
 

開催要項 
 

１．名 称 第五回 JCVA学術集会 

２．会議のテーマ   ～基礎研究結果を臨床現場へ～                        

３．会 ⾧ 沢村 達也（(信州大学医学部 分子病態学教室 教授) 

４．主 催   認定NPO法人 ＪＣＶＡ（日本心血管協会） 

５．開 催 日 時 2020年６月20日（土）～ 21日（日） 

６．開 催 会 場 ホテルブエナビスタ 
              〒390-0814 ⾧野県松本市本庄 1-2-1 

TEL.0263-37-0111 

7．会議の概要 

 (1)  会議の構成(予定) 
会⾧講演、招請講演、教育セッション、シンポジウム、総会、情報交換会、一般演題 
共催セミナー:ランチョンセミナー、スポンサードセミナー、コーヒーブレークセミナー、モー
ニングセミナー他 

 

(2)会議の日程(予定) 
 

日付 午前 昼 午後 夜 

20日 
（土） 

教育セッション(1) 
教育セッション(2) 

ランチョン 
セミナー(1) 

シンポジウム(1) 
コーヒーブレークセミナ
ー(1) 
スポンサードセミナー(1) 
シンポジウム(2) 
コーヒーブレークセミナ
ー(2) 
スポンサードセミナー(2) 
招請講演 

一般演題発表 
情報交換会 
 

21日 
（日） 

総会 
モーニングセミナー(1) 
モーニングセミナー(2) 
会⾧講演 
スポンサードセミナー(3) 
スポンサードセミナー(4) 
スポンサードセミナー(5) 
スポンサードセミナー(6) 

ランチョン 
セミナー(2) 
 
 

教育セッション(3) 
教育セッション(4) 
 

 
 

 
(3)  参加予定者数 国内600 名、海外招請者10名 

 



 

 

8．組織 

認定ＮＰＯ法人 JCVA（日本心血管協会）（旧 J－ISCP（国際心血管薬物療法学会日本部会）） 

理事⾧     ⾧谷川 浩二  国立病院機構臨床共同研究 循環器領域リーダー 

副理事⾧    佐田 政隆   徳島大学医学部 循環器内科学 教授  

                      吉田 雅幸        東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 先進倫理医科学 教授 

                      池田 隆徳  東邦大学大学院医学研究科循環器内科学 教授 

              沢村 達也 信州大学医学部分子病態学教室 教授 

理事    野出 孝一 佐賀大学医学部 循環器内科 教授  

中村 真潮 陽だまりの丘なかむら内科 院⾧ 

髙橋 尚彦 大分大学循環器内科・臨床検査診断学 教授 

阿古 潤哉 北里大学環器内科学 教授 

室原 豊明 名古屋大学循環器内科学 教授               

監事     森本 達也        静岡県立大学 薬学部 教授  

 
 

評議員一覧 
氏名 所属名称 所属部署 

松田 守弘 国立病院機構呉医療センター 臨床研究部 

関口 治樹 東京女子医科大学 循環器内科学 

浅沼 博司 明治国際医療大学 内科学 

三田 智也 順天堂大学大学院 医学部 

的場 哲哉 九州大学 循環器内科 

田口 功 獨協医科大学埼玉医療センター 循環器内科 

坂東 泰子 名古屋大学 医学部 

網代 洋一 国立病院機構横浜医療センター 循環器内科 

豊田 茂 獨協医科大学 心臓・血管内科 

志賀 剛 東京慈恵会医科大学 臨床薬理学講座 



 

 

川村 晃久 立命館大学 生命科学部 

中岡 良和 国立循環器病研究センター 血管生理学部 

岸 拓弥 国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 

尾野 亘 京都大学 大学院医学研究科 

杉山 篤 東邦大学 医学部 

島袋 充生 福島県立医科大学 糖尿病・内分泌代謝内科学講座 

上原 吉就 福岡大学病院   

真田 昌爾 大阪市立大学大学院医学研究科 医療統計学講座 

赤澤 宏 東京大学大学院 医学系研究科 

桑原 宏一郎 信州大学医学部 循環器内科学 

中瀬 勝則 中瀬医院 内科・小児科・心療内科・禁煙外来 

明石 嘉浩 聖マリアンナ医科大学 内科学 

山田 博胤 徳島大学病院 循環器内科 

寺島 充康 豊橋ハートセンター 循環器科 

吉田 博 東京慈恵会医科大学附属柏病院 医学科 

森田 啓行 東京大学医学部附属病院 健康医科学創造講座 

吉田 善紀 京都大学iPS細胞研究所 初期化機構研究部門 

島田 和典 順天堂大学 医学部 

藤尾 慈 大阪大学 薬学研究科 

上山 知己 京都府立医科大学 循環器内科 

小林 淳二 井上記念病院 健康管理センター 

池田 聡司 ⾧崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 

⾧嶋 浩貴 新宿リサーチパーククリニック   

藍 真澄 東京医科歯科大学医学部附属病院 保険医療管理部 

吉岡 公一郎 東海大学 医学部 

塩井 哲雄 草津総合病院 総合診療科 

島田 健永 香芝生喜病院   

冨田 修平 大阪市立大学 大学院医学研究科分子病態薬理学 



 

 

牧山 武 京都大学 大学院医学研究科 

木庭 新治 昭和大学 医学部 

野間 玄督 広島大学原爆放射線医科学研究所 ゲノム障害医学研究センター 

尾山 純一 佐賀大学医学部 先端心臓病学講座（循環器内科） 

金井 恵理 天理医療大学 医療学部 

和田 啓道 国立病院機構京都医療センター 展開医療研究部 

添木 武 徳島大学 大学院医歯薬学研究部循環器内科学 

中村 一文 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 

的場 聖明 京都府立医科大学 循環器腎臓内科学 

浅原 哲子 国立病院機構京都医療センター 内分泌代謝高血圧研究部 

油布 邦夫 大分大学 医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 

手嶋 泰之 大分大学 医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 

佐瀬一洋 順天堂大学大学院 医学研究科 臨床薬理学 

海北幸一 熊本大学大学院 生命科学部 循環器内科学 

久武真二 東邦大学大学院 医学研究科 循環器内科学 

木内俊介 東邦大学大学院 医学研究科 循環器内科学 
  
 

８． 事務局 
認定NPO法人 ＪＣＶＡ（日本心血管協会）  
会議運営事務局 
〒612-8555  京都府京都市伏見区深草向畑町１－１ 
国立病院機構 京都医療センター 展開医療研究部内 
TEL :080-9602－7558 FAX: 075-641-9252   E-mail : medical@j-iscp.com 



 

 

第 五回 JCVA学術集会 

共催セミナー募集要項 
 
1. 名 称: 第五回 JCVA学術集会 共催セミナー 
2. 会 場 仕 様: 機材・備品は学会で使用するものをそのままご利用いただけます。 
3. 共 催 費:                      ※2020年６月の消費税率が流動的なため、 
                               税抜価格で表示しています。    

日程 予定席数 共催費(税抜) 
６月20日（土） 昼 
６月21日（日） 昼 
ランチョンセミナー 60分 
コーヒーブレークセミナー 60分 

 
200席/セミナー 

 
1,000,000 円 

６月21日（日）朝 
モーニングセミナー60分 

 
200席/セミナー 

 
600,000 円 

６月20日（土）午後 
６月21日（日）午前 
スポンサードセミナー 90分 

 
200席/セミナー 

 
1,000,000 円 

 
※認定NPO法人 JCVA(日本心血管協会)と貴社との共催となります。 
※ 費用には以下のものは含まれておりません。 
 ・控室 （控室が必要な場合は直接ホテル担当者へご連絡ください。） 

・座⾧、演者への謝礼、交通費など 
・ランチョンセミナー・モーニングセミナー・コーヒーブレークセミナーにおける参加者への弁当・サ
ンドイッチ・飲料（スポンサードセミナーは弁当なしになります） 
・運営要員、ポスター・チラシ等の印刷物 
・会場内既設以外の機材、備品の費用 

※演者の先生には抄録をご執筆いただきます。詳細につきましては、別途ご連絡申し上げます。 
※席数は予定収容人数となり少なくなる場合もございます。予めご了承願います。 
 

４．会場・日程の決定: 申込締切後、申込用紙にご記入いただいた講演内容、講演者などの予定を考慮し、 主催者にて調整の上決定 
     させていただきます。会場数・セッション枠には限りがあるため、ご希望に添えない場合もございます。 

あらかじめご了承ください。 
 
５．申 込 方 法 :「共催セミナー申込書」にご記入の上、ＦＡＸまたはE-Mailにて運営事務局宛にお送りください。 
                       申込締切後、決定を運営事務局よりご案内いたします。 
 
６．申 込 締 切: 2019年12月27日（金） 
 
７．取 消:申込書の提出後は、主催者が不可抗力と認めた場合以外、取消はできません。 
 
８. ご負担いただきました共催費につきまして、貴社が開示されることを了承いたします。 
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