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第31回日本心血管インターベンション治療学会  近畿地方会　運営事務局

Japanese Association of 
Cardiovascular Intervention 
and Therapeutics

会場のご案内

問合わせ先

千里ライフサイエンスセンター
〒560-0082  豊中市新千里東町1-4-2

TEL:06-6873-2010　FAX:06-6873-2011
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●地下鉄（北大阪急行電鉄）
　御堂筋線　千里中央行　終点・千里中央下車（北出口すぐ）
●伊丹空港より
　大阪モノレール 門真市行　千里中央下車（徒歩約5分）
●新大阪駅・難波駅より
　地下鉄御堂筋線千里中央行をご利用ください。
●お車でお越しの方
　新御堂筋（国道423号線）または、中央環状線をご利用ください。
　駐車場のご利用について 午前7時～午後11時
 料金 最初の1時間 400円
 　　 以後30分毎 200円
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日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会

会場

千里ライフサイエンスセンター

http://cvit-kinki.jp/

会長

岡田　正治  滋賀県立総合病院

日（土）月2018年10 13
会期

　第31回日本心血管インターベンション治療学会近畿地
方会を、2018年10月13日(土)に、千里ライフサイエンス
センター(大阪)において開催させて頂きます。故・玉井秀男
先生をはじめとした諸先生方に教えを請いながら初めて発表
させていただいてから約25年、まだまだ若輩者ではありま
すが会を盛り上げるために努力する所存です。よろしくお願い
いたします。

　心血管カテーテルインターベンション治療は、冠動脈疾患
だけでなく末梢動脈疾患・大動脈疾患や弁疾患に至るまで、
幅広い分野において目覚ましい進歩を遂げています。しかし
さらなる進歩のためには、個人においては限りのある経験・
得られる知識をみんなで共有し、新たなコモンセンスやガイ
ドラインを作成する努力が大事だと考えます。この近畿エリ
アは、AMIに対するdirect PTCAをはじめとして、左主幹部
病変に対する治療や慢性完全閉塞性病変に対する逆行性ア
プローチなど、様々なイノベーティブな治療法の確立に貢献
して参りましたが、それも諸先輩方がこうした地方会の場で、
互いの情報を共有しながら時には熱く意見を交換してこられ
た結果であると思います。

　今回より執行部新体制で初めて迎える節目の地方会開催
となります。諸先輩方の教え・仕事を確実に引き継ぎながら
その上を目指すためには、さらなる新しい力の結集が必要で
す。どうぞ皆さん、積極的にご参加いただき、ご本人の経験・
知識・意見を広くご発表いただき、会を盛り上げていただき
ますようご協力をお願いいたします。皆様にとって実りの多
い会となりますよう、鋭意準備をして参りますので、多数の皆
さまのご参加をお待ちしております。

岡田　正治
滋賀県立総合病院

第31回
日本心血管インターベンション治療学会
近畿地方会　会長



医師 5,000円

コメディカル 1,000円

企業 5,000円

研修医 無料

※参加費には抄録集代が含まれます。

参加費

受付

講習会

受付時間　8:00～15:30

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。

※認定医、専門医、名誉専門医資格更新に必要
な参加単位の登録をバーコードにて行います
のでCVIT会員証の持参をお願いします。

放射線防護講習会、医療安全・倫理講習会はe‐ラーニング

を使用し、オンラインにて受講可能となりました。

それに伴い地方会での講習会開催は廃止させて頂きます。

詳細については、CVITホームページをご確認ください。

http://www.cvit.jp/

プログラム・抄録集

CVIT近畿ホームページよりダウンロード可能です。

http://cvit-kinki.jp/

 抄録ダウンロードID： cvitk31

 パスワード： 7967

受付・参加費 第1会場
ライフホール（5F）

第2会場
サイエンスホール（5F）

第3会場
501+502+503（5F）

第4会場
603+604（6F）

第5会場
801+802（8F）

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

開会の辞

一般口演1
CTO

9:00～10:30

一般口演7
ACS

9:00～10:30

一般口演11
EVT①

（lower extremities）

9:00～10:30

11:00～12:00

13:00～14:00 13:00～14:00
一般口演13
EVT③
（CLI）

Young Investigator Award
(YIA) 症例検討②

11:00～11:50

一般口演8
Imaging

11:00～12:00

Young Investigator Award
(YIA)

症例検討①

9:00～10:30

閉会の辞

ランチョンセミナー4
12:10～13:00

ランチョンセミナー1
12:10～13:00

コーヒーブレイクセミナー1
10:30～11:00

コーヒーブレイクセミナー2
10:30～11:00

コーヒーブレイクセミナー3
10:30～11:00

11:00～12:00

コーヒーブレイクセミナー4
10:30～11:00

プログラム

日本メドトロニック㈱日本メドトロニック㈱

座長：  岡田　正治、西田　育功
演者：  羽原　誠二、岡村　篤徳

座長：  中村　茂
演者：  住吉　晃典、曽我　芳光

Young Investigator Award
(YIA)
臨床研究

15:00～16:40
一般口演4
SHD

14:30～16:00

一般口演2
New Device/New Therapy

一般口演3
LMT

17:00～18:00

13:00～14:00

一般口演5
Rotablator

16:40～17:40

一般口演6
PCI Bail-out

16:30～17:40

一般口演10
工夫を要した症例

研修医セッション①

14:30～15:30

研修医セッション②

15:30～16:30

14:00～15:20

一般口演14
EVT④

（末梢用ステントグラフト）

15:20～16:40

一般口演15
EVT⑤

テルモ㈱ ㈱カネカメディックス カーディナル ヘルス ジャパン ニプロ㈱
座長： 藤井　健一　演者： 小出　正洋 座長： 全　完　演者： 曽我　芳光 座長： 大辻  悟　演者： 大塚頼隆、福原  怜 座長： 樋口　義治　演者： 若菜　紀之

13:00～14:00

一般口演9
Complication of PCI 

一般口演12
EVT②

（other than lower extremities）

16:40～17:40

一般口演16
Complication of puncture

9:00～10:00

一般口演17
冠攣縮・合併症

10:30～12:00

コメディカルプログラム
心電図講座

13:30～14:30

コメディカルプログラム
施設紹介

14:30～16:00

コメディカルプログラム
教育セッション

・心電図の基礎
・不整脈編
・虚血編

座長：  岡村　篤徳、吉川　糧平
コメンテーター：  五十嵐宣明、福原　怜

座長： 松室　明義、中野　顕
コメンテーター：  元廣　将之、江原　夏彦

座長： 志手　淳也、浅輪浩一郎
コメンテーター： 臼井　公人、西尾　壮示

座長： 大辻　悟、Hun Sik Park
コメンテーター： 岡村　篤徳、片岡　亨、
 Woojung Chuｎ
演者： 臼井　公人、松岡　俊三、
 Yongwhi Park、Nam Kyum Kim

座長： 矢坂　義則、楠山　貴教
コメンテーター： 川尻　健司、永井　宏幸

座長： 廣岡　慶治、武田　吉弘
コメンテーター： 宮本　忠司、粟田　政樹

座長： 坂上　祐司、久保　隆史
コメンテーター： 今井　雄太、関　淳也

座長： 河田　正仁、片岡　亨
コメンテーター： 兵庫　匡幸、森田　孝

座長： 中川　義久、角谷　誠
コメンテーター： 朴　幸男、樋口　義治

座長： 小林　智子、豊福　守
コメンテーター： 習田　龍、矢西　賢次

座長： 高島　弘行、全　完
コメンテーター： 宮澤　豪、上月　周

座長： 藤田　博、山田愼一郎
コメンテーター：  澤田　隆弘、石原　隆行

座長： 原　正剛、林　富士男
コメンテーター： 辻本　充、加藤　拓

座長： 山本　克浩、大倉　宏之
コメンテーター： 猪野　靖、秋田　雄三

座長： 木下　法之、石原　昭三
コメンテーター：  小山田尚史、宮田　大嗣

座長： 的場　芳樹、谷川　淳
コメンテーター：  高畑　昌弘、道家　智博 座長： 大辻　悟

  岡田　正治
 コメンテーター： 松尾　浩志
  樋上　裕起

 座長： 上田　欽造
  辻　貴史
 コメンテーター： 渡邉　真言
  水谷　一輝

 座長： 西野　雅巳
  森田　英晃
 コメンテーター： 武田　輝規
  藤井　健一

 座長： 中村　茂
  滝内　伸
 コメンテーター： 中上　拓男
  木村　雅喜

 座長： 田村　俊寛
  山本　孝
 コメンテーター： 成子　隆彦
  山地　雄平  座長： 西田　育功

  浜中　一郎
 コメンテーター： 下司　徹
  嶋田　芳久

 座長： 河原田修身
  飯田　修
 コメンテーター： 上林　大輔
  舩津　篤史

特別セミナー1
日本ライフライン㈱

14:00～14:30

特別セミナー2

アステラス・アムジェン・バイオファーマ㈱

14:00～15:00

座長： 臼井　公人
演者： 外海　洋平

特別セミナー3
第一三共㈱

14:00～14:30

座長： 岡田　正治　演者： 石原　昭三座長：矢坂義則、谷川淳  演者：成智煕、中村大輔

テルモ㈱

スポンサードセッション
16:00～17:00

座長：  岡田　正治、全　完
演者：  外海　洋平、石原　隆行

CTO interesting cases

ランチョンセミナー5
12:10～13:00

㈱島津製作所

座長：  上野　義記、山地　雄平
演者：  清水　速人、道本　晋吾

ランチョンセミナー3
12:10～13:00

ランチョンセミナー2
12:10～13:00

アボット バスキュラー ジャパン㈱ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

座長：  南都　伸介
演者：  中村　大輔、樋上　裕起

座長：  全　完
演者：  谷口　法正、外海　洋平


