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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

開催
方式

Web開催

https://cvit-kinki.jp/

会長

藤田　博
京都府立医科大学附属北部医療センター

10 10日（土）月2020年

会期

COVID-19の感染拡大の影響と社会情勢を鑑み、第35回CVIT近畿
地方会につきましては参加者が集う対面での開催は難しいと判断し、
WEBを用いたオンライン地方会を開催いたします。現時点（８月末）で
は、会場に座長・コメンテーター・演者の先生方には、できるだけお集り
いただく方向で考えています。地方会として初めての試みとなり、ご不
便をおかけすることとなりますが、ご支援賜りますようよろしくお願い
申し上げます。
心血管カテーテルインターベンションの治療の進歩は目覚ましく、特に
Structural Heart Diseaseは症例数も蓄積されてきており、充実し
た討論を期待します。予定では韓国DrとのCTOジョイントセッションを
企画していましたが、やむなく延期となり、シンポジウムとしては
Physiologyにフォーカスし、特に最近発表されたIschemia試験につ
き討論する場を設けさせて頂きました。参加者の皆様に実りある会と
なるよう努めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
今回は初めてのWEB開催となり、皆様にはご不便、ご迷惑をおかけ
することとなりますが、今後のモデルとなるようなnew normal オン
ライン地方会となれますよう尽力しますので、何卒ご理解とご協力を
賜りますようよろしくお願い申し上げます。多数のご参加をお待ちし
ております。

藤田　博
京都府立医科大学附属北部医療センター

第35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

受付・参加費

事前参加登録制
2020年9月1日（火）～9月25日（金）

医師・コメディカル・企業
https://cvit-kinki.jp/chihou/35th_convention
参加登録ボタンよりお進みください。

研修医
メールにてお申込ください。
詳細はホームページをご確認ください。

参加登録完了（お支払確認済）の皆様には
10月上旬頃抄録集をご登録住所宛に郵送、
開催前日視聴URLをメールでご案内いたします。
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開会の辞

プログラム

一般口演1
ACS

9:00～10:30

 座長： 山田  愼一郎
  岡田  正治
 コメンテーター： 福原  怜
  外海  洋平

一般口演5
TAVR

9:00～10:30

 座長： 全  完
  溝手  勇
 コメンテーター： 元廣  将之
  江原  夏彦

Young Investigator Award (YIA)
症例検討①

9:00～10:30

 座長： 志手  淳也
  岡村  篤徳
 コメンテーター： 河田  正仁
  樋口  義治

Young Investigator Award (YIA)
症例検討②

11:00～12:00

 座長： 上田  恭敬、 藤井  健一
 コメンテーター： 習田  龍、 石原  隆行

一般口演6
TAVR/ASD

11:00～12:00

一般口演10
EVT②

11:00～12:00

Young Investigator Award (YIA)
臨床研究

14:30～15:30

 座長： 中川  義久、 久保  隆史
 コメンテーター： 豊福  守、 廣岡  慶治

一般口演3
LMT/補助循環/IVUS

13:00～14:30

 座長： 坂上  祐司
  阿部  充
 コメンテーター： 武田  輝規
  秋田  雄三

一般口演4
石灰化病変

13:00～14:30

 座長： 中野  顯
  石原  昭三
 コメンテーター： 臼井  公人
  名越  良治

一般口演11
OCT/内視鏡等

13:00～14:10

 座長： 中澤  学
  大竹  寛雅
 コメンテーター： 猪野  靖
  添田  恒有

一般口演7
DCA/RA等

13:00～14:30

 座長： 中村  茂
  吉川  糧平
 コメンテーター： 川尻  健司
  榎本  操一郎

一般口演8
Mitra clip/BPA等

15:00～16:00

 座長： 岡田  隆、 角谷  誠
 コメンテーター： 松本  大典、 横井  宏和

一般口演12
工夫/ステントグラフト等

15:00～16:00

 座長： 松室  明義、 当麻  正直
 コメンテーター： 渡邉  真言、 澤田  隆弘

一般口演16
合併症等

15:00～16:20

 座長： 浜中  一郎
  中上  拓男
 コメンテーター： 今井  雄太
  樋上  裕起

研修医セッション
15:30～16:00

座長：  山本  克浩　コメンテーター： 兵庫  匡幸

一般口演2
ACS/CTO

10:30～12:00

 座長： 角辻  暁
  辻  貴史
 コメンテーター： 武田  吉弘
  赤羽目  聖史

一般口演14
EVT④

10:30～12:00

 座長： 小林  智子
  滝内  伸
 コメンテーター： 益永  信豊
  木村  雅喜

一般口演15
分岐部/冠動脈瘤等

13:00～14:30

 座長： 木下  法之
  谷川  淳
 コメンテーター： 高島  弘行
  高谷  具史

コメディカルプログラム
石灰化デバルキング（ROTA・OAS）/

被曝低減編

13:10～14:30

 座長： 大野  隼人、 白樫  貴宏
 演者： 鈴木  惟司、 溝手  翔悟
  川村  克年

15:00～16:30

シンポジウム
ISCHEMIA試験の結果を

受けてどうする?
 座長： 赤阪  隆史、 藤田  博
 演者： 田中  信大、 松尾  仁司
  民田  浩一、 塩野  泰紹
 コメンテーター： 中野  顕、 藤井  健一
  松尾  あきこ、 山田  愼一郎

表彰式、閉会の辞

16:30～17:00

一般口演9
EVT①

9:00～10:30

 座長： 飯田  修
  椿本  恵則
 コメンテーター： 原  正剛
  林  富士男

一般口演13
EVT③

9:00～10:30

 座長： 西野  雅巳
  藤原  昌彦
 コメンテーター： 笠行  典章
  野村  哲矢

9:30～12:00

コメディカルプログラム
PCIの基礎編

 座長： 川野  彰
  武田  一哉
 演者： 中西  基修
  舘  智子
  深田  陽平
  野田  修司
  山口  志啓夫

14:40～15:40

コメディカルプログラム
合同セッション

あなたの施設教育方法を教えて下さい

 座長： 田村  俊寛、 片岡  亨
 コメンテーター： 森田  孝、 森田  英晃

 座長： 川﨑  大三、 田崎  淳一
 コメンテーター： 上林  大輔、 宮澤  豪

座長：  騰  由香、 鯰井  秀之、 野崎  暢仁 
演者：  大竹  陸希光、 高尾  由範、 柳田  開成

コーヒーブレイクセミナー1
14:30～15:00

アストラゼネカ株式会社／小野薬品工業株式会社
座長： 辰巳  哲也　演者： 岩倉  克臣

コーヒーブレイクセミナー2
14:30～15:00

武田薬品工業株式会社／大塚製薬株式会社
座長： 的場  聖明　演者： 内藤  裕二

コーヒーブレイクセミナー4
14:30～15:00

日本メドトロニック株式会社
座長： 中澤  学　演者： 水谷  一輝

コーヒーブレイクセミナー3
14:30～15:00

バイエル薬品株式会社
座長： 赤羽目  聖史　演者： 平山  篤志

特別セミナー1
10:30～11:00

日本メドトロニック株式会社
座長： 中澤  学　演者： 坂田  憲治

特別セミナー2
10:30～11:00

テルモ株式会社／メディキット株式会社
座長： 高島  弘行　演者： 岩崎  正道

特別セミナー3
10:30～11:00

株式会社カネカメディックス
座長： 吉川  糧平　演者： 中村  仁、 米田  秀一

ランチョンセミナー1
12:10～13:00

ニプロ株式会社

座長： 大辻  悟
演者： 菊池  篤志、 高谷  具史

ランチョンセミナー2
12:10～13:00

アムジェン株式会社

座長： 志手  淳也
演者： 山田  愼一郎

ランチョンセミナー3
12:10～13:00

エドワーズライフサイエンス株式会社

座長： 溝手  勇
演者： 三宅  誠、 辻本  悟史

ランチョンセミナー4
12:10～13:00

第一三共株式会社

座長： 藤田  博
演者： 中川  義久

ランチョンセミナー5
12:10～13:00

日本ライフライン株式会社

 座長： 西田  育功、 岡田  正治
 演者： 樋上  裕起、 石原  隆行
 コメンテーター： 民田  浩一、馬﨑  徹 


