Alliance for Revolution and Interventional
Cardiology Advancement（ARIA）2022

Dual-sword interventionalist: Science and Arts
～インターベンション二刀流:智と技～

各種協賛趣意書

一般社団法人 ARIA 事務局

ご挨拶
謹啓 時下、貴社益々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、多大なご貢献を賜わり、誠にありがとうございます。
さて Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement（ARIA）2022 を令
和 4 年 11 月 18 日(金)～20 日(日)の 3 日間、レソラ NTT 夢天神ホールを発信会場とし、完全 Web
形式で開催させていただきます。
医療を取り巻く環境は、少子高齢化、医療技術の進歩、及び医療提供の場の多様化等により大きく
変わり、その中で国民の医療に対する意識は、安全・安心の重視とともに、量から“質の向上”へ大き
く転換しています。つまり、患者価値:Patient-Reported Outcome を重視した Value-Based
Healthcare（VBHC）です。我が国においては循環器病対策基本法が実効フェーズに入った今まさに、
医療者と製薬・医療機器メーカー、行政など各ステークホルダーが手を携えあって、アウトカム最大
化とコスト適正化という目的を共有し智恵を絞っていかなければなりません。
そのような環境の中、interventional cardiologist は日々発信し続けられるエビデンス、知識をキ
ャッチアップし、自身のインターベンション技術を磨き続け、患者の希求する真の value を提供する
ことが求められます。まさに大リーグでピッチャーとしてもバッターとしても大活躍する大谷翔平選
手さながら、“智識”と“技術”の両方を併せ持つ二刀流が ARIA 2022 の目指す次世代インターベンシ
ョン医の理想像です。
そこで、令和 4 年 ARIA 2022 のテーマは、
「Dual-sword interventionalist: Science and Arts～
インターベンション二刀流:智と技～」とさせて頂きました。インターベンションの近未来を担う若
き次世代には、智識も技術も二刀流で存分に磨いてほしいという願いを込めました。
二刀流を代表する二天一流兵法の開祖、剣聖宮本武蔵は、美作国、いまの岡山県に生まれ（諸説あ
り）、佐々木小次郎との巖流島の闘いなど多くの逸話を残し、晩年は肥後国細川藩に招かれ、金峰山
霊巌洞で兵法書「五輪書」を著し、いまも熊本市北区の武蔵塚に祀られています。
ARIA 2022 は、元祖二刀流宮本武蔵の生誕、薨去の地の両会⾧が、国民の健康寿命延伸に心血管
インターベンションがさらに駆使される近未来をイメージしながら、日々患者の病と対峙し患者価値
の最大化に腐心している循環器内科医にとって、二刀流バイブル「五輪書」のような智の教育・技の
伝承の場になりたいと願っております。
ARIA 2022 には、インターベンション医のみならず多くの循環器内科医、アカデミアの研究者、
メディカルスタッフ、企業、行政の方々、多くの方にご参加いただき、来るべき近未来の理想の
interventional cardiology を語り合いたいと思います。本来、開催費用は参加登録費で賄われるべ
きで、本会でもこの原則に則って極力経費を切り詰めるよう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。
また、本会開催にあたり、貴社が支払う寄付金、共催費等、および貴社が別途支払う開催に関連す
る費用等について、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」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、情報公開される
ことに同意いたします。本会の趣旨をご賢察の上、何卒応分のご協力を賜りたく、伏してお願い申し
上げます。
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、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
2022 年 5 月吉日
Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement
ARIA2022 会⾧
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ARIA2022 開催概要
１． 名称:Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement（ARIA）2022
２． 会期:2022 年 11 月 18 日（金）～20 日（日）
３． 会⾧:上村 史朗 （川崎医科大学）
辻田 賢一 （熊本大学）
４． テーマ:Dual-sword interventionalist: Science and Arts～インターベンション二刀流:智と技～
５． 会場:オンライン開催（配信基地:天神レソラホール）
６． 主催:一般社団法人 Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement
７． 役員:代 表 理 事
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8. 参加者: 2000 名（予定）
9.プログラムテーマ（予定）:９会場
ライブデモンストレーション、Physiology、Imaging、Calc.、CTO、LMT／Bifurcation、ACS
Vulnerable plaque、Stentless、微小循環障害、心臓 CT、心筋シンチ、ロボット PCI、OMT、
心不全、SHDEVT、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. 事務局
一般社団法人 ARIA
〒810-0074 福岡市中央区大手門 3－1－3－301
TEL 092－753-9232／FAX 03-5546-0486

E-MAIL: office@aria-intervention.jp

各種共催に関するお問い合わせは、sponsor@aria2023.jp へお願いします。
12．収支予算概要（案）

ライブ共催募集要項
１．募集枠
種類

セッション時間 / １社あたりの

共催費

募集枠

ショートレクチャー時間

（消費税 10％込）

（予定）

ライブ共催１

90 分/15 分

￥1,650,000

6枠

ライブ共催 2※

90 分/8 分

¥880,000

6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 社でお申込ください。
２．共催に含まれるもの
① 登壇用 Zoom 設定管理
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）
④ ARIA2022 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 当日の講演の録音、ビデオ収録、編集など
※講演の取材、録音、ビデオ収録については必ず座⾧演者のご了解をお取りください。
４． プログラム内容
原則、プログラム内容（セッションタイトル、登壇者の人選、時間配分）は、ARIA 理事とプロ
グラム委員が企画、決定します。
５．その他
① 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

② Zoom アプリをダウンロードいただきご講演ください。ブラウザでは、一部機能が制限され
ます。

ビデオライブ共催募集要項
１．募集枠
種類
ビデオライブ共催１

セッション時間 / １社あたりの

共催費

募集枠

ショートレクチャー時間

（消費税 10％込）

（予定）

60～90 分/原則セッション時間

￥880,000

２枠

¥440,000

４枠

×15%（9-13.5 分）
ビデオライブ共催２※

60～90 分/原則セッション時間
×8％（5-7.2 分）

ビデオライブ共催 2※は、２社共催/１セッションとなります。2 社でお申込ください。
２．共催に含まれるもの
① 登壇用 Zoom 設定管理
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）
④ ARIA2022 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 ビデオライブの収録、編集費用
④ 当日の講演の録音、ビデオ収録、編集など
※講演の取材、録音、ビデオ収録については必ず座⾧演者のご了解をお取りください。
４．プログラム内容
原則、プログラム内容（セッションタイトル、登壇者の人選、時間配分）は、ARIA 理事とプロ
グラム委員が企画、決定します。
５．その他
① 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

② Zoom アプリをダウンロードいただきご講演ください。ブラウザでは、一部機能が制限され
ます。

セミナー共催募集要項
１． 募集枠
種類

セミナー時間

共催費（消費税 10％

募集枠

込）
セミナー共催

25 分

1,100,000

20 枠（予定）

２． 共催に含まれるもの
① 登壇用 Zoom 設定管理
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 ARIA2022 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 当日の講演の録音、ビデオ収録、編集など
※講演の取材、録音、ビデオ収録については必ず座⾧演者のご了解をお取りください。
４． プログラム内容
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。
５． その他
① 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
② Zoom アプリをダウンロードいただきご講演ください。ブラウザでは、一部機能が制限され
ます。

冠セッション募集要項
１．募集枠
種類

セミナー時間

共催費（消費税 10％

募集枠

込）
冠セッション共催

50 分～70 分程度

330,000

３枠（予定）

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）
④ ARIA2022 無料参加登録 1 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 当日の講演の録音、ビデオ収録、編集など
※講演の取材、録音、ビデオ収録については必ず座⾧演者のご了解をお取りください。
４．プログラム内容
プログラム内容（セッションタイトル、登壇者の人選、時間配分）は、ARIA 理事とプログラム
委員が企画、決定します。

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）2022 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． データ提出方法:
①

データフォーマット:W260 × H65 ピクセルで 4 KB 以内の GIF（アニメーション可）
、JPEG、
またはポータブル・ネットワーク・グラフィックス（png）

②

提出先:ARIA2022運営事務局 宛（

メール設定中

）

③

メールの件名:「ARIA2022バナー広告原稿（貴社名）」

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。

ARIA2022 寄付金募集要項
1. 学会名称:Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement（ARIA）2022
2. 募金目標額:200,000 円
3. 募金期間:2022 年 6 月～2022 年 11 月 20 日（日）
4. 寄付金の使途:ARIA2022 の事前準備および当日運営経費
5. 募金責任者:ARIA2022 上村 史朗（川﨑医科大学）
、辻田 賢一（熊本大学）
6. 寄付金を必要とする理由:
ARIA2021 に要する経費は、総額 68,473,707 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. 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、必要な方はご連絡ください。

8. 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。

ARIA2022 各種お申込方法
１．応募締切:
ライブ共催/ビデオライブ共催/セミナー共催:2022 年 8 月 31 日（水）
その他協賛:2022 年 9 月 30 日（金）
寄付:2022 年 11 月 20 日（日）
２．お申込方法:下記 URL よりお申込ください。

http://www.cresci-inc.jp/form/ARIA2022_sponsorship.html
３．お支払いについて:
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。
４．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。
５．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
開することに同意いたします。

６．各種共催についてお問い合わせ
株式会社クレッシー九州オフィス（運営事務局）
〒810-0074 福岡市中央区大手門 3－1－3－301
TEL 092－753-9232／FAX 03-5546-0486

E-MAIL: sponsor@aria2022.jp

