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●地下鉄（北大阪急行電鉄）
　御堂筋線　千里中央行　終点・千里中央下車（北出口すぐ）
●伊丹空港より
　大阪モノレール 門真市行　千里中央下車（徒歩約5分）
●新大阪駅・難波駅より
　地下鉄御堂筋線千里中央行をご利用ください。
●お車でお越しの方
　新御堂筋（国道423号線）または、中央環状線をご利用ください。
　駐車場のご利用について 午前7時～午後11時
 料金 最初の1時間 400円
 　　 以後30分毎 200円
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第39回

日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会

ハイブリッド開催
（千里ライフサイエンスセンター＆Web配信）

http://cvit-kinki.jp/

会長

角谷　誠　加古川中央市民病院

会期

このたび第39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加古川中央市民病院の角谷です。
コロナとの付き合いも3年となりますが感染者もまだまだ多く、終わり
の見えない状況です。しかし、世の中はwithコロナに舵を切って行こう
としています。これまでWEB開催でしたが今後の現地開催への第一歩
として今回はハイブリッド形式での開催とさせていただきました。
様々な領域にたくさんの演題の応募をいただき誠にありがとうござい
ました。これからのCVITを担っていく若手医師に多数登壇いただき熱
いディスカッションを展開していただくようにしております。また、中国・
四国支部とのジョイントセッションでは「Challenging Case 
Competition」と題しComplex Caseに関し各施設の考え方・方針が
ある中でディスカッションを行いよりよい今後の治療に役立てられるよ
う深く掘り下げて行きます。開催に関しては、コロナの影響でどの企業
も財政的に厳しい中、非常に多くの共催、広告、寄付を頂き誠にありが
とうございます。本会が参加される皆様にとって実り多く意義ある会と
なるよう、また明日からの診療に役立てられるような会になるよう全力
で務めさせていただきます。何卒よろしくお願いいたします。

角谷　誠
加古川中央市民病院

第39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
参加登録
2022年9月1日（木）～10月8日（土）
下記URLにて事前参加登録を行ってください。

https://www.heartmeetings.com/ja/event/detail/id/92
【ご来場の方】
千里ライフサイエンスセンター5Fにて登録完了メールを
ご提示ください。
【Web視聴の方】
視聴URLおよびID、パスワードをメールにてご連絡いたします。
※CVIT専門医・認定医資格更新単位について
会場参加の場合はCVIT会員証をご持参いただきましたら受付での登録
が可能です。
Web視聴の場合は視聴ログの記録により参加単位が付与されます。ご自
身でのお手続きは不要です。

受付・参加費

10 8日（土）月2022年

〒440-0886
愛知県豊橋市東小田原町48番地  セントラルレジデンス201　アップローズ株式会社内
TEL：0532-21-5731  FAX：0532-52-2883  E-mail：cvit-kinki@uproses.co.jp

第39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

問合わせ先

開催
形式



第1会場
ライフホール（5F）

第2会場
サイエンスホール（5F）

第3会場
501+502+503（5F）

第4会場
603+604（6F）

第5会場
千里ルームA（6F）

第6会場
801+802（8F）

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

開会の辞

閉会の辞

プログラム

9:00～10:20

16:30～17:50

中国・四国支部ジョイントセッション
Challenging Case Competition

 座長： 岡村　篤徳
  川尻　健司
 コメンテーター： 榎本　操一郎
  小出　正洋

一般口演1
Rota/OAS

9:00～10:20

 座長： 当麻　正直 
  溝手　勇
 コメンテーター： 市堀　泰裕
  水谷　一輝

一般口演6
SHD①

9:00～10:20

 座長： 五十嵐　宣明 
  辻　貴史
 コメンテーター： 井口　朋和
  菊池　篤志

一般口演11
合併症①

9:00～10:20

 座長： 民田　浩一 
  藤田　博
 コメンテーター： 石淵　かすみ 
  塩野　泰紹

一般口演16
Physiology/CT・MRI/興味ある症例

9:00～10:159:00～10:20

 座長： 和泉　匡洋 
  志手　淳也
 コメンテーター： 石原　昭三 
  中村　大輔

Young Investigator Award (YIA)
症例検討①

10:50～12:00

 座長： 井上　文隆 
  山田　愼一郎
 コメンテーター： 上野　雅史 
  渡邊　真言

Young Investigator Award (YIA)
症例検討②

10:50～12:00

 座長： 田辺　正喜
  吉川　糧平
 コメンテーター： 澤田　隆弘
  福原　怜

一般口演2
CTO

10:50～12:00

 座長： 江原　夏彦
  田村　俊寛
 コメンテーター： 寺尾　侑也
  仲川　将志

一般口演7
SHD②

10:50～12:00

 座長： 伊達　基郎
  中野　顕 
 コメンテーター： 添田　恒有
  高畑　昌弘

一般口演12
合併症②

10:50～12:00

 座長： 飯田　修
  舩津　篤史
 コメンテーター： 高橋　由樹 
  福永　匡史

一般口演17
EVT①

11:00～12:00

タスクシフト
～告知研修を経て～

13:00～14:10

 座長： 木下　法之
  楠山　貴教
 コメンテーター： 有吉　真 
  小杉　隼平

 座長： 角谷　誠、 田中　裕之
 演者： 山田寿太郎、 樋上　裕起
  柚木　佳、 澤田　隆弘
 コメンテーター： 永松　航、 細木　信吾

一般口演3
ACS/その他①

13:00～14:00

研修医セッション①

14:10～15:10

 座長： 大竹　寛雅、 森田　孝
 コメンテーター： 浅田　紘平、 山地　雄平

一般口演4
ACS/その他②

15:30～16:30

 座長： 下司　徹、 高島　弘行
 コメンテーター： 宇津　賢三、 小澤　徹

一般口演5
ACS/その他③

14:10～15:00

研修医セッション②
 座長： 阿部　充、 松室　明義
 コメンテーター： 大石　洋平、 田頭　達

 座長： 猪野　靖、 西野　正巳
 コメンテーター： 尾鼻　正弘、 名越　良治

15:30～16:40

 座長： 久保　隆史
  高岡　秀幸
 コメンテーター： 高谷　具史 
  横松　孝史

Young Investigator Award (YIA)
臨床研究

13:00～14:10

 座長： 全　完 
  浜中　一郎
 コメンテーター： 永井　宏幸
  渡邊　大基 

一般口演8
工夫を要した症例①

13:00～14:10

 座長： 上田　恭敬 
  樋口　義治
 コメンテーター： 石原　隆行 
  中谷　晋平 

一般口演13
OCT・OFDI/内視鏡

13:00～14:10

 座長： 小林　智子 
  滝内　伸
 コメンテーター： 岡本　慎 
  宮田　大嗣

一般口演18
EVT②

13:10～14:10

職種別セッション： フィジオロジー

14:10～15:00

教育講演

15:30～16:40

 座長： 片岡　亨 
  嶋田　芳久
 コメンテーター： 上田　博
  森　直己

一般口演10
ELCA

15:30～16:40

 座長： 習田　龍
  中村　浩彰
 コメンテーター： 今井　雄太
  中島　貫太

一般口演20
EVT④

15:30～17:00

合同セッション： なんでも症例報告会

15:30～16:50

 座長： 中澤　学
  藤井　健一
 コメンテーター： 長谷川　勝之
  松本　大典

一般口演15
臨床研究

14:10～15:10

 座長： 坂上　祐司、 角辻　暁
 コメンテーター： 臼井　公人、 松尾　浩志

一般口演9
工夫を要した症例②

14:10～15:10

 座長： 岡田　正治、 辻本　充 
 コメンテーター： 浅輪　浩一郎、 辻村　卓也

一般口演14
DCA

14:10～15:10

 座長： 田崎　淳一、 宮澤　豪 
 コメンテーター： 椿本　恵則、 藤原　昌彦

一般口演19
EVT③

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： 角谷　誠
演者： 高木　健督、 武田　輝規

ランチョンセミナー2
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： 高谷　具史
 演者： 今井　逸雄、 水谷　一輝
 コメンテーター： 石原　昭三、 楠山　貴教 

ランチョンセミナー3
12:10～13:00

日本メドトロニック株式会社

座長： 廣岡　慶治、 山田　愼一郎
演者： 田中　康太、 小出　正洋

ランチョンセミナー4
12:10～13:00

日本メドトロニック株式会社

座長： 溝手　勇、 中澤　学
演者： 桑原　謙典、 市堀　泰裕

ランチョンセミナー5
12:10～13:00

メディキット株式会社

座長： 横井　宏和
演者： 山本　哲也、 宇津　賢三

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： 中村　茂 
演者： 石原　隆行、 杉本　健 

特別セミナー2

第一三共株式会社

10:20～10:50

座長： 寺尾　侑也
演者： 鳥羽　敬義  

特別セミナー3

テルモ株式会社

10:20～10:50

座長： 当麻　正直
演者： 尾崎　雄一、 澤田　隆弘 

特別セミナー4

ニプロ株式会社

10:20～10:50

座長： 大竹　寛雅  
演者： 米田　秀一、 高谷 具史

特別セミナー5

オーバスネイチメディカル株式会社

10:20～10:50

座長： 中澤　学
演者： 中村　大輔

特別セミナー6

日本メジフィジックス株式会社

10:20～10:50

座長： 西田　育功 
演者： 山田　愼一郎

基礎セッション
心カテ術前データの見方

15:10～15:30  コーヒーブレイクセミナー1

株式会社カネカメディックス
座長： 南都　伸介　演者： 柴田　剛徳

15:10～15:30  コーヒーブレイクセミナー2

テルモ株式会社
座長： 高島　弘行　演者： 石原　昭三

15:10～15:30  コーヒーブレイクセミナー3

株式会社フィリップス・ジャパン
座長： 中村　茂　演者： 寺尾　侑也

15:10～15:30  コーヒーブレイクセミナー4

ゼオンメディカル株式会社
座長： 浅海　泰栄　演者： 榎本　操一郎

15:10～15:30  コーヒーブレイクセミナー5

エドワーズライフサイエンス株式会社
座長： 澤田　隆弘　演者： 谷口　智彦

15:10～15:30  コーヒーブレイクセミナー6

キヤノンメディカルシステムズ株式会社
座長： 野崎　暢仁　演者： 鯰井　秀之


