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ご挨拶 

 

謹啓 時下、貴社におかれましては、益々、ご隆盛のこととお慶び申し上げます。 

このたび、日本高血圧学会第 9 回臨床高血圧フォーラムを、大阪において開催する機会を賜り、誠に

光栄と存じます。当初は、2020 年 5 月に開催するべく鋭意準備を進めておりましたが、新型コロナウィル

ス感染症の状況を鑑み、1 年間延期する事を 2020 年 3 月時点で決定させていただきました。 

新しい会期は 2021 年 5 月 15 日（土）・16 日（日）、会場は同じく千里ライフサイエンスエンターです。 

本フォーラムは日本高血圧学会が、毎年 5 月 17 日の世界高血圧デーの前後に開催してまいりまし

た、特に臨床を重視した学術集会です。減塩食品アワードや高血圧川柳・標語入選作品の表彰式や、市

民公開講座を開催いたします。今回は、「多様性こそ力！」をテーマとして、健やかな 100 年人生をかな

えるべく、本分野における様々な意見を相互に交わし、医療の発展となるよう鋭意準備を進めておりま

す。高血圧治療の新しい取り組み、高血圧治療ガイドライン 2019 の検証、新型コロナウィルス感染症・災

害と高血圧に関するセッションも計画しています。 

さて、本フォーラムにおきましても、会員による活発な討論を期待するとともに、企業の皆様を通じて情

報交換、交流の場を積極的に設けたく、共催セミナーの開催や展示等を企画しております。 

本学術集会を開催するにあたり、その経費は主に参加者からの会費を中心に考えておりますが、必要

経費を賄うには十分ではございません。プログラムを充実させ、さらに高い成果を得るためには、各方面

からのご支援をお願いせざるを得ない状況であります。つきましては、本学術集会の趣旨にご賛同いただ

き、何卒、宜しくご協賛を賜りたくお願い申し上げる次第です。  

  

なお、拠出を頂きました協賛費につきましては、各社が公表されることを了承いたします。 末筆なが

ら、貴社の益々のご繁栄をお祈り申し上げます。  

謹白 

 

2020 年 7 月吉日 

 

 

 

 

 第９回臨床高血圧フォーラム 

 会長 中 村 敏 子 

 関西福祉科学大学福祉栄養学科 

 

  



開催概要 

 

【会議名称】 第 9 回臨床高血圧フォーラム 

 

【テーマ】 「多様性こそ力！」  

 気がつけば 100 歳～健やか人生への智慧と工夫 

 

【会長】 中村敏子（関西福祉科学大学 健康福祉学部 福祉栄養学科 教授） 

 

【副会長】 豊田一則（国立循環器病研究センター 副院長） 

 

【事務局長】 峯松正敏（関西福祉科学大学 健康福祉学部 福祉栄養学科 教授・学部長） 

 

【副事務局長】 堀尾武史（石切生喜病院 副院長） 

 

【開催準備委員会】  

           赤川英殻 （国立循環器病研究センター オープンイノベーションセンター  

産学連携本部 事業化推進室長 かるしお事業推進室長） 

 小久保喜弘 （国立循環器病研究センター 健診部・予防医療部 医長） 

      細田公則 （国立循環器病研究センター 生活習慣病部門長  

動脈硬化・糖尿病内科 部長）  

 槇野久士 （国立循環器病研究センター 動脈硬化・糖尿病内科 医長） 

      宮本恵宏 （国立循環器病研究センター オープンイノベーションセンター長 

健診部・予防医療部 部長） 

      吉原史樹 （国立循環器病研究センター 腎臓・高血圧内科 部長） 

 

【会期】 2021 年（令和 3 年）5 月 15 日（土）、16 日（日） 

 14 日（金）は関連会合を行います 

 

【会場】 千里ライフサイエンスセンター 

 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町 1-4-2 

 

【参加予定者数】 800 名 

 

【目的と開催意義】日本高血圧学会は、高血圧に関する基礎から臨床、内科から外科、さらには医 

工学までの領域を幅広くカバーし、めざましい進歩をとげる高血圧関連専門分野 

の研究者、臨床医、コメディカルの方々が一堂に会し、学術研究の知識や技術に

関する情報を提供・交換することを目的とし、その開催意義は、高血圧関連専門

分野の発展や新たな治療法の開発を図り、治療成績の改善、生存の質の向上を

目指し、社会に貢献することと考えております。 

 



【フォーラム Web ページ】 

 http://www.atalacia.com/jshforum2020/ 

 

 

【フォーラムの構成（予定）】 

 特別講演 

 会長特別企画 

 シンポジウム 

教育講演 

          若手活性化委員会・実地医家部合同企画 

          ダイバーシティ推進委員会企画 

          メディカルスタッフセッション 

 YCA・優秀症例報告・チーム医療・女性研究者奨励賞・実地医家アワード受賞演題 

 一般演題 

 医療安全講習会、医療倫理講習会、療養指導士セミナー 

 共催セミナー（ランチョン、イブニング、モーニング、スポンサード） 

 市民公開講座 

 企業展示・書籍展示   

 

【銀行口座】  銀行名：  りそな銀行 千里北支店（店番号：222）  

 口座番号：  普通 ０２２４７８２ 

 口座名義： 第 9 回臨床高血圧フォーラム 

   （ダイキュウカイリンシヨウコウケツアツフオーラム）     

 

【お問い合わせ先】 

 第 9 回臨床高血圧フォーラム 運営事務局 

 〒573-1116 大阪府枚方市船橋本町１－７７５ 株式会社 Atalacia 内 

 Tel: 072-807-3890 Fax: 072-807-3898 Email: jshforum2020@atalacia.com 
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共催セミナー 募集要項 

 

【開催日時】 

2021 年 5 月 15 日（土） ランチョンセミナー12:40-13:30、イブニングセミナー18:40-19:30 予定 

2021 年 5 月 16 日（日） モーニングセミナー8:00-8:50、ランチョンセミナー12:00-12:50 予定 

 

【共催セミナー一覧】 

プログラム編成の状況により、開催時間、セミナー名称について変更する場合があります。 

開催日 セミナー セミナー

No. 

会場内席数 

（予定） 

共催金額 

（税込） 

申込

枠 

5月15日（土） ランチョンセミナー LS1 348～400 1,650,000円 1 

ランチョンセミナー LS2 250～260 1,430,000円 1 

ランチョンセミナー LS3 130～150 1,320,000円 1 

ランチョンセミナー LS4 90～100 1,100,000円 1 

イブニングセミナー ES1 250～260 1,430,000円 1 

イブニングセミナー ES2 130～150 1,320,000円 1 

イブニングセミナー ES3 90～100 1,100,000円 1 

5月16日（日） モーニングセミナー MS 250～260 1,430,000円 1 

ランチョンセミナー LS5 348～400 1,650,000円 1 

ランチョンセミナー LS6 250～260 1,430,000円 1 

ランチョンセミナー LS7 90～100 1,100,000円 1 

※ 複数企業での共同共催も可能です。 

※ 開催日・会場につきましては、貴社開催希望日をもとに、主催者側にて決定させていただきま

す。 予めご了承ください。 

※ ご希望の日程、会場が重なる可能性がございますので、必ず第 2 希望、第 3 希望までご記

入ください。 

※ プログラム編成の状況により、セミナー数および開催時間について変更する場合があります。 

※ 収容人数は会場のレイアウトにより変更する場合もございますので予めご了承ください。 

※ ランチョンセミナー、イブニングセミナー用の控室を使用希望される場合は、別途お申込みく

ださい。2 時間 16,500 円（税込）。 

※ 消費税は 10％で算出しております。 

 

【会場仕様について】 共催費には下記基本機材使用料が含まれます。 

PC1 台、プロジェクター1 台、スクリーン 1 面、音響・照明設備、計時回線 1 式、 

レーザーポインター1 本、マイク（座長・演者・質疑用） 

 

 

※基本機材以外の機材、備品（氏名掲示、会場前看板、控室前看板等）をご使用の場合は、後日

送付の協賛セミナー要項をご参照のうえ、オプション申込にてご発注下さい。 

 

 



【当日手配関係について】 

以下の費用は、前述の共催費に含まれておりません。2021 年 3 月上旬（会期の 2 ヶ月前）に共催セ

ミナー実施要綱及びオプション申込方法を運営事務局よりご連絡いたしますので、ご確認の上お申

込みいただきますようお願いいたします。オプション申込にてご発注いただいた項目につきまして

は、業務手数料として合計費用の 15％を申し受けます。 

・食事代：参加者用弁当（飲料込み）、座長・演者打合せ食事等 ※会場の都合上、外部からの持込

不可。 

・人件費：共催セミナー運営スタッフ（アナウンス係、お弁当・資料配布係、照明係、誘導係等） 

・看板・表示物：会場表示立札、座長・演者氏名掲示等 ※学会統一デザインにて作成  

・追加機材：収録、控室の機材等 

 

また、座長・演者への謝礼・交通費・ 宿泊費、セミナーチラシ等印刷費も共催費に含まれておりませ

ん。共催費とは別に各社にてご負担 ください。  

 

【セミナーテーマ、座長・演者の選定について】 

原則として協賛企業様にお任せいたしますが、内容・座長・演者の人選につきましては事務局にて 

調整をさせていただき、場合によっては変更をお願いする場合もございます。 

 

【申込締切】 2020 年 12 月 18 日（金） 

 

【申込方法】 

別紙の申込用紙に必要事項をご記入の上、運営事務局へ Fax または Email にてお申込ください。

枠決定後に請求書をお送りいたしますので、期日までに指定口座までお振り込みください。振込手

数料は、お申込者負担でお願いいたします。金融機関発行の振込書控えを持って、領収書に代え

させていただきます。  

 

【申込先】 

第９回臨床高血圧フォーラム 運営事務局 

Fax: 072-807-3898 Email: jshforum2020@atalacia.com 

 

 

 

 

本会では、共催セミナーに要した費用（共催費、飲食費等）に関して、各社の「企業と医療機 関等

の関係の透明性ガイドラインに関する指針」に基づいて情報公開することに同意します。 

 

 

 

 

 

 



企業展示要項 

 

【スケジュール】  

搬入・設営： 2021 年 5 月 15 日（土） 午前 予定 

展示時間： 2021 年 5 月 15 日（土）11：00－18：00、5 月 16 日（日）9：00-14:30 予定 

搬出・撤去： 2021 年 5 月 16 日（日）14:30-15:30 予定 

 

【出展対象】  

大会および展示会の趣旨をご理解いただける医療関連の機器・薬品・試薬、食品、書籍などを製造

または取り扱う企業・団体 

 

【出展予定場所・仕様・出展料】 

千里ライフサイエンスセンター ５階 ロビー  

基礎小間 275,000 円/１小間  募集予定 3 小間 

 

千里ライフサイエンスセンター６階 千里ルーム（ポスター会場） 

基礎小間 220,000 円/１小間 募集予定 5 小間 

スペース小間 55,000 円/（900mm×900mm） 1 小間 募集予定 8 小間 

 

 

基礎小間 仕様 

全体仕様：W1800mm×D900mm×H2100mm 

バックパネル：W1800mm×H2100mm システムパネル 2 枚使用予定 

展示台：W1800mm×D900mm×H700mm(白布付) 

社名版:W900mm×H200mm 

 

スペース小間 仕様  

900mm×900mm スペースのみ  

 

1 小間を単位として複数小間でもお申込みいただけます。 

電力、電気工事、レンタル備品ご希望の場合は別途料金となります。 

詳細は後日ご案内する出展マニュアルにてご確認ください。 

消費税は 10％で算出しております。 

 

【展示小間割について】 

主催者に一任いただきますようお願い申し上げます。 

 

【出展物について】 

出展対象に記載された範囲のもの。 フォーラムの趣旨にそぐわない時は出展をお断りすることがあ

ります。 

 



 

【管理について】 

会場および出展物の保全については最善の保護、管理に当たりますが、盗難、事故、災害等の被

害についてフォーラムは責任を負いません。 

 

【申込締切】 2021 年１月 18 日（月） 

 

【申込方法】 

別紙の申込用紙に必要事項をご記入の上、運営事務局へ Fax または Email にてお申込ください。

展示場所決定後に請求書をお送りいたしますので、期日までに指定口座までお振り込みください。

振込手数料は、お申込者負担でお願いいたします。金融機関発行の振込書控えを持って、領収書

に代えさせていただきます。  

 

【申込先】 

第９回臨床高血圧フォーラム 運営事務局 

Fax: 072-807-3898 Email: jshforum2020@atalacia.com 

 

 

 

  



ポケットプログラム 広告掲載要項 

 

【媒体名】 第 9 回臨床高血圧フォーラム ポケットプログラム 

 

【発行部数】 1300 部  

 

【配布先】 フォーラム参加者他 

 

【製作費用】 2,000,000 円 

 

【広告料総額】 1,111,000 円 

 

【広告掲載料】 

種類 形状 金額（税込） 募集数 

表 4 （裏表紙） A5縦 カラー1頁 165,000円  1   

表 2 （表紙裏） A5縦 カラー1頁 132,000円  1  

表 3 （裏表紙裏） A5縦 カラー1頁 110,000円  1  

後付 1頁 A5縦 モノクロ 1頁 88,000円  3  

後付 1/2頁 A5縦 モノクロ 1/2頁 55,000円  8  

※消費税は 10％で算出しております。 ※抄録集の作成はございません 

 

【申込締切】 2021 年 2 月 15 日（月） 

 

【申込方法】 

別紙「広告掲載申込書」に必要事項をご記入の上、運営事務局まで E-mail もしくは FAX にてお申

し込みください。 

掲載枠決定後に請求書をお送りいたしますので、期日までに指定口座までお振り込みください。振

込手数料は、お申込者負担でお願いいたします。金融機関発行の振込書控えを持って、領収書に

代えさせていただきます。  

 

【原稿締切】 2021 年 2 月 15 日（月） 

完全版下データを 郵送（CD-R、完全版下）もしくは Email 添付にて運営事務局までお送りくださ

い。郵送頂いた媒体は返却いたしません。データは A5 版タテ型（1/2 頁の場合は A6 版横型）と

し、EPS データ（Illustrator 等）で入稿ください。文字は必ずアウトライン化をお願いいたします。 印

刷確認用に PDF もしくは出力紙もお送りください。 

 

【申込先】 

第 9 回臨床高血圧フォーラム 運営事務局 

Fax: 072-807-3898 Email: jshforum2020@atalacia.com 



寄附金 募集要項 

 

【名称】 第 9 回臨床高血圧フォーラム 寄附金  

  

【募集期間】 2019 年 7 月 1 日（月）～ 2021 年 5 月 14 日(金)  

  

【寄附金の使途】 第９回臨床高血圧フォーラムの準備並びに運営に関する費用に充当します。  

  

【寄附金目標総額】 ¥500,000  

  

【募集対象先】 製薬企業、機器メーカー、その他団体等  

  

【開催期間及び場所】 

会期： 2021 年 5 月 15 日（土）～ 16 日（日）  

会場： 千里ライフサイエンスセンター  〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町 1-4-2 

  

【申込先】  

第 9 回臨床高血圧フォーラム 運営事務局 

〒573-1116 大阪府枚方市船橋本町１－７７５ 株式会社 Atalacia 内 

Tel: 072-807-3890 Fax: 072-807-3898 Email: jshforum2020@atalacia.com 

 

【振込先】  

銀行名：  りそな銀行 千里北支店（店番号：222）  

口座番号：  普通 ０２２４７８２ 

口座名義： 第 9 回臨床高血圧フォーラム 

（ダイキュウカイリンシヨウコウケツアツフオーラム）     

※税法上の措置はございません。  

 

 

 

本フォーラムでは、寄附金に関して、各社の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン 

に関する指針」に基づいて情報公開することに同意します。 
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第９回臨床高血圧フォーラム 

収支予算書  

 


