定した後にお送りいたしますので、
請求書が届いてから、期日までに指定の銀行口座にお振込みください。
また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。
銀 行 名：⻄日本シティ銀行 産業医大出張所
口座番号：普通 3020370
名
義：第 31 回日本心血管インターベンション治療学会
九州・沖縄地方会 会⻑ 園田 信成
フリガナ：ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕｳｲﾂｶｲﾆﾎﾝｼﾝｹﾂｶﾝｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼﾖﾝﾁﾘﾖｳｶﾞﾂｶｲｷﾕｳｼﾕｳｵｷﾅﾜﾁﾎｳｶｲ
13.

申込先・お問合せ先
第 31 回日本心血管インターベンション治療学会 九州・沖縄地方会 運営事務局
（協賛担当） (株)JTB コミュニケーションデザイン内
担当：今野(こんの)・細井・上屋（うわや）
〒810-0072 福岡市中央区⻑浜 1-1-35 新 KBC ﾋﾞﾙ 4F
TEL： 092-751-3244
FAX： 092-751-3250
E-mail: cvit-kyushu2020-sponsor@jtbcom.co.jp
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第 31 回日本心血管インターベンション治療学会 九州・沖縄地方会
オンライン[協賛申込]について
第 31 回日本心血管インターベンション治療学会

九州・沖縄地方会の[協賛申込]は、オンライン登録

を採用させていただいております。
ＦＡＸの未着、お申し込み情報の齟齬を防ぐため、お手数ではございますが、オンライン登録にご協力
をお願いいたします。インターネット環境がない場合は、下記運営事務局（協賛担当）までお問合せく
ださい。
＜お申し込みの流れ＞
① 第 31 回日本心血管インターベンション治療学会

九州・沖縄地方会

HP（https://www.cvit-kyu2020.org/）へアクセス。
※推奨ブラウザ：Internet Explorer 11 以降、Firefox 23.0 以降、Chrome 28.0 以降

② [協賛申込]より担当者情報登録
登録後、申込 ID がメールで届きます。

③

マイページへログイン

メールで届いた申込 ID と設定したパスワードを入力してログインしてください。

④

マイページ内、メインメニューより各種申し込み登録

ご希望の協賛内容を選択し、必要事項を入力の上、ご登録をお願いいたします。
各種お申込み完了後、確認メールが届きます。
※確認メールが届かない場合は、登録が正常に完了していない可能性があります。必ず、確認メール
の受信を確認してください。
※個人情報の利用目的
お名前、メールアドレス等の個人情報は、本件に関する目的以外には利用いたしません。また、個人情
報は第三者へは開示いたしません。
【お問い合わせ先】
第 31 回日本心血管インターベンション治療学会

九州・沖縄地方会 運営事務局（協賛担当）

(株)JTB コミュニケーションデザイン内
担当：今野(こんの)・細井・上屋（うわや）
〒810-0072 福岡市中央区⻑浜 1-1-35
TEL：

092-751-3244

FAX：

新 KBC ﾋﾞﾙ 4F

092-751-3250

E-mail: cvit-kyushu2020-sponsor@jtbcom.co.jp
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