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ご挨拶 

 

 

謹啓 時下、貴社いよいよ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、また医療の実践、医学の研究・教育および研修におきまして、

貴社製品を通じ、多大なご貢献を賜り、誠に有難うございます。 

 

さて来る 2021 年 11 月 19 日（金）～21 日（日）の 3 日間、Alliance for Revolution and 

Interventional Cardiology Advancement (ARIA) 2021 を開催させていただくことになりました

。昨年の ARIA は COVID-19 のパンデミックにより開催形式をオンラインに変更し、門田・

坂本両会⾧の下、ARIA in Silico 2020 として開催され、過去最高となる合計 2186 名の皆様に

ご参加いただき、コロナ禍において全国区での「大規模 Web 学会」という新しい試みを、マ

ルチチャンネル配信(EventHub による最大８チャンネル)で行い大成功裏に終えることができ

ました。ARIA2021 も完全には以前の対面方式の開催には戻さず、オンラインをメインとした

開催形式を予定しております。 

 

しかしながら物事には 2 面性があります。パンデミックにより失われたものがある一方で、

この 1 年で Dx（デジタルトランスフォーメーション）が一挙に進みました。学びの形も大き

く変化しましたが、オンライン開催であるが故のメリットを私達は体感しました。参加者は時

空間を選択する自由を得たこと、多忙な若手循環器医でも仕事終わりに参加できること、立ち

見がないこと、チャンネルからチャンネルへ秒速で飛べること、さらにはアーカイブで予習や

復習ができること、などなど。この様な背景のなかで本年の ARIA のテーマは「シン・ARIA

～電魂でリアルを学べ！～」とさせていただきました。「シン」には「ニューノーマル」、「

電魂」には「サイバーな心」の意味を込めております。コロナ禍における新しい ARIA の在り

方を模索しながら、参加していただく皆さまにトコトン満喫してもらえる会議を目指して参り

ます。  

          

ARIA は冠動脈インターベンション、Physiology、SHD インターベンション、末梢動脈だけ

ではなく、医療経済や医療機器イノベーションまで幅広い分野をカバーしており、包括的な学

びの場を提供しております。今年 2 月からは、ARIA 本会（11 月末）までの懸け橋となる教育

の場「ARIA 塾」を開講し、インターベンション現場のエクスペリエンスを皆さまと共有し、

知識向上を目指す取り組みも始め、徐々に盛りあがりを見せつつあります。  

 

 

 



 

 

 

足元のパンデミックの状況が悪い中、Web というサイバー空間を利用し「ライブを止める

な！」とばかりの皆様の旺盛な向上心はとどまるところを知りません。シン・ARIA が皆様の

向学の一助となれば理事一同幸甚です。「シン・ARIA に全集中！」していただけるよう、盛

会に向け理事、事務局一丸となって邁進する所存でございます。本来、開催に伴う費用は参加

登録費で賄われるべきものであり、本会でもこの原則に従って極力経費を切り詰めるように努

力しておりますが、本会を充実させる為に、関係各位にご支援をお願いする次第でございます

。 

 

つきましては、諸費ご多端の折、甚だ恐縮には存じますが、上記の開催趣意をお汲み取り頂

きまして、何卒、ご浄財のご支援を賜りたく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発展を祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます

。 

 
謹白 

 

2021 年 6 月吉日 

 

 

Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement（ARIA）2021 

会⾧ 岡山 英樹 愛媛県立中央病院 

園田 信成 佐賀大学医学部付属病院 

  



 

 ARIA2021 開催概要 
 

 

１． 名称：Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement（ARIA）2021 

 

２． 会期：2021 年 11 月 19 日（金）～21 日（日） 

 

３． 会⾧：岡山 英樹 （愛媛県立中央病院） 

   園田 信成 （佐賀大学医学部付属病院） 

 

４． テーマ：「シン・ARIA～電魂でリアルを学べ！～」 

 

５． 会場：電気ビル共創館・Event Hub オンライン会場 

 

６． 主催：一般社団法人 Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement 

 

７． 役員：代 表 理 事 上野 高史  福岡記念病院 

理     事 岩淵 成志  琉球大学 

川﨑 友裕  新古賀病院 

門田 一繁  倉敷中央病院 

川井 和哉  近森病院 

岡山 英樹    愛媛県立中央病院 

坂本 知浩  済生会熊本病院 

塩出 宣雄  広島市立広島市民病院 

柴田 剛徳  宮崎市郡医師会病院 

園田 信成    佐賀大学医学部付属病院 

中尾 浩一  済生会熊本病院 

挽地 裕  佐賀県立医療センター好生館 

理事/事務局⾧ 横井 宏佳  福岡山王病院 

監 事     秋満 忠郁  大分循環器病院 

  新井 英和  鹿屋ハートセンター 

 

8. 参加者： 2000 名（予定） 

 

9.プログラムテーマ（予定）： 

ライブデモンストレーション、Physiology、Imaging、Calc.、CTO、LMT／Bifurcation、ACS 

Vulnerable plaque、Stentless、心臓 CT、ロボット PCI、OMT、心不全、SHD 

EVT、アブレーション、合併症、医療経済、医療機器開発、他 

 

 

 



 

 

 

 

10．企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインについて： 

各種共催申込に関しまして、日本製薬工業協会ならびに日本医療機器産業連合会の「企業活動と 

医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づき「共催企業と医療機関及び医療関係者との関係の透

明性に関する指針」に従い、学会等の会合開催にかかる費用を公開することに同意いたします。 

 

11. 運営事務局 

  株式会社クレッシー  

〒104-0052 東京都中央区月島 1-8-1 アイマークタワー915 

TEL 03-6231-0307／FAX 03-5546-0486 E-MAIL: aria2021@cresci.jp 

 

12．収支予算概要（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 セミナー共催募集要項 

 
セミナー共催対象セッションは全てオンライン開催(EventHub)となります。一部のセッション（ライブデ

モストレーション等）のみ福岡電気ビルに会場を用意したハイブリッド開催となります。 

 

１． 募集枠  

種類 セミナー時間 共催費（消費税 10％込） 募集枠 

セミナー共催 25 分 ￥1,100,000 20 枠 

  

 

２． 共催に含まれるもの 

① 登壇用 Zoom 設定管理（登壇者への連絡含む） 

② オンライン開催に係る基本的設備費用（サーバー代、システム構築等） 

③ 当日の視聴者データ（所属、氏名）、該当セッション映像データ（二次利用禁止。社内確認のみ

にお使いください）の共催企業様への共有 

④ ARIA2021 無料参加登録 2 名分 

 

３． 共催に含まれないもの（貴社にてご負担いただくもの） 

① 登壇者への謝礼、交通、宿泊費など（各企業様の社内規定に沿ってご手配ください） 

② 登壇者の希望に応じたオンライン登壇環境の調整（Zoom ログイン、PC 設定、インターネッ

ト回線速度、WEB カメラ、ヘッドセット準備、専用の会議室等） 

 

４． 登壇形式 

オンライン登壇（座⾧、演者、コメンテーター含めた全ての登壇者） 

・Web カメラ、マイクがある状況で、座⾧・演者をインターネット回線で繋ぎご講演頂きます。 

  （座⾧、演者の先生方は別々の場所からご出演いただくことが可能です。） 

・座⾧の有無は企業一任とさせていただきます。 

 ・接続される端末に Zoom アプリをダウンロードいただきご講演ください。ブラウザは、一部機 

能が制限されます。 

  ・WEB 講演の通信品質は、各登壇者の通信、端末環境に伴い影響されます。主催者は通信状況 

   に関する責任は負いかねますことをご了承ください。 

 

５． セミナー開催日時について 

セッションの日時の詳細につきましては、お申し込み後、理事会にて検討し、決定次第ご案内致し

ます。登壇者の選定は、企業様に一任いたします。 

 

６． 申込方法 

  オンラインによる受付となります。ARIA2021 のホームページよりお申込ください。 

  【URL: http://www.cresci-inc.jp/form/ARIA2021_sponsorship.html】 

   申込期日： 2021 年 8 月 25 日（水）締切 

 



 

 

 

7. お支払方法 

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。 

請求書が届きましたら、期日までに指定の口座にお振込みください。 

※恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担願います。 

※銀行の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。 

 

８．申込後のキャンセル、開催日時の変更・中止について 

申込後の取り消しについては原則お受けできません。予めご了承ください。やむを得ずお申込みを取り

消される場合は、共催費はご返金いたしかねますので、予めご了承ください。 

天災・その他のやむを得ない事情、並びに主催者の責任に帰し得ない原因により、学会の開催日時を変

更する場合があります。この変更により生じた共催社の損害は補償出来かねます。 

また共催社は、この変更を理由とする共催申込みの取り消し、または契約を解除することは出来ませ

ん。 

なお、前述の原因により学会の開催中止を決定した場合には、別途協議し、対応方を決定いたします。 

 

９．情報公開への同意について 

日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関の関係の透明性ガイドライン」に基づき「共催企業様と医療

機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、学会等の会合開催にかかる費用を公開す

ることを公開することについて了承いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 プログラム共催募集要項 
 

 

プログラム共催は、主催者によるプログラム（ライブ、ライブ以外）の企画の後、セッション内容に応じて

各社様に共催をご検討いただきます。 

＊本開催では、限られたセッション（主にライブデモストレーションの一部）のみ福岡電気ビルに会場を用

意したハイブリッド開催、その他のセッションはオンライン開催(EventHub)となります。 

 

１．募集枠  

種類 ショートレクチャー時間 共催費（消費税 10％込） 募集枠 

プログラム共催１  

（ライブ） 

15 分 ￥1,650,000 8 枠 

プログラム共催 2※ 

（ライブ） 

8 分 ¥880,000 6 枠 

プログラム共催 3 

（ライブ以外） 

なし ¥330,000 ３枠 

プログラム共催 2※は、２社共催/１セッションとなります。 

 

２．共催に含まれるもの 

① 登壇用 Zoom 設定管理（登壇者への連絡含む） 

② オンライン開催に係る基本的設備費用（サーバー代、システム構築等） 

③ 当日の視聴者データ（所属、氏名）、該当セッション映像データ（二次利用禁止。社内確認のみ

にお使いください。）の共催企業様への共有 

④ ARIA2021 無料参加登録 2 名分 

 

３． 共催に含まれないもの（貴社にてご負担いただくもの） 

① 登壇者への謝礼、交通、宿泊費など（各企業様の社内規定に沿ってご手配ください） 

② 登壇者の希望に応じたオンライン登壇環境の調整（Zoom ログイン、PC 設定、インターネッ

ト回線速度、WEB カメラ、ヘッドセット準備、専用の会議室等） 

③ 共催プログラムがビデオライブの場合には、セッション企画担当者から共催企業様にビデオ

収録、編集作業をご相談させていただくことがあります 

 

 

４． 登壇形式 

・ハイブリッド開催セッションについては、主催者選定の登壇者には可能な限り福岡会場でご登壇

いただきます（主催者からの交通宿泊費支給あり）。ショートレクチャー演者（企業様選定）につ

きましては、「福岡会場での登壇」もしくは「オンライン登壇」を演者と企業様の協議により決定

されてください（主催者からの交通宿泊費支給なし） 

・オンライン開催セッションについては、Web カメラ、マイクがある状況で、登壇者をインター

ネット回線で繋ぎご登壇頂きます。 

・WEB 講演の通信品質は、各登壇者の通信、端末環境に伴い影響されます。主催者は通信状況に 

関する責任は負いかねますことをご了承ください。 



 

 

 

 

５． 申込方法 

  オンラインによる受付となります。ARIA2021 のホームページよりお申込ください。 

  【URL: http://www.cresci-inc.jp/form/ARIA2021_sponsorship.html】 

    

申込期日： 2021 年 8 月 25 日（水）締切 

 

７．お支払方法 

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。 

請求書が届きましたら、期日までに指定の口座にお振込みください。 

※恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担願います。 

※銀行の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。 

 

８．申込後のキャンセル、開催日時の変更・中止について 

申込後の取り消しについては原則お受けできません。予めご了承ください。やむを得ずお申込みを取り

消される場合は、共催費はご返金いたしかねますので、予めご了承ください。 

天災・その他のやむを得ない事情、並びに事務局およぶ運営事務局の責任に帰し得ない原因により学会

の開催日時を変更する場合があります。この変更により生じた共催社の損害は補償出来かねます。 

また共催社は、この変更を理由とする共催申込みの取り消し、または契約を解除することは出来ませ

ん。 

なお、前述の原因により学会の開催中止を決定した場合には、別途協議し、対応方を決定いたします。 

 

９．情報公開への同意について 

日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関の関係の透明性ガイドライン」に基づき「共催企業様と医療

機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、学会等の会合開催にかかる費用を公開す

ることを公開することについて了承いたします。 

 

  



 ホームページバナー広告募集要項 
 

 

１． 掲載サイト： Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement（ARIA）2021 

 公式サイト 

 

２． 掲 載 期 間： バナー関連データの受領 1 週間後～会期終了まで 

 

３． 広 告 料： 110,000 円（消費税 10％込） 

 

４． 広告募集数： 5 枠（先着順） 

 

５． 協賛依頼社数： 約 100 社 

 

６． 広 告 規 格： 横 250 × 縦 85 ピクセル（JPEG または GIF 形式） 

合わせてバナーのリンク先 URL もご教示ください 

 

７． 広告掲載頁決定・注意事項 

① バナー掲載箇所等は、申込締め切り後に主催者で決定いたします。 

② 申込社が主催者の許可無く、スペースの全部、または一部を第三者に讓渡、貸与、もしくは、 

申込社同士において交換することはできません。 

 

８． お申し込み方法・お申し込み期限 

オンラインによる受付となります。学会ホームページよりお申込みください。 

 【URL: http://www.cresci-inc.jp/form/ARIA2021_sponsorship.html】 

申 込 期 日：2021 年 8 月 25 日（水）締切 ※但し、募集枠に達し次第、申込を締め切ります。 

データ締切：2021 年 9 月 30 日（木）締切 

      ※バナーデータは貴社にて作成の上、運営事務局【aria2021@cresci.jp】まで 

       メールにてご送付ください。（当方ではデータの作成はいたしません。） 

 

９． お支払い方法 

広告掲載料の請求書は、お申し込み後にお送りいたします。 

請求書が届きましたら、期日までに指定の口座にお振込みください。 

 

10．申込後のキャンセル、開催日時の変更・中止について 

申込後の取り消しについては原則お受けできません。予めご了承ください。やむを得ずお申込みを取り

消される場合は、共催費はご返金いたしかねますので、予めご了承ください。 

天災・その他のやむを得ない事情、並びに事務局およぶ運営事務局の責任に帰し得ない原因により学会

の開催日時を変更する場合があります。この変更により生じた共催社の損害は補償出来かねます。 

また共催社は、この変更を理由とする共催申込みの取り消し、または契約を解除することは出来ませ

ん。 

なお、前述の原因により学会の開催中止を決定した場合には、別途協議し、対応方を決定いたします。 



 PR 動画広告 募集要項 
 

 

１． 内 容： 貴社製品の PR 動画（2 分以内）を会期中のご指定セッション開始前のコマーシャルと

して放映いたします。 

   ◆データ形式：動画 

     <動画の場合> 

   ・解像度：1920x1080P(i) もしくは 1280x720P 

   ・動画形式：MP４、MOV、AVI 等 

 

２． 料 金： 330,000 円（消費税 10％込） 

 

３． 放映募集数： ２枠 

 

４． 協賛依頼社数： 約 100 社 

 

５． 注意事項 

① ご指定セッションの開始 4 分前より放映を開始し、セッション開始時まで繰り返し再生いた

します。 

② 放映する PR 動画の内容は事前に主催者が確認し、不適切な内容があると判断した場合は、放

映の中止、もしくは変更を依頼させていただきます。 

 

6．お申し込み方法・お申し込み期限 

オンラインによる受付となります。学会ホームページよりお申込みください。 

【URL: http://www.cresci-inc.jp/form/ARIA2021_sponsorship.html】 

申 込 期 日：2021 年 8 月 25 日（水）締切 ※但し、募集枠に達し次第、申込を締め切ります。 

データ締切 ：2021 年 9 月 30 日（木）締切 

      ※バナーデータは貴社にて作成の上、運営事務局【aria2021@cresci.jp】まで 

       メールにてご送付ください。（当方ではデータの作成はいたしません。） 

 

７．お支払い方法 

広告掲載料の請求書は、お申し込み後にお送りいたします。 

請求書が届きましたら、期日までに指定の口座にお振込みください。 

 

８．申込後のキャンセル、開催日時の変更・中止について 

申込後の取り消しについては原則お受けできません。予めご了承ください。やむを得ずお申込みを取り

消される場合は、共催費はご返金いたしかねますので、予めご了承ください。 

天災・その他のやむを得ない事情、並びに事務局およぶ運営事務局の責任に帰し得ない原因により学会

の開催日時を変更する場合があります。この変更により生じた共催社の損害は補償出来かねます。 

また共催社は、この変更を理由とする共催申込みの取り消し、または契約を解除することは出来ませ

ん。 

なお、前述の原因により学会の開催中止を決定した場合には、別途協議し、対応法を決定いたします。 



 WEB 展示募集要項 

 

1.名称： Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement（ARIA）2021 

     WEB 展示ブース 

    ※EventHub 上に、会期中の WEB 展示ブースを設けます。 

 

2．オンライン出展期間 各社様の EventHub 入力後～2021 年 11 月 21 日（日）  

 

3. 出展料 1 社 220,000 円（税込）募集数：3 枠 

 

4．お申し込み方法・お申し込み期限 

オンラインによる受付となります。学会ホームページよりお申込みください。 

【URL: http://www.cresci-inc.jp/form/ARIA2021_sponsorship.html】 

申込期日：2021 年 8 月 25 日（水）締切  

 

5. 申込後のスケジュールについて *お申し込みいただいた後、詳細はご案内いたします。 

  9 月中旬：各社へ展示ブース作成用ユーザーアカウント（１アカウント/１枠）のご案内 

  10 月中旬：オンライン出展プラットフォーム（Event Hub）へのユーザー登録、出展情報入力等 

 ※当方では代理入力はいたしません。 

    ※入力に際してのご質問については、イベントハブ社（Event Hub）ヘルプセンターへお問合せく 

ださい。ヘルプセンターURL: https://help.eventhub.jp/support 

 

6．お支払い方法 

申込受領後、請求書を発行いたします。請求書が届きましたら、期日までに指定の口座にお振込みくだ 

さい。 

 

7. 申込後のキャンセル、開催日時の変更・中止について 

申込後の取り消しについては原則お受けできません。予めご了承ください。やむを得ずお申込みを取り

消される場合は、共催費はご返金いたしかねますので、予めご了承ください。 

天災・その他のやむを得ない事情、並びに事務局およぶ運営事務局の責任に帰し得ない原因により学会

の開催日時を変更する場合があります。この変更により生じた共催社の損害は補償出来かねます。 

また共催社は、この変更を理由とする共催申込みの取り消し、または契約を解除することは出来ません。 

なお、前述の原因により学会の開催中止を決定した場合には、別途協議し、対応方を決定いたします。 

 

8. その他 

申込社が主催者の許可無く、申込枠の全部、または一部を第三者に讓渡、貸与、もしくは、申込社同士

において交換することはできません。 

 

 

 

 



ARIA2021 寄付金募集要項 
 

 

1. 学会名称：Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement（ARIA）2021 

 

2. 募金目標額：1,000,000 円 

 

3. 募金期間：2021 年 7 月～2021 年 11 月 22 日（日） 

 

4. 寄付金の使途：ARIA2021 の事前準備および当日運営経費 

 

5. 募金責任者：ARIA2021 岡山 英樹（愛媛県立中央病院）、園田 信成（佐賀大学医学部付属病院） 

 

6. 寄付金を必要とする理由： 

ARIA2021 に要する経費は、総額 62,104,881 円の予定しており、これらの費用は参加者の参加登録費 

で賄うのが常道であります。しかしながらその額には限界があり、経費の相当額は諸団体および諸会社 

からの浄財に頼らざるを得ないのが実情であります。諸費ご多端の折柄、誠に恐縮ではございますが何 

卒ご高配の程お願い申し上げます。 

 

7. 申込方法：オンラインにより受付となります。 ARIA2021 ホームページよりお申込ください。 

  【ARIA2021 ホームページ URL: http://aria-intervention.live/】 

 

8. 支払方法：下記の口座にお振込みをお願い致します 

【銀行名】三井住友銀行 

【支店名】新宿支店（店番：221） 【口座番号】普通：4983426 

【口座名義】一般社団法人 Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement 

 
※恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担願います。 

※寄附金に対する免税借置はご用意しておりませんので予めご了承ください。 

※寄附金に対する請求書の発行は行っておりませんので、ご承知おきください。 

 

9. 寄付金公表の許可：拠出いただきました寄付金を各社が公表することについて了承いたします。 

 

 

 

 

 

 


