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Web開催
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会長

片岡　亨
ベルランド総合病院

10 9日（土）月2021年

会期

第37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
拝命いたしましたベルランド総合病院の片岡亨です。前回同様の完
全WEB開催となります。COVID-19感染対策の開始から1年半余
りが経過し、この日常の中でこそ、我々が知識や技術の習得・研鑽を
止めてはいけないと感じております。幸い皆様から例年を越える演
題応募を頂いております。Coronary、Peripheral、Structureの
各領域に加え、若手医師の登壇も予定しております。また、北海道
支部とのジョイントセッションでは Complex / Bailout caseの
discussionを行います。開催に関しては、非常に多くの企業から
共催、広告、寄付を頂き誠にありがとうございます。これは企業側か
ら我々の進歩に対する大きな期待の表れと感じております。共催セ
ミナーからもup-to dateな情報を発信出来るプログラムとなって
おります。当日、参加者からの質問・意見を取り入れ熱い
discussionとなるよう、座長・コメンテーターの皆様の協力をお
願い致します。
実りある会となるよう努めさせて頂きます。宜しくお願い致します。

片岡　亨
ベルランド総合病院

第37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

参加登録
2021年9月1日（水）～10月9日（土）

医師・コメディカル・企業
https://cvit-kinki.jp/chihou/37th_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
視聴URLをメールでご案内いたします。



Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6
9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:20

開会の辞

閉会の辞

プログラム

9:00～10:20

13:00～14:30

15:00～16:00

10:50～12:00

16:00～17:20

北海道支部ジョイントセッション
Complex & Bailout Cases Joint Discussion

 座長： 中野　顯
  浜中　一郎
 コメンテーター： 武田　輝規
  松尾　浩志

 座長： 上田　恭敬
  岡村　篤徳
 コメンテーター： 添田　恒有
  松岡　俊三

9:00～10:20

10:50～11:50

 座長： 滝内　伸
  田崎　淳一
 コメンテーター： 椿本　恵則
  高橋　由樹

 座長： 飯田　修
  高島　弘行
 コメンテーター： 榎本　操一郎
  上林　大輔

 座長： 川尻　健司
  武田　吉弘
 コメンテーター： 赤羽目　聖史
  名越　良治

 座長： 角谷　誠
  辻　貴史
 コメンテーター： 五十嵐　宣明
  福原　怜

 座長： 八巻　多、 片岡　亨
 コメンテーター： 小林　智子、 吉川　糧平
 演者： 木谷　俊介、 楠山　貴教
  國分　宣明、 永井　宏幸

13:00～14:30

14:50～16:10

 座長： 川﨑　大三
  中上　拓男
 コメンテーター： 谷口　良司
  藤原　昌彦

 座長： 笠行　典章
  習田　龍
 コメンテーター： 益永　信豊
  宮澤　豪

9:00～10:00

10:50～12:00

 座長： 兵庫　匡幸
  山本　克浩
 コメンテーター： 嶋田　芳久
  松本　大典

 座長： 浅海　泰栄
  高谷　具史
 コメンテーター： 臼井　公人
  仲川　将志

13:00～14:30

14:50～16:10

 座長： 角辻　暁
  中村　茂
 コメンテーター： 秋田　雄三
  渡邉　真言

 座長： 大竹　寛雅
  藤田　博
 コメンテーター： 猪野　靖
  外海　洋平

9:00～10:20

10:50～12:00

 座長： 全　完
  溝手　勇
 コメンテーター： 澤田　隆弘
  森田　英晃

 座長： 江原　夏彦
  田村　俊寛
 コメンテーター： 石淵　かすみ
  菊池　篤志

一般口演15
ステント血栓症/冠動脈瘤/治療成績

13:00～14:30

一般口演1
ACS①

一般口演3
石灰化/ロータ/ダイアモンドバック

一般口演4
CTO/LMCA

一般口演2
ACS②

一般口演5
EVT①

一般口演6
EVT②

一般口演7
EVT③

一般口演8
EVT④

一般口演9
工夫を要した症例/その他

一般口演10
補助循環

一般口演11
合併症

一般口演12
分岐部/Imaging/Phisiology

一般口演13
SHD① TAVR

一般口演14
SHD② TAVR/ BPA/ステントグラフト

一般口演16
DCA/ELCA/Stent Less

14:50～15:50

 座長： 猪子　森明
  久保　隆史
 コメンテーター： 楠山　貴教
  豊福　守

 座長： 岡田　正治
  木下　法之
 コメンテーター： 長谷川　勝之
  森田　孝

Young Investigator Award (YIA)
症例検討①

9:00～10:10

 座長： 成子　隆彦
  松室　明義
 コメンテーター： 今井　雄太
  民田　浩一

Young Investigator Award (YIA)
症例検討②

10:50～11:50

 座長： 阿部　充
  山田　愼一郎
 コメンテーター： 石原　昭三
  樋口　義治

Young Investigator Award (YIA)
症例検討③

13:00～14:00

 座長： 中川　義久
  藤井　健一
 コメンテーター： 市堀　泰裕
  松尾　好記　

Young Investigator Award (YIA)
臨床研究

14:50～15:30

研修医セッション
15:30～16:20

 座長： 岡田　隆 
  坂上　祐司
 コメンテーター： 石原　隆行
  林　富士男

 座長： 志手　淳也、 西野　雅巳
 コメンテーター： 廣岡　慶治、 元廣　将之

特別セミナー1

株式会社カネカメディックス

10:20～10:50

座長： 高谷　具史 
演者： 福原　怜、 小出　正洋

特別セミナー2

テルモ株式会社/メディキット株式会社

10:20～10:50

座長： 高島　弘行 
演者： 山本　裕之、 井口　朋和

特別セミナー4

第一三共株式会社

10:20～10:50

座長： 片岡　亨 
演者： 阿古　潤哉

特別セミナー5

日本メドトロニック株式会社

10:20～10:50

座長： 当麻　正直 
演者： 水谷　一輝 

特別セミナー6

株式会社フィリップス・ジャパン

14:00～14:30

座長： 片岡　亨
演者： 横井　宏和 

特別セミナー3

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

10:20～10:50

座長： 中村 茂　演者： 木村 雅喜、 住吉 晃典
コメンテーター： 福永 匡史

ランチョンセミナー1
12:10～13:00

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

座長： 片岡　亨
演者： 桑原　謙典、 久保　俊介

ランチョンセミナー2
12:10～13:00

アボットメディカルジャパン合同会社

座長： 中澤　学
演者： 山根　啓一郎、 井口　朋和

ランチョンセミナー3
12:10～13:00

ニプロ株式会社

座長： 高谷　具史、 田辺　正喜 
演者： 山地　雄平、 舛田　一哲

ランチョンセミナー4
12:10～13:00

バイエル薬品株式会社

座長： 西野　雅巳
演者： 野口　暉夫

ランチョンセミナー5
12:10～13:00

エドワーズライフサイエンス株式会社

座長： 当麻　正直
演者： 辻本　悟史、 水谷　一輝

ランチョンセミナー6
12:10～12:40

オーバスネイチメディカル株式会社

座長： 岡村　篤徳 
演者： 中村　茂

14:30～15:00  コーヒーブレイクセミナー1

キヤノンメディカルシステムズ株式会社
朝日インテックJセールス株式会社

座長： 中澤　学、 吉川　糧平
演者： 樋上　裕起、 永井　宏幸

14:30～14:50  コーヒーブレイクセミナー2

アムジェン株式会社
座長： 片岡　亨　演者： 大倉　宏之

14:30～14:50  コーヒーブレイクセミナー3

株式会社メディコン
座長： 田村　謙次　演者： 齋藤　聡男

14:30～14:50  コーヒーブレイクセミナー5

日本メドトロニック株式会社
座長： 西田　育功 　演者： 岡本　直高 

15:05～15:25  コーヒーブレイクセミナー6

ディーブイエックス株式会社
座長： 岡田　忠久 　演者： 鯰井　秀之 

14:30～14:50  コーヒーブレイクセミナー4

日本ライフライン株式会社
座長： 高谷 具史　演者： 上月 周　コメンテーター： 松尾 好記

コメディカルプログラム
基礎セッション

9:00～10:30

座長： 喜多　領一
 白樫　貴宏
演者： 辻本　紘史
 渡邊　佳代子

コメディカルプログラム
他職種に聞いてみたいシリーズ

10:30～12:00

座長： 佐久　真優美
 山口　志啓夫
 徳永　政敬
演者： 野間　聰子
 川野　彰
 谷岡　怜

コメディカルプログラム
合同セッション

『施設紹介、新人教育、スタッフワーク』

13:30～15:00

座長： 浜矢　早苗
 柳川　康洋
 深田　陽平
演者： 白井　はるな
 室谷　和宏
 岡崎　浩也

コメディカルプログラム
合併症の対応方法、危険予知

15:30～17:00

 座長： 岡田　忠久
 プレゼンター： 中西　基修
 コメンテーター： 鳥羽　真有美
  松島　正直
  黒川　宗雄
 若手コメンテーター： 文字　美朝
  藤井　陽
  吉岡　奎伍


