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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

辻　貴史
草津ハートセンター

2 27日（土）月2021年

会期

第36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を
拝命いたしました草津ハートセンター循環器科の辻貴史です。前回
の地方会は、会場とWEBのハイブリッド開催でしたが、今回の地方会
に関しましては、COVID-19の感染拡大の収束が見通せないことか
ら、会場での参加は取り止めて、すべてWEBでの開催となります。
COVID-19への対策で日々の診療に支障をきたしているなかで、応
募演題の減少も危惧しておりましたが、例年同様の多数の演題をご
応募いただきました。EVTやSHDの演題も多く、インターベンション
治療に携わるすべての医療関係者に学んでいただける充実したプロ
グラムとなりました。YIAセッションや研修医セッションにも多くの演
題応募をいただき、若手医師の積極的な参加を嬉しく思っておりま
す。また、中止になっていた韓国とのジョイントセッションも企画いた
しました。英語でのディスカッションの勉強になりますので、ぜひ参加
していただきたいと思います。
WEBでの開催となり、皆様と直接お目にかかれないことは残念です
が、場所や時間の制約が少ない、WEBならではの利点を生かし、多数
の皆様にご参加いただきたく思います。本会が実り多く、皆様にとり
まして有意義な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。

辻　貴史
草津ハートセンター

第36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
2021年1月12日（火）～2月10日（水）

医師・コメディカル・企業
https://cvit-kinki.jp/chihou/36th_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
開催1週間前頃に抄録集をご登録住所宛に郵送し、
開催前日視聴URLをメールでご案内いたします。
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プログラム

一般口演1
CTO①

9:00～10:20

一般口演9
ACS/補助循環①

9:00～10:20

Young Investigator Award (YIA)
症例検討①

9:00～10:30

一般口演3
ACS/補助循環②

13:00～14:30

一般口演4
Bailout

15:00～15:50

Young Investigator Award (YIA)
症例検討②

13:00～14:40

一般口演2
CTO②

11:00～12:00

Young Investigator Award (YIA)
臨床研究①

11:00～12:00

Young Investigator Award (YIA)
臨床研究②

15:00～16:00

一般口演12
石灰化②

15:00～16:00

一般口演19
SHD、その他

15:00～16:00

16:00～17:00

韓国ジョイントセッション
CTO Challenging Case

14:30～14:50  コーヒーブレイクセミナー1

株式会社フィリップス・ジャパン
座長： 兵庫　匡幸　演者： 平沼　永敏

一般口演7
EVT③

13:00～14:30

14:30～14:50  コーヒーブレイクセミナー2

株式会社メディコン
座長： 滝内　伸　演者： 深井　邦剛

特別セミナー2

アシスト・ジャパン株式会社

ランチョンセミナー1
12:00～12:50

アボットメディカルジャパン合同会社

座長： 松岡　俊三
演者： 樋上　裕起

ランチョンセミナー2
12:10～12:40

朝日インテックJセールス株式会社/キヤノンメディカルシステムズ株式会社

座長： 全  完 、 吉川　糧平
演者： 辻　貴史、 岡村  篤徳

10:30～11:00
特別セミナー1

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

10:30～11:00

一般口演5
EVT①

9:00～10:30

一般口演6
EVT②

11:00～12:00

一般口演10
石灰化①

11:00～12:00

一般口演8
EVT④

15:00～16:30

一般口演11
DCA/ELCA/DCB

13:00～14:30

14:30～14:50  コーヒーブレイクセミナー3

バイエル薬品株式会社
座長： 中上　拓男　演者： 中村　大輔

研修医セッション

15:00～16:10

一般口演15
OCT/血管内視鏡

13:00～14:30

14:30～14:50  コーヒーブレイクセミナー4

テルモ株式会社
座長： 高島　弘行　演者： 宇津　賢三

特別セミナー3

日本メドトロニック株式会社

ランチョンセミナー3
12:10～12:40

武田薬品工業株式会社

座長： 和田　厚幸
演者： 中野　顯

ランチョンセミナー4
12:10～12:40

ニプロ株式会社

座長： 嶋田　芳久
演者： 岩崎　正道

座長： 和田　厚幸
演者： 中野　顯

10:30～11:00

一般口演13
合併症

9:00～10:30

一般口演14
CT/MRI/FFR

11:00～12:00

特別セミナー5

株式会社カネカメディックス

10:30～11:00

一般口演18
分岐部

13:00～14:30

14:30～14:50  コーヒーブレイクセミナー5

日本ライフライン株式会社
座長： 角谷　誠　演者： 岡本　直高

一般口演16
TAVR①

9:00～10:30

コメディカルプログラム
臨床工学部門

13:05～13:55

一般口演17
TAVR②

11:00～12:00

特別セミナー6

日本メドトロニック株式会社

10:30～11:00
特別セミナー4

第一三共株式会社

座長： 浜中　一郎
演者： 住吉　晃典、 大塚　頼隆

座長： 田村　俊寛
演者： 若菜　紀之、 上野　雅史

座長： 大辻　悟
演者： 武田　輝規

座長： 椿本　恵則
演者： 上月　周

座長： 全   完
演者： 桑原　謙典

コメディカルプログラム
放射線部門

12:00～13:00

コメディカルプログラム
臨床工学・看護・リハビリ部門

14:00～14:50

座長： 辻　貴史
演者： 今井　雄太

10:30～11:00

 座長： 辻　貴史
  川尻　健司
 コメンテーター： 松尾　浩志
  樋上　裕起

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

 座長： 浜中　一郎
  藤田　真也
 コメンテーター： 習田　龍
  臼井　公人

 座長： 高島　弘行
  吉川　糧平
 コメンテーター： 舩津　篤史
  野村　哲矢

 座長： 当麻　正直
  溝手　勇
 コメンテーター： 森田　英晃
  澤田　隆弘

 座長： 河田　正仁
  全　完
 コメンテーター： 宮本　忠司
  石淵　かすみ

 座長： 渡邉　真言
  武田　輝規
 コメンテーター： 辻本　充
  名越　良治

 座長： 田村　俊寛
  江原　夏彦
 コメンテーター： 松尾　好記
  菊池　篤志

 座長： 松室　明義
  木下　法之
 コメンテーター： 森田　孝
  浅輪　浩一郎

 座長： 久保　隆史
  大竹　寛雅
 コメンテーター： 今井　雄太
  外海　洋平

 座長： 坂上　祐司
  阿部　充
 コメンテーター： 朴　幸男
  下司　徹

 座長： 岡田　正治
  石原　昭三
 コメンテーター： 樋口　義治
  福原　怜

 座長： 中村　茂
  山本　克浩
 コメンテーター： 長谷川　勝之
  舛田　一哲

 座長： 岡村　篤徳
  武田　吉弘
 コメンテーター： 横井　宏和
  石原　隆行

 座長： 川﨑　大三
  田崎　淳一
 コメンテーター： 宮澤　豪
  高橋　由樹

 座長： 西野　雅巳
  笠行　典章
 コメンテーター： 上林　大輔
  渡辺　大基

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

 座長： 岡田　隆
  藤田　博
 コメンテーター： 兵庫　匡幸
  市堀　泰裕

 座長： 中川　義久
  中澤　学
 コメンテーター： 豊福　守
  添田　恒有

 座長： 山田　愼一郎
  片岡　亨
 コメンテーター： 五十嵐　宣明
  水谷　一輝

 座長： 志手　淳也
  藤井　健一
 コメンテーター： 廣岡　慶治
  榎本　操一郎

 座長： 角辻　暁
  角谷　誠
 コメンテーター： 赤羽目　聖史
  永井　宏幸

 座長： 中野　顯
  中上　拓男
 コメンテーター： 高谷　具史
  松岡　俊三

 座長： 山本　孝、 谷川　淳
 コメンテーター： 猪野　靖、 秋田　雄三

コメディカルプログラム
合同セッション

今聴きたい各施設における
COVID-19事情

15:00～16:00

座長： 松島　正直
 山口　志啓夫

座長: 鈴木　惟司
 徳永　政敬

座長: 笹森　静乃
 塩田　裕啓

座長: 大野　隼人、 中村　佳奈
 川野　彰、 谷岡　怜


