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参加者ならびに座長・演者のみなさまへ

１）受付・参加費
下記時間帯にライフホール前（千里ライフサイエンスセンター・5 階）にて参加受付を行って 
ください。また、下記の参加費には抄録集代が含まれます。

内　　容　 受付時間 会　場 参加費

第 26 回日本心血管インターベンション
治療学会近畿地方会 8 :00 〜 15 :30

第 1 会場（5F ライフホール）
第 2 会場（5F サイエンスホール）
第 3 会場（5F 501+502+503）
第４会場（6F 603+604）
第５会場（8F 801+802）

医師 5,000 円
コメディカル 1,000 円
企業 5,000 円

（抄録代含む）

２）座長の先生へ
「座長・演者受付」にて受付を行ってください。セッションの進行については座長の先生にお任
せしますが、終了時間を厳守していただきますようご協力をお願いします。

（口演セッション座長の先生）
受付を済ませた後、担当セッション開始予定 15 分前までに会場内の「次座長席」にご着席ください。

３）一般演題（口演発表）をご発表の先生へ
「座長・演者受付」にて受付を行ってください。受付を済ませた後、第 1 会場（5F ライフホー
ル）前「PC コーナー」にお越しいただき、発表データの動作確認を行ってください。発表の 15
分前までには会場内「次演者席」にご着席ください。
・発表時間は 10 分です（発表 7 分、質疑応答 3 分）。時間厳守でお願いします。
・アプリケーションは、PowerPoint（2003/2007/2010/2013）をご使用ください。PC コーナーには、

ご自身の PC、USB メモリー、CD-R の 3 媒体のうちいずれかをお持ちください。
・ 演題番号 No. 1〜3、No. 23〜25、No. 44〜46、No. 74〜76 の演者の先生は 8:50 までに、 

C-1〜3 の演者の先生は 9:50 までに「次演者席」にご着席ください。
・Macintosh をご利用の場合、また動画、音声などをご利用の場合は、必ずご自身の PC をお持

込ください。

〈幹事会・運営委員会〉
メディカル幹事会　　　8:00  〜 8 :50 　6F　601
メディカル運営委員会 16 :30 〜 17 :00　5F　第 1 会場（ライフホール）
コメディカル幹事会　　9:00  〜 9 :50 　6F　602
コメディカル運営委員会　15 :45 〜 16 :45　8F　第 5 会場（801+802）

会場 第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場

場所 ライフホール（5F） サイエンスホール（5F） 501+502+503（5F） 603+604（6F） 801+802（8F）
開会の辞

 

千里ライフサイエンスセンター

一般口演5
Coronary

Clinical study
座長：中川 義久，山本 克浩

一般口演8

Coronary
Bailout 2

座長：粟田 政樹，上田 恭敬

閉会の辞

一般口演4
Coronary
Imaging 1

座長：大竹 寛雅，岡田 正治

一般口演9
Coronary

ACS
座長：角谷 誠，松室 明義

特別セミナー3
座長：辻 貴史　　演者：武田 吉弘

共催：朝日インテックJセールス㈱

一般口演12
Structure

BAV
座長：岩崎 正道，江原 夏彦

一般口演11
Structure

TAVI
座長：市堀 泰裕，澤田 隆弘

一般口演1
Coronary

Complex 1
座長：大辻 悟，谷川 淳

一般口演2
Coronary

Complex 2
座長：西田 育功，浜中 一郎

一般口演3
Coronary
Bailout 1

座長：角辻 暁，辻 貴史

特別セミナー2
座長：大辻 悟　　演者：村里 嘉信
共催：センチュリーメディカル㈱/

㈱カネカメディックス

16:00

14:00

15:00

13:00

YIA表彰式

一般口演6
Coronary

VSA
座長：片岡 亨，神畠 宏

　

コーヒーブレイクセミナー2
座長：志手 淳也

演者：石原 隆行，大竹 寛雅
共催：テルモ㈱

一般口演7
Coronary
Imaging 2

座長：久保 隆史，名越 良治

12:00

一般口演14
Peripheral

Iliac
座長：当麻 正直，藤田 博

一般口演15
Peripheral

SFA
座長：澤田 隆弘，中村 茂

一般口演16
Peripheral

Vein
座長：小林 智子，中村 浩彰

一般口演17
Peripheral

BK
座長：河原田 修身，全 完

一般口演18
Peripheral

その他
座長：東森 亮博，馬渕 博

　

コーヒーブレイクセミナー4
座長：西田 育功 　演者：阿古 潤哉

共催：サノフィ㈱

9:00

10:00

11:00

コメディカルプログラム

看護・その他部門
座長：木下 博子

一般口演10
Coronary

CPA
座長：松尾 浩志，山田 愼一郎

コメディカルプログラム

ME部門②
座長：中谷 晋也，野崎 暢仁

コメディカルプログラム

放射線部門①
座長：高尾 由範，松島 正直

コメディカルプログラム

放射線部門②
座長：川村 克年，柳川 康洋

一般口演13
Coronary

Stent thrombosis
座長：滝内 伸，松浦 啓

ランチョンセミナー3
座長：山室 淳　　演者：澤田 隆弘

共催：第一三共㈱

コメディカルプログラム

ME部門①
座長：岡田 忠久，喜多 領一

ランチョンセミナー2
座長：上田 欽造

演者：新家 俊郎，中川 義久

共催：ボストン・サイエンティフィック

ジャパン㈱

コーヒーブレイクセミナー3
座長：中村 茂

演者：久保 隆史，柴田 浩遵
共催：セント・ジュード・メディカル㈱

特別セミナー1
座長：許 永勝

演者：山田 愼一郎，渡邉 真言
共催：日本メドトロニック㈱

コーヒーブレイクセミナー1
座長：志手 淳也 演者：舩津 篤史

共催：ニプロ㈱／㈱グッドマン

Young Investigation Award
(YIA)

座長：赤阪 隆史，上田 欽造

コメンテーター：石原 昭三，岡田 隆，

高谷 具史，藤井 健一，渡邉 真言

ランチョンセミナー1
座長：矢坂 義則

演者：大塚 文之，加治屋 崇

共催：アボット バスキュラー ジャパン㈱

9:00～9:50 9:00～10:00 9:00～10:00 9:00～10:00

9:50～10:50

10:50～12:00

12:10～13:00 

14:20～14:50 

15:20～16:00

10:30～11:50 

12:10～13:00 

13:00～13:40

11:30～12:00 

13:00～14:00

10:00～11:10

12:10～13:00

13:00～14:00

東海・北陸地方会

ジョイントプログラム

『Complex PCI Caseバトル』

座長：日比野 剛，矢坂 義則

パネリスト：上野 勝己，大里 和雄，

那須 賢哉，岡村 篤徳，小林 智子

コメンテーター：武田 吉弘，吉川 糧平

14:50～15:20 

10:00～10:30

13:40～14:10

14:10～15:00

15:00～16:00 15:00～16:00

14:00～15:00

10:30～11:30

10:00～10:30

11:10～12:00

14:30～15:40

14:00～14:30

10:00～11:00

11:00～11:50

13:15～13:55

13:55～14:45

14:55～15:35

13:00～14:20

12:10～13:00

ランチョンセミナー4
座長：鯰井 秀之

演者：伊澤 一郎，奥津 匡暁

共催：東芝メディカルシステムズ㈱


