
正誤表 第 33 回 CVIT 近畿地方会では、10 月 12 日にご用意していたプログラム抄録集を配布いたします。
開催日程変更に伴うプログラム変更につきましては、正誤表にてご確認いただけますようお願いいたします。

該当箇所 誤 正
表紙 会期　2019 年 10 月 12 日（土） 2020 年 1 月 11 日（土）

P1, P2（日程表） メディカル運営委員会　17:50 ～ 18:20 17:20 ～ 17:50

P3 一般口演 1：LMT/ 分岐部
4　 Modified jailed balloon technique を用いても側枝閉塞をきたした

STEMI の 2 症例
取下げ

P2（日程表）, P4 一般口演 2：ACS1
座長 坂上 祐司
コメンテーター 和泉 匡洋

高谷 具史（兵庫県立姫路循環器病センター　循環器内科）
渡辺 大基（日本赤十字社和歌山医療センター　循環器内科）

P5 一般口演 2：ACS1
12　 2 枝同時に everolimus eluting stent の超遅発性ステント血栓症を

発生した一例
取下げ

P6 一般口演 3：CTO
18　 デバイス通過に難渋し工夫を要した右冠動脈 CTO の 1 例
21　 CTO 遠位血管の屈曲とスタンプのない CTO 遠位端により Reverse 

CART に難渋した LAD CTO の一例

取下げ
取下げ

P2（日程表）, P8 韓国ジョイントセッション
表彰式　17:30 ～ 17:50

開催中止
17:00 ～ 17:20

P9 Young Investigator Award（YIA）：症例検討①
Y-3　演者 小林 知晃 福島 貴嗣（大阪警察病院　循環器内科）

P11 一般口演 5：合併症 1
34　 冠動脈内でコア断裂した guide-wire を CorsairPro を用いて回収

した一例
取下げ

P12 Young Investigator Award（YIA）：症例検討②
Y-14　Crohn 病により心筋梗塞を繰り返した 28 歳男性の一例 取下げ

P2（日程表）, P13 教育セッション
座長 中川 義久
演者 田崎 淳一

岡田 正治（滋賀県立総合病院　循環器内科）
坂上 祐司（東住吉森本病院　循環器内科）

P2（日程表）, P15 一般口演 6：Coronary imaging
コメンテーター 松本 大典

38　 シロリムス溶出性ステント留置 9 年後に冠動脈瘤を伴った超遅発性
ステント血栓症を発症した一例

鳥羽 敬義（神戸大学　循環器内科）

取下げ

P2（日程表）, P16 ランチョンセミナー 3
心血管病と高血圧治療 ～ガイドライン , 臨床イナーシャ , MRB ～
演者 楽木 宏実

PCI 術者のための高血圧講座
大石 充（鹿児島大学大学院　心臓血管・高血圧内科学）

P16 一般口演 7：ACS2
43　 Primary PCI 中に blow-out 型心破裂をきたした急性心筋梗塞の一例 取下げ

P18 一般口演 8：EVT3
48　 デバイス通過に難渋し工夫を要した膝下 3 枝閉塞を伴う CLI の 1 例
49　 急性大動脈閉塞症に対して緊急血管内治療を行った 2 症例
51　演者 津端 英雄
55　急性下肢動脈塞栓症を繰り返した症例

取下げ
取下げ
若菜 紀之（京都府立医科大学附属病院　循環器内科）
取下げ

P2（日程表）, P21 一般口演 11：合併症 2
座長 角辻 暁 山田 愼一郎（北播磨総合医療センター　循環器内科）

P23 一般口演 12：ACS3
84　 ステント外に通過したワイヤーを Crusade type R と Stent boost

を併用してステント内に導いた一例
取下げ

P24 一般口演 13：Complex/Other
88　 大動脈弁置換術後に入口部狭窄をきたした右冠動脈起始異常の一例
92　 当院における workhorse wire としての Amati の使用経験および

経済効果について

取下げ
取下げ

P26 一般口演 14：EVT2
100　演者 桑原 謙典 全　完（京都府立医科大学附属病院　循環器内科）

P27 第 13 回ストラクチャークラブ近畿・中四国支部会

Session 1「MitraClip」
MitraClip の現状と可能性
松本 崇

Simple is the best for MitraClip
水谷 一輝

case presentation 2
蔵垣内 敬

coffee break session
座長 川井 和哉
 村上 博久

Session 2「TAVI」
case presentation 2
東森 亮博

MitraClip の適応、プランニング、外科とのすみ分け
水野 真吾（湘南鎌倉総合病院　循環器科）

小川 真奈（大阪市立大学医学部附属病院　循環器内科）

どこを刺す？ ASD 閉鎖術後巨大左房に対する MitraClip
蔵垣内 敬（兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科）

赤木 禎治（岡山大学病院　循環器内科）
福 康志（倉敷中央病院　循環器内科）

Self-Expandable Valve の挿入により自己弁が左室側にスタック
した type0 2 尖弁の 1 例
岡井 主（大阪市立大学医学部附属病院　循環器内科）

P2（日程表）, P29 カテ室お悩み相談室
演者 喜多 嘉伸 林 秀隆（天理よろづ相談所病院　放射線技師）



プログラム一覧表
千里ライフサイエンスセンター

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場
ライフホール（5F） サイエンスホール（5F）501+502+503（5F） 603+604（6F） 千里ルームA（6F） 801+802（8F）

開会の辞
9:00

一般口演1
LMT/分岐部 Young Investigator Award 

(YIA) 症例検討①
Young Investigator Award 

(YIA) 臨床研究
一般口演9

EVT1

一般口演13
Complex/Other

10:00

コメディカルプログラム
基礎セッション

特別セミナー1
座長：山田愼一郎　演者：岡本直高

特別セミナー2
座長：西田育功　演者：横井研介、岩崎正道

特別セミナー3
座長：久保隆史　演者：上月周

一般口演10
SHD

11:00

一般口演2
ACS1

一般口演5
合併症1

一般口演6
Coronary imaging

12:00

ランチョンセミナー1
座長： 高島  弘行、谷川  淳
演者： 樋上  裕起、中村  大輔

ランチョンセミナー2
座長： 中村  茂、大竹  寛雅
演者： 小出  正洋、築山  義朗

ランチョンセミナー3
座長： 粟野  孝次郎
演者： 大石  充

ランチョンセミナー4
座長： 高谷  具史
演者： 石川  正人、黑田  優

ランチョンセミナー5
座長： 岡田  忠久
演者： 福田  友規、永井  宏幸

13:00

一般口演3
CTO

Young Investigator Award 
(YIA) 症例検討②

一般口演11
合併症2

一般口演14
EVT2

コメディカルプログラム
血管内イメージング一般口演7

ACS2

14:00

コメディカルプログラム
心臓イメージングCT・MR

コーヒーブレイクセミナー1
座長：浜中一郎　演者：高谷具史

コーヒーブレイクセミナー2
座長：福原怜　演者：澤田隆弘、小林智子

コーヒーブレイクセミナー3
座長：西野雅巳　演者：黑田優、市堀泰裕

コーヒーブレイクセミナー4
座長：藤田博　演者：松寺亮、嶋津孝幸

コーヒーブレイクセミナー5
座長：大竹寛雅　演者：樋上裕起、浅海泰栄

15:00

一般口演4
Coronary debulking

教育セッション
座長：粟野孝次郎、岡田正治

一般口演8
EVT3

一般口演12
ACS3

第13回
ストラクチャークラブ
近畿・中四国支部会

Session 1 「MitraClip」
coffee break session
Mini lecture
Session 2 「TAVI」

コメディカルプログラム
「カテ室お悩み相談室」
～あなたの施設の悩み

教えてください～16:00

コメディカル運営委員会

17:00

表彰式、閉会の辞

メディカル運営委員会

18:00

9:00～10:20

 座長： 山田  愼一郎
  浜中  一郎
 コメンテーター： 高島  弘行
  秋田  雄三

9:00～10:30

 座長： 志手  淳也
  田村  俊寛
 コメンテーター： 廣岡  慶治
  江原  夏彦

9:00～10:20

 座長： 岡田  正治
  渡邉  真言
 コメンテーター： 森田  孝
  大竹  寛雅

9:00～10:30

 座長： 林  富士男
  川﨑  大三
 コメンテーター： 当麻  正直
  中上  拓男

9:50～11:00

 座長： 角谷  誠
  木下  法之
 コメンテーター： 元廣  将之
  榎本  操一郎

10:15～12:00

座長： 騰  由香、植村  友紀
演者：  川村  克年、辻本  紘史 

喜多  領一

10:30～11:00

メディキット㈱

10:30～11:00

㈱カネカメディックス

10:30～11:00

サノフィ㈱

10:30～12:00

 座長： 河田  正仁
  溝手  勇
 コメンテーター： 松尾  好記
  水谷  一輝

11:00～12:00

 座長： 高谷  具史
  阿部  充
 コメンテーター： 渡辺  大基
  楠山  貴教

11:00～12:00

 座長： 岡村  篤徳
  全  完
 コメンテーター： 石原  昭三
  臼井  公人

11:00～12:00

 座長： 久保  隆史
  藤井  健一
 コメンテーター： 鳥羽  敬義
  石原  隆行

12:10～13:00

日本ライフライン㈱

12:10～13:00

テルモ㈱

12:10～13:00

第一三共㈱

12:10～13:00

アボット バスキュラー ジャパン㈱

12:10～13:00

アシスト・ジャパン㈱
13:00～14:30

 座長： 吉川  糧平
  辻  貴史
 コメンテーター： 武田  吉弘
  五十嵐  宣明

13:00～14:30

 座長： 西野  雅巳
  藤田  博
 コメンテーター： 豊福  守
  猪野  靖

13:00～14:30

 座長： 山田  愼一郎
  山本  克浩
 コメンテーター： 兵庫  匡幸
  習田  龍

13:00～14:30

 座長： 原  正剛
  小林  智子
 コメンテーター： 上林  大輔
  澤田  隆弘

13:00～14:15

座長： 谷岡  怜、舘  智子
演者：  岡  佳伴、黒川  宗雄 

村山  賢介

13:10～14:30

 座長： 中野  顯
  谷川  淳
 コメンテーター： 朴  幸男
  松尾  浩志 14:20～15:20

座長： 松島  正直、谷口  慎二
演者： 大西  宏之、上田  祐二

14:30～15:00

日本メドトロニック㈱

14:30～15:00

ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

14:30～15:00

エドワーズライフサイエンス㈱

14:30～15:00

㈱フィリップス・ジャパン

14:30～15:00

キヤノンメディカルシステムズ㈱
15:00～16:20

 座長： 西田  育功
  片岡  亨
 コメンテーター： 川尻  健司
  高谷  具史

15:00～16:50

Noninvasive imaging
演者： 武田  義弘
CAG for PCI
演者： 坂上  祐司
Coronary physiology
演者： 民田  浩一
Guiding catheter
演者： 武田  輝規
Guidewire
演者： 福原  怜
Intracoronary imaging
演者： 名越  良治

15:00～16:30

 座長： 笠行  典章
  滝内  伸
 コメンテーター： 舩津  篤史
  岡本  慎

15:00～16:00

 座長： 上田  恭敬
  樋口  義治
 コメンテーター： 伊達  基郎
  舛田  一哲

15:00～18:00

15:25～16:30

座長： 野崎 暢仁  演者： 鈴木 惟司
座長： 大野 隼人  演者： 溝手 翔悟
座長： 柳川 康洋  演者： 林  秀隆
16:30～17:00

17:00～17:20

17:20～17:50


