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https://cvit-kinki.jp/
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浜中　一郎
洛和会丸太町病院

2 19日（土）月2022年

会期

このたび第38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洛和会丸太町病院の浜中です。

COVID-19によるパンデミックが始まって以来2年が過ぎました。

この間、日常のあらゆる様式が変化し、CVIT地方会も過去3回にわ

たりWEB形式にて開催されてまいりました。ようやく暗闇を抜け出

したかと思いきや、オミクロン株の出現により、いまだ余談を許さな

い状況が続いています。多くの会員の方から、現地開催を望む声も

聞かれましたが、安全・安心を第一に考え今回もやむなくWEB開催

とさせていただきました。本来、学会では会場内外でのコミュニ

ケーションが、新たな学びや気付きの礎になる大事な場です。今回

も残念ながらWEB画面上の限られたスペースしか有りませんが、

個々のセッションで十分な議論がなされ、今後の日常臨床の役に立

つ情報が得られる事を期待しております。参加者の皆さんにとって

実りある会となるよう、務めさせて頂きます。

浜中　一郎
洛和会丸太町病院

第38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
2022年1月18日（火）～2月19日（土）

医師・コメディカル・企業
https://cvit-kinki.jp/chihou/38th_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。
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開会の辞

閉会の辞

プログラム

9:00～10:30

13:00～14:30

14:50～16:10

11:00～12:00

16:10～17:10

韓国ジョイントセッション

 座長： 上田　恭敬
  田崎　淳一
 コメンテーター： 添田　恒有
  森田　孝

 座長： 椿本　恵則
  吉川　糧平
 コメンテーター： 五十嵐　宣明
  富安　貴一郎

9:00～10:30

11:00～12:00

 座長： 全　完
  中村　茂
 コメンテーター： 石原　隆行
  長谷川　勝之

 座長： 岡田　正治
  木下　法之
 コメンテーター： 舩津　篤史
  横井　宏和

 座長： 阿部　充
  岡田　隆
 コメンテーター： 赤羽目　聖史
  嶋田　芳久

 座長： 片岡　亨
  藤田　真也
 コメンテーター： 臼井　公人
  松尾　浩志

13:00～14:30

14:50～15:50

 座長： 西野　雅巳
  藤井　健一
 コメンテーター： 塩野　泰紹
  名越　良治

 座長： 岡村　篤徳
  山本　克浩
 コメンテーター： 廣岡　慶治
  福原　怜

9:00～10:30

11:00～12:00

13:00～14:30

9:00～10:30

一般口演17
EVT③

13:00～14:30

一般口演1
ACS①

一般口演3
合併症①

一般口演4
CTO②

一般口演2
CTO①

一般口演5
石灰化①

一般口演6
石灰化②

一般口演7
IVUS/OCT/CT/MRI (Imaging)

一般口演8
LMT

15:50～16:40

一般口演9
予後

一般口演10
SHD①

一般口演11
工夫を要した症例

一般口演12
SHD②

一般口演15
EVT①

一般口演18
ACS②

14:50～16:20

 座長： 中上　拓男
  山本　孝
 コメンテーター： 有吉　真
  外海　洋平

Young Investigator Award (YIA)
症例検討①

9:00～10:00

 座長： 志手　淳也
  中澤　学
 コメンテーター： 武田　輝規
  野村　哲矢

Young Investigator Award (YIA)
症例検討②

11:00～12:00

 座長： 大竹　寛雅
  辻　貴史
 コメンテーター： 上林　大輔
  豊福　守

Young Investigator Award (YIA)
臨床研究

13:00～13:50

研修医セッション①

 座長： 久保　隆史 
  中野　顯
 コメンテーター： 猪野　靖
  樋上　裕起

特別セミナー1

株式会社カネカメディックス

10:30～11:00

座長： 山本　孝 
演者： 鬼界　雅一、 山根　啓一郎

特別セミナー2

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

座長： 浜中　一郎 
演者： 伊苅　裕二

特別セミナー4

第一三共株式会社

10:30～11:00

座長： 阿部　充 
演者： 石井　秀樹

特別セミナー3

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

10:30～11:00

座長： 横井　宏和  
演者： 臼井　公人、 宮井　伸幸

ランチョンセミナー1
12:10～13:00

アボットメディカルジャパン合同会社

座長： 全　完
演者： 臼井　公人、 渡部　宏俊

ランチョンセミナー2
12:10～13:00

テルモ株式会社

座長： 大辻　悟
演者： 大竹　寛雅、 舛田　一哲

ランチョンセミナー3
12:10～13:00

ハートフロー・ジャパン合同会社

座長： 角谷　誠、 片岡　亨 
演者： 上月　周、 金沢　武哲
 田邉　健吾

ランチョンセミナー4
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： 岡井　主、 伊藤　之康

ランチョンセミナー5
12:10～13:00

日本メドトロニック株式会社

座長： 岡田　正治、 楠山　貴教
演者： 山田　愼一郎、 松尾　浩志

14:30～14:50  コーヒーブレイクセミナー2

株式会社フィリップス・ジャパン
座長： 山田　愼一郎　演者： 横井　宏和

14:30～14:50  コーヒーブレイクセミナー1

アムジェン株式会社
座長： 中川　義久　演者： 加藤　恵理

14:30～14:50  コーヒーブレイクセミナー3

日本ライフライン株式会社
座長： 樋口　義治　演者： 松廣　裕

14:30～14:50  コーヒーブレイクセミナー5

アシスト・ジャパン株式会社
座長： 藤田　博 　演者： 岩﨑　義弘 

コメディカルプログラム
一般口演

放射線・看護・その他

13:00～14:10

コメディカルプログラム
一般口演
臨床工学

14:15～15:25

コメディカル
合同プログラム

15:30～16:30

 座長： 中川　義久、 浜中　一郎
 コメンテーター： 上田　博、 高谷　具史

14:50～15:50

研修医セッション②
15:50～16:30

 座長： 角辻　暁、 兵庫　匡幸
 コメンテーター： 浅輪　浩一郎、 石原　昭三

 座長： 田村　俊寛
  溝手　勇
 コメンテーター： 江原　夏彦
  松尾　好記

 座長： 小林　智子
  松室　明義
 コメンテーター： 小出　正洋
  西尾　壮示

11:00～12:00

一般口演16
EVT②

 座長： 川﨑　大三
  山口　真一郎
 コメンテーター： 木村　雅喜
  林　富士男

 座長： 当麻　正直
  森田　英晃
 コメンテーター： 澤田　隆弘
  水谷　一輝

14:50～15:50

 座長： 角谷　誠
  高島　弘行
 コメンテーター： 松岡　俊三
  元廣　将之

一般口演13
合併症②

15:50～16:40

一般口演14
合併症③

 座長： 川尻　健司、 坂上　祐司
 コメンテーター： 辻本　充、 舛田　一哲

 座長： 滝内　伸
  藤原　昌彦
 コメンテーター： 今井　雄太
  宮澤　豪

 座長： 飯田　修
  笠行　典章
 コメンテーター： 習田　龍
  益永　信豊

座長： 赤松　里香
 古家　賢治

座長： 岡　佳伴
 野崎　暢仁

特別セミナー5

ニプロ株式会社

10:30～11:00

座長： 武田　輝規 
演者： 名越　良治、 松尾  浩志

14:30～14:50  コーヒーブレイクセミナー4

日本メドトロニック株式会社
座長： 大辻　悟　演者： 前田　孝一

 座長： 藤田　博、 山田　愼一郎
 コメンテーター： 井口　朋和、 白石　淳


