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第10回臨床高血圧フォーラム

1．概要

現地会期：2022年6月18日（土）～ 19日（日）
　　　　　オンデマンド配信：2022年７月1日（金）～ ７月20日（水）
　　　　　一部プログラムは、オンデマンド配信がありません。（※現地開催のみ）
会　　場：ロイトン札幌
　　　　　〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西11丁目
会　　長：斎藤 重幸（札幌医科大学保健医療学部看護学科 基礎臨床医学講座内科学分野 教授）
事務局長：山下 智久（札幌医科大学医学部医学科 循環器腎臓代謝内分泌内科学講座 助教）

2．参加費及び参加登録方法

1）参加登録方法
　本フォーラムホームページの「オンライン参加登録」より登録をお願いいたします。
　※現地参加希望の方もホームページより参加登録ください（会場での参加受付はいたしません）。
　※電話、E-mailでの参加登録はお受けいたしかねます。

2）参加登録期間
　2022年5月11日（水）～ ７月20日（水）正午

3）参加費

参加区分 参加費

【日本高血圧学会】一般会員 15,000円

【日本高血圧学会】評議員・特別正会員 15,000円

【日本高血圧学会】準会員  5,000円

【非会員】医師 1７,000円

【非会員】医師以外の医療従事者（メディカルスタッフ）  ７,000円

初期研修生・学部学生※ 無料

上記以外の医療関係者（企業含む） 1７,000円

※ 初期研修医／学生（医学、看護、リハ、放射線）、外国人留学生は、学生証もしくは、所属長の証明書が必要
となります。お申込後必ず「学生証」と「在学証明書」のコピーをホームページ内の証明書提出先専用フォルダ
までアップロードをお願いいたします。

※必要書類の提出がない場合には、一般料金を申し受けます。
※医療従事者：看護師、薬剤師、栄養士、保健師、臨床検査技師など。
※団体登録の受付は出来かねます。各自でご登録ください。
※参加登録を他の方へ譲渡する、お名前の変更はお受けいたしかねますのでご了承ください。

4）お支払い方法
　 クレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、AMEX、Diners Club）をご利用いただけます。オンラインクレジッ

トカード決済以外の支払いはお受けいたしかねます。参加登録は、参加費のお支払いをもちまして完了となり
ます。
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5）キャンセルについて
　 決済完了後のキャンセル・二重登録のお取消し及びご返金は理由の如何に関わらずお受けいたしかねます。また、

決済後は金額変更を伴ういかなる変更もお受けいたしかねますので、十分にご注意ください。

6）参加証・領収書について
　 領収書につきましては、参加登録の支払い完了後、サービスカウンターより発行が可能です。
　　ダウンロード期間：2022年７月31日（日）まで
　参加証は会期終了後、サービスカウンターよりダウンロードが可能です。
　　発行期間：2022年6月20日（月）～ ７月31日（日）まで

　 いずれもサービスカウンター、ページ下部の「各種取得手続き」内のPDFファイル名の箇所をクリックしていた
だきますと発行いたします。

　※デジタル版のみの発行となります。郵送による紙の発行はありません。
　※ 現地開催に参加される方も参加登録システムからご発行ください（参加証と領収書は会場での発行はいたしません）。

3．参加受付

　　・受付場所：ロイトン札幌2F ホワイエ（ロタンダ）
　　・受付時間：6月18日（土）8：00 ～ 1７：00 　　　　
　　　　　　　　6月19日（日）７：00 ～ 12：00 
現地開催への参加をご希望の方は、ご来場される際、参加登録完了時に発行される QR コードまたは、サービス
カウンターから発行した登録確認証を必ず会場へお持ちください。
会場に設置されております QRコードリーダーにて、QRコードの読み取りを行っていただき、ネームカードをご
発行ください。
※登録確認書は、6月19日（日）まで何度でも印刷が可能です。
※会場内ではネームカードを必ず常時着用してください。

4．デジタル版プログラム・抄録集について�

日本高血圧学会会員の皆様には、デジタル版プログラム・抄録集は会員専用サイトのプログラム・抄録集のペー
ジからダウンロードしてください。PC でご覧いただきますとpdf 形式にて紙に印刷もできます。
非会員の皆様には、オンライン登録の方へはメールにて、プログラム・抄録集の閲覧用のURLとIDおよびパスワー
ドをご案内いたします。 

5．日本高血圧学会事務局デスクでのお取り扱い

 ［日本高血圧学会事務局デスク］ 
　　・受付場所：ロイトン札幌2F ホワイエ（ロタンダ） 
　　・受付日時：6月18日（土） 9：00 ～ 16：00 　　　　 
　　　　　　　　6月19日（日） 8：30 ～ 11：30 　　　　 
　　　　　　　　※第10回臨床高血圧フォーラムの参加受付時間とは異なりますのでご注意ください。

■日本高血圧学会2022年度の年会費納入について
　 会期中、会場での納入受付は行いません。今年度（2022年度）の年会費振込用紙は、昨年11月および今年3月に送

付済みですので、未納の方はご利用の上、別途お支払いください。なお、次年度（2023年度：2022年9月1日開始）
の年会費のご案内は、今秋の学術総会終了後に送付予定です。

　※本学会の事業年度期間は、9月1日～翌年8月31日です。

学会のご案内



第10回臨床高血圧フォーラム　－　9　－

■日本高血圧学会への入会について
　 新しく入会を希望する方は、学会ホームページより入会条件、注意事項などをご確認のうえ、オンラインで申

込みをお願いいたします。会期中は日本高血圧学会事務局デスク近くに入会用のパソコンを用意いたしますの
で、会場にて入会をお申し込みください。オンライン申込が難しい場合は、入会申込書も用意しておりますの
で高血圧学会事務局デスクに受付時間内にお立ち寄りください。入会申し込み後ご希望の方にはデジタル抄録
集のログインID 及びパスワードをお渡しいたします。

　※会費については後日、本登録後に会員番号記載の年会費振込用紙を郵送いたします。 

■日本高血圧学会専門医資格更新のための単位取得について
　 高血圧専門医で会場参加の方には、8単位を付与します。参加単位証明書は発行しませんので、日本高血圧学会

事務局デスクへお立ち寄りいただく必要はございません。総合受付におけるネームカード発行をもって参加を
確認します。単位認定についてご質問がある場合には、日本高血圧学会事務局デスクにお立ち寄りください。
オンデマンド視聴のみの方は、視聴ログの確認をもって8単位を付与します。

　 また、専門医更新単位50単位のうち、医療倫理・医療安全に関する単位はそれぞれ1単位ずつ計2単位が必要です。
専門医認定期間内に未取得の方は下記の講習会の受講でそれぞれ1単位取得できます。すでに取得済みの方は下
記講習会を受講されても単位数の追加取得とはなりません。

　【医療安全講習】
　現地開催：6月18日（土）15：30 ～ 16：15　第1会場（ロイトン札幌　エンプレスホール）
　オンデマンド配信：７月1日（金）～ ７月20日（水）

　【医療倫理講習】
　現地開催：6月18日（土）16：30 ～ 1７：15　第1会場（ロイトン札幌　エンプレスホール）
　オンデマンド配信：７月1日（金）～ ７月20日（水）

　＜現地参加で単位取得をご希望の場合＞
　　 現地で受講される方には、各講習開始前会場入口にて参加証をお配りいたします。各開演10分後の入室・途

中退室は認めません。各講習終了後、参加証明書にお名前をご記入の上、会場出口にて日本高血圧学会事務
局スタッフにお渡しください。当日、会場で提出された参加証明書以外は無効となります。

　＜オンデマンド視聴で単位取得をご希望の場合＞
　　 視聴ログ記録により単位付与いたしますので、各30分以上の視聴時間をもって「参加」とみなします。30分に

満たない場合は、単位付与対象外となりますので、ご注意ください。

　※取得単位の確認方法
　　 付与された単位数は、会員サイトの個人情報欄にある「専門医更新単位取得状況通知表」へ登録されますので、

ご確認ください。2022年8月末までに単位数の登録がない場合は、お問い合わせください。

学会のご案内学会のご案内
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■循環器病予防療養指導士単位取得のためのセミナーについて
　 循環器病予防療養指導士認定試験受験資格の取得ならびに、資格更新のためのセミナーです。
　※本フォーラムでは、循環器病予防療養指導士単位取得のためのワークショップの実施はございません。
　・現地開催：6月19日（日）  8：25 ～  9：10　循環器病予防療養指導士セミナー 1　（B8①）
　　　　　　　6月19日（日）  9：15 ～ 10：00　循環器病予防療養指導士セミナー 2　（B8②）
　　　　　　　6月19日（日）10：15 ～ 11：00　循環器病予防療養指導士セミナー 3　（C10）
　　　　　　　6月19日（日）11：05 ～ 11：50　循環器病予防療養指導士セミナー 4　（C11）
　　会　　場：第3会場（ロイトン札幌　ハイネスホール）
　・オンデマンド配信：７月1日（金）～ ７月20日（水）

　〈カリキュラム〉　B8 　生活習慣病予防における運動指導のポイント（2単位）
　　　　　　　　　C10　高齢者の高血圧、脂質異常症、糖尿病の管理（1単位）
　　　　　　　　　C11　女性・小児の高血圧・脂質異常症・糖尿病（妊娠時を含む）（1単位）
　　　　　　　　　※B8①とB8②については、両方受講して2単位が認定されます。
　　　　　　　　　　B8①、B8②単体での単位認定はできませんのでご注意ください。

高血圧学会指導士セミナー担当（jshseminar@jpnsh.jp）までお問い合わせください。

　＜現地参加で単位取得をご希望の場合＞
　　 セミナーを受講される場合、10分以上の遅刻は入室できません。セミナーの講座中に受講したことを証明す

るためのパスワードが発表されますので、必ず記録してください。パスワードの再発行はできませんのでご
了承ください。

　＜オンデマンド視聴で単位取得をご希望の場合＞
　　 視聴ログを記録し単位付与いたします。
　　 講義終了の10分以上前に視聴を止められた場合は、単位が認定されませんのでご注意ください。講義中に受

講したことを証明するためのパスワードが発表されますので、必ず記録してください。パスワードの再発行
はできませんのでご了承ください。

■心不全講習会（ノバルティスファーマ医学教育助成企画）
　・現地開催：6月18日（土）16：15 ～ 1７：00（C16）
　　　　　　　6月18日（土）1７：05 ～ 1７：50（C16）
　　会　　場：第2会場（ロイトン札幌　リージェントホール）
　　※オンデマンド配信はございませんので、ご注意ください。
　　※講義はどちらもC16の単位のため、両講義を受講した場合でも【1単位】のみの取得となります。

6．共催セミナーへの参加について

整理券の配布はありません。直接会場にお越しください。 

7．企業展示・減塩企業展示・関連委員会・団体ブースについて�

　　・会　場：ロイトン札幌2F ホワイエ（ロタンダ）
　　・日　時：6月18日（土）9：00 ～ 1７：00 
　　　　　　　6月19日（日）8：00 ～ 12：00

学会のご案内学会のご案内
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8．会場での注意事項�

・原則として会場内の呼び出しはいたしません。
・会場での録音や撮影はご遠慮ください。 
・携帯電話は電源を切るか、マナーモードでのご使用をお願いいたします。
・会場へは公共交通機関をご利用ください。 
・会場は全面禁煙とさせていただきます。

9．託児所

新型コロナウイルス感染防止ならびにお子さまの安全を最優先に考慮し、本フォーラムでは託児所の設置はござ
いません。

10．オンデマンド配信の視聴について

WEB配信画面より７月1日（金）～ ７月20日（水）にオンデマンド配信をご覧いただけます。WEB開催特設サイトの閲
覧にはID（メールアドレス）とパスワードが必要です。
ログインID：参加登録時のメールアドレスログイン
PW：参加登録時にご自身で設定したパスワード

11．新型コロナ感染拡大防止のためのお願い

本フォーラムでは下記の新型コロナウイルス感染症対策を行います。ご来場の皆様には、ご協力をお願い申し上
げます。

Ⅰ．感染対策について
　1． スタッフは毎日検温を実施し、健康状態を確認いたします。また手洗い、手指消毒、マスクの着用を徹底い

たします。
　2．後の感染経路確認等のため、受付時にご氏名を確認いたします。
　3．館内各所に消毒用アルコール液を設置いたします。
　　　 参加者が手を触れる場所（手すり、ひじかけ、扉取手、エレベーターボタン、トイレなど）は定期的に消毒を

行います。
　4． マイク等の機器についても定期的に消毒を行います。またスタンドマイクは手を触れずに発言していただき

ますようよろしくお願いいたします。
　5．施設ガイドラインに沿って各会場の入場制限、座席間隔を確保いたします。
　6．講演者間アクリルパネル設置（ないし物理的距離の確保）による飛沫感染防止を行います。
　７．館内は常時十分に換気を行っておりますが、プログラム中も扉を開放した状態で進行いたします。

Ⅱ．現地参加予定の皆様へご協力のおねがい
　 以下に該当する方はご入場いただけませんので、ご来場をお控えください。
　1． 発熱や咳、のどの痛みなどの症状がある方や全身倦怠感など体調がすぐれない方。（会場入口の検温で発熱

が確認された場合、ご帰宅いただく場合がございます。）
　2． 新型コロナウイルス感染症陽性とされた人との濃厚接触がある方または、過去2週間以内に政府から入国制限、

入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴及び該当在住者との濃厚接触がある方。

学会のご案内



第10回臨床高血圧フォーラム　－　12　－

　会場では、下記のご協力をお願いいたします。
　1．可能であればご来場前に接触確認アプリ「COCOA」のインストールのご協力をお願いいたします。
　2．館内では常時、マスクの着用をお願いいたします。また「咳エチケット」の励行をお願いいたします。
　3．館内設置の消毒液や手洗いなどでこまめな手指の消毒をお願いいたします。
　4． ランチョンセミナーで飲食をされる場合、会話はお控えいただき、会話をされる際にはマスクを着用してく

ださい。

12．お問い合わせ先�

《運営準備室》日本コンベンションサービス株式会社 関西支社　
　　　　　　　〒541-0042 大阪市中央区今橋4-4-７ 京阪神淀屋橋ビル2階
　　　　　　　TEL：06-6221-5933　
　　　　　　　E-mail： 10fch@convention.co.jp

日本高血圧学会関連（年会費、入会、単位取得）については、以下にお問い合わせください。 　
　特定非営利活動法人日本高血圧学会 事務局 
　　　　　　　〒113-0033　東京都文京区本郷3-28-8　日内会館2階 　　　　　　　 
　　　　　　　TEL：03-6801-9７86　FAX：03-6801-9７8７
　　　　　　　E-mail：office@jpnsh.jp
　

【各セッションの開催方法について】 
　 現地会場での開催とオンデマンド視聴を組み合わせたハイブリッド開催です。セッションにより発表形式が異

なりますので、下記一覧をご確認ください。なお、全セッション、ライブ配信はありません。

セッション名 オンデマンド配信

シンポジウム 〇

日本高血圧学会・日本人間ドック学会合同シンポジウム ×

教育講演（advanceマスターコース） 〇

循環器病予防療養指導士セミナー 〇

医療倫理・医療安全講習 〇

心不全講習会（ノバルティスファーマ医学教育助成企画） ×

市民公開講座 ×

ダイバーシテイ推進委員会企画 〇

実地医家シンポジウム ×

一般演題 ×

ランチョンセミナー・モーニングセミナー・スポンサードセミナー 企業により異なる
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