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第34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

ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター
〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館 B2F

TEL:06-6292-6911　FAX:06-6292-6921

●電車をご利用の場合
　JR「大阪駅」より徒歩5分
　地下鉄御堂筋線「梅田駅」より徒歩5分
　阪急「大阪梅田駅」より徒歩5分
　阪神「大阪梅田駅」より徒歩6分

●車をご利用の場合
　阪神高速道路池田線「梅田出口」から約3分
　※周辺道路の混雑緩和のために、公共交通機関をご利用ください。
　　駐車券サービス等はございません。
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第34回

日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会

会場

ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

https://cvit-kinki.jp/

会長

田村  俊寛
公益財団法人  天理よろづ相談所病院

日（土）月2020年 月2 日（土）月15
会期

第34回日本心血管インターベンション治療学会会長を拝命い
たしました天理よろづ相談所病院 循環器内科の田村俊寛です。
2020年2月15日（土）に、今回からは会場をナレッジキャピタ
ルコングレコンベンションセンターに移しての開催となります。
心血管カテーテルインターベンション治療の進歩は目覚ましく、
本会では、冠動脈からStructural Heart Diseaseまでの全て
の領域において、充実した内容でプログラムを作成させて頂きまし
た。また、若手医師が学べる場を提供すべく、関東甲信越支部との
ジョイントセッションでは急性冠症候群にフォーカスし、教育セッショ
ンでは、虚血性心疾患に関してインターベンション以外に知っておく
べき内容を学べる場を設けさせて頂きました。一般演題やコメディ
カル部門を含む全てのセッションに於いて、是非、若手の先生方やコ
メディカルの方々にも積極的に議論に参加して頂ければ幸いです。
第33回が台風の影響で2020年1月11日（土）に開催のため、
期間が大変短い中での開催となりご迷惑をおかけしますが、本会
が実り多く、皆様にとりまして明日からの実臨床に役立つ有意義
な会になることを願っております。是非、第34回日本心血管イン
ターベンション治療学会へ多数ご参加して頂きますよう宜しくお
願い申し上げます。

田村  俊寛
公益財団法人  天理よろづ相談所病院

第34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 ・ 企業 5,000円
コメディカル 1,000円
研修医 無料

参加費

受付
8:00～16:30　ホールC
※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。
　CVIT会員証をご持参ください。

受付・参加費

委員会

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。
https://cvit-kinki.jp/

抄録ダウンロードID： cvitk34　　パスワード： 3468
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メディカル幹事会 8:30～ 8:50 ルーム7（第6会場）
コメディカル幹事会 9:00～ 10:20 ルーム5
※運営委員会は中面をご確認ください。



第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場
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
ACS1

9:00～10:20

一般口演2
Coronary debulking 1

9:00～10:20

一般口演3
EVT1

9:00～10:20

11:00～12:00

13:00～13:50 13:00～13:50
一般口演12

Coronary debulking 2

一般口演6
Imaging

11:00～12:00

一般口演7
冠動脈瘤

11:00～12:00

Young Investigator Award (YIA)
臨床研究

9:00～10:20

11:00～12:00

プログラム

13:50～14:30

15:10～16:40

一般口演5
ACS-2

一般口演10
CTO 1

13:00～14:30

13:40～14:30
一般口演13
SHD

13:00～13:40 一般口演11
Impella

一般口演8
EVT2

10:30～11:40

コメディカルプログラム
一般口演

臨床工学部門

13:10～14:00

コメディカルプログラム
一般口演

看護・その他部門

15:10～16:10

コメディカルプログラム
特別企画

14:00～14:30
コメディカルプログラム
一般口演　放射線部門

 座長： 松室  明義、 猪子  森明
 コメンテーター： 伊達  基郎、 横井  宏和

 座長： 久保  隆史、 森田  孝
 コメンテーター： 松本  大典、 添田  恒有

 座長： 坂上  祐司
  上田  恭敬
 コメンテーター： 廣岡  慶治
  渡邉  真言

Young Investigator Award (YIA)
症例検討１ 座長： 武田  吉弘、 辻  貴史

 コメンテーター： 石原  昭三、 渡辺  大基

Young Investigator Award (YIA)
症例検討2

一般口演14
CTO 2

 座長： 角辻  暁、 浜中  一郎
 コメンテーター： 松尾  浩志、 田崎  淳一

15:10～16:10
特別企画

この症例どうする？ ～複雑冠動脈病変への挑戦～

15:10～16:10

一般口演16
EVT3

 座長： 当麻  正直、 木下  愼
 コメンテーター： 高橋  由樹、 樋上  裕起

15:10～16:10
教育セッション

冠動脈インターベンション医が知っておくべき
虚血性心疾患のあれこれ

 座長： 阿部  充
 演者： 西内  英、 三宅  誠、 野口  輝夫

16:10～17:00
一般口演19
Others

 座長： 元廣  将之、 谷口  良司
 コメンテーター： 高畑  昌弘、 天野  雅史

16:10～17:00
一般口演20
EVT4

 座長： 滝内  伸、 飯田  修
 コメンテーター： 舩津  篤史、 木村  雅喜

16:10～17:00
一般口演21
合併症 2

 座長： 豊福  守、 赤羽目  聖史
 コメンテーター： 名越  良治、 成  智熙

 座長： 中村  猛、 江原  夏彦
 コメンテーター： 大竹  寛雅、 塩見  紘樹

 座長： 山田  愼一郎、 小林  智子
 コメンテーター： 高谷  具史、 福原  怜

13:00～14:30

研修医セッション

 座長： 井上  文隆、 市川  稔
 コメンテーター： 白石  淳、 渡邊  真

 座長： 中上  拓男、 川﨑  大三
 コメンテーター： 野村  哲夫、 益永  信豊

 座長： 森岡  信行、 仲川  将志
 コメンテーター： 今井  逸雄、 松岡  俊三

 座長： 西野  雅巳
  中川  義久
 コメンテーター： 浅海  泰栄
  田巻  庸道

 座長： 志手  淳也
  藤田  博
 コメンテーター： 樋口  義治
  阿部  充

 座長： 成子  隆彦
  全  完
 コメンテーター： 河田  正仁
  習田  龍

 座長： 岡田  正治
  片岡  亨
 コメンテーター： 兵庫  匡幸
  榎本  操一郎

 座長： 笠行  典章
  上林  大輔
 コメンテーター： 高島  弘行
  椿本  恵則

メディカル運営委員会
18:10～18:30

コメディカル運営委員会
16:10～16:40

13:50～14:30 一般口演15
Coronary debulking 3

 座長： 角谷  誠、 川尻  健司
 コメンテーター： 舛田  一哲、 石原  隆行

一般口演4
TAVI

9:00～10:20

11:00～12:00

一般口演9
合併症 1

 座長： 木下  法之、 武田  輝規
 コメンテーター： 臼井  公人、 下司  徹

 座長： 江原  夏彦
  山本  孝
 コメンテーター： 斎藤  成達
  市堀  泰裕

 座長： 宮本  忠司
  中野  顯
 コメンテーター： 林  富士男
  谷川  淳

15:10～16:10

一般口演17
ベイルアウト

 座長： 浅輪  浩一郎、 秋田  雄三
 コメンテーター： 長谷川  勝之、 今井  雄太

  

座長：  岡村篤徳、吉川糧平
演者：  田崎淳一、榎本操一郎、石原隆行、福原怜
特別コメンテーター： 大辻 悟、西田育功

表彰式、閉会の辞
17:50～18:10

16:50～17:50
関東甲信越ジョイントセッション

若手冠動脈インターベンション医が知っておきたい! 知っておくべき!ACS症例
   座長： 田邉健吾、田村俊寛
若手コメンテーター： 石橋健太、小林範弘、土井康佑、宮田昭彦
   演者： 塩見紘樹、坂倉建一、添田恒有、中田 淳

16:10～17:10

一般口演18
ステント血栓症

 座長： 山本  克浩、 林  泰
 コメンテーター： 猪野  靖、 渡部  宏俊

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

特別講演
10:30～11:00

バイエル薬品株式会社

座長： 岡田  正治
演者： 福原  怜

エドワーズライフサイエンス株式会社

ランチョンセミナー6
12:10～13:00

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

アボット バスキュラー ジャパン株式会社
座長： 田村  俊寛　演者： 木村  剛

特別セミナー1
10:30～11:00

ニプロ株式会社
座長： 小林  智子　演者： 片岡  有

10:30～11:00

株式会社カネカメディックス

特別セミナー2
演者： 高島  弘行、 臼井  公人

特別セミナー3
10:30～11:00

日本メドトロニック株式会社
座長： 上月  周　演者： 加藤  拓

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

日本ライフライン株式会社 アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社

コーヒーブレイクセミナー1
14:40～15:10

日本メドトロニック株式会社
座長： 江原  夏彦　演者： 樋上  裕起

14:40～15:10

メディキット株式会社
座長： 高橋  玲比古　演者： 高谷  具史
コーヒーブレイクセミナー2

14:40～15:10

アボットメディカルジャパン
座長： 今井  逸雄　演者： 赤木  禎治
コーヒーブレイクセミナー3

14:40～15:10
コーヒーブレイクセミナー4

特別セミナー4
10:30～11:00

ゼオンメディカル株式会社／日本ライフライン株式会社
座長： 当麻  正直　演者： 浅海  泰栄

株式会社メディコン
座長： 榎本  操一郎　演者： 椿本  恵則

14:40～15:10
コーヒーブレイクセミナー6

テルモ株式会社
座長： 岡田  忠久　演者： 倉田  直哉

14:40～15:10
コーヒーブレイクセミナー5

ブリストル・マイヤーズ  スクイブ株式会社/ファイザー株式会社
座長： 市川  稔　演者： 坂本  二郎

座長： 角谷  誠、 片岡  亨
演者： 米田  秀一、 岡本  直高

座長： 田村  俊寛
演者： 当麻  正直、 泉  知里

座長： 林  秀隆
演者： キヤノンメディカルシステムズ

座長： 浜中｠ 一郎
演者： 中川  義久

ランチョンセミナー5
12:10～13:00

座長： 城谷  学
演者： 中澤  学
第一三共株式会社


