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この度、2019年2月9日（土）に千里ライフサイエンスセ

日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会

ンターにおいて、第32回日本心血管インターベンション治
療学会近畿地方会を開催させていただくこととなりました。
会場のご案内

前組織で決めていただきました最終の会長であり、CVITが
新体制に変わり2回目の地方会でもございますので、先人
の先生方と若手の先生方の橋渡し的な会を意識して、プロ

423
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千里中央駅

の分野において、技術的にも学問的に革新的な発想のもとに

千里
エネルギー
センター

P 千里中央病院

ヤマダ電機

P

●郵便局

行われるようになってから、関西はこのインターベンション

●モービルSS P

住友商事
千里ビル

新御堂
筋
︵国道
号線︶

グラムを作成いたしました。30年以上前に、本邦でPCIが
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千里中央駅モノレール
中央環状線

受付・参加費
受付

受付時間

千里ライフサイエンスセンター
8:00〜16:30

千里ライフサイエンスセンター 5階 にて
参加受付を行ってください。
※認定医、専門医、名誉専門医資格更新に必要な
参加単位の登録をバーコードにて行いますの
でCVIT会員証の持参をお願いします。

〒560-0082 豊中市新千里東町1-4-2
TEL:06-6873-2010 FAX:06-6873-2011

●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。

参加費

医師
コメディカル
企業
研修医

5,000円
1,000円
5,000円
無料

●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

http://cvit-kinki.jp/
抄録ダウンロードID： cvitk32

パスワード： 5468

2 9
月

日
（土）

会場

千里ライフサイエンスセンター

以後30分毎 200円

会長

問合わせ先

CVIT近畿ホームページよりダウンロード可能です。

2019 年

料金 最初の1時間 400円

※参加費には抄録集代が含まれます。

プログラム・抄録集
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プログラム

9:00

第1会場
ライフホール（5F）
開会の辞

9:00〜10:30

一般口演1

Coronary Imaging, physiology
10:00

座長：山田
久保
コメンテーター：藤井
名越

愼一郎
隆史
健一
良治

10:30〜11:00

特別セミナー1

座長：西田 育功 演者：福原 怜、
石原 隆行

11:00

12:00

11:00〜12:00

㈱カネカメディックス

一般口演7

Young Investigator Award (YIA)
症例検討 PCI
座長：中川 義久
辻 貴史
コメンテーター：山本 孝
谷川 淳
10:30〜11:00

特別セミナー2

座長：秋田 雄三 演者：永井 宏幸

アステラス・アムジェン・バイオファーマ㈱

11:00〜12:00

一般口演12

ACS-1

座長：山本
中野
コメンテーター：森田
山地

克浩
顕
孝
雄平

10:30〜11:00

特別セミナー3

座長：樋口 義治 演者：片岡 有

11:00〜12:00

サノフィ㈱

一般口演17

PCI-1

座長：成子
角辻
コメンテーター：坂上
永井

隆彦
暁
祐司
宏幸

10:30〜11:00

特別セミナー4

座長：椿本 恵則 演者：上月 周
朝日インテックJ-セールス㈱

11:00〜12:00

EVT-1

座長：林 富士男
滝内 伸
コメンテーター：椿本 恵則
上月 周
10:30〜11:00

特別セミナー5

11:00〜12:00

㈱メディコン

ACS-2

Coronary 合併症-1

座長：藤井 謙司、上田 欽造
コメンテーター：北端 宏規、外海 洋平

座長：廣岡 慶治、全 完
コメンテーター：井上 文隆、小笠原 延行

座長：角谷 誠、武田 吉弘
コメンテーター：浅輪 浩一郎、渡邉 平太郎

座長：木下 法之、小林 智子
コメンテーター：伊達 基郎、五十嵐 宜明

座長：粟野 孝次郎、豊福 守
コメンテーター：中上 拓男、岡本 慎

13:00〜14:00

日本ライフライン㈱

CTO-1

座長：許 永勝、吉川 糧平
コメンテーター：石原 昭三、長谷川 勝之
14:00
14:00〜14:50
一般口演4

CTO-2

座長：大辻 悟、岡村 篤徳
コメンテーター：松岡 俊三、横井 研介
15:00〜15:30

コーヒーブレイクセミナー1
座長：全 完 演者：久保 隆史

15:30〜16:30

ニプロ㈱

一般口演5

Coronary debulking-2
座長：羽田 哲也、岡田 正治
コメンテーター：兵庫 匡幸、小出 正洋
16:30〜17:30

東北支部ジョイントプログラム
複雑病変に対する若手PCIオペレーターの試み
17:00

座長：東北支部 岩渕 薫、近畿支部 岡村 篤徳
演者：東北支部 近江 晃樹、櫛引 基
近畿支部 福原 怜、石原 隆行
17:30〜18:00

表彰式、
閉会の辞
18:00〜18:30

メディカル運営委員会

12:10〜13:00

ランチョンセミナー2

座長：中川 義久、
高島 弘行
演者：藤井 健一、
中村 大輔
13:00〜13:50

日本メドトロニック㈱

Young Investigator Award (YIA)
臨床研究

座長：宮崎 俊一、志手 淳也
コメンテーター：笠行 典章、阿部 充
13:50〜14:40

Young Investigator Award (YIA)

症例検討 PCI imaging, physiology
座長：藤田 博、上田 恭敬
コメンテーター：高谷 具史、大竹 寛雅

15:00〜15:30

コーヒーブレイクセミナー2
座長：大辻 悟 演者：松尾 浩志

ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

15:30〜16:40

一般口演6

Coronary 合併症-2
座長：高島 弘行、浜中 一郎
コメンテーター：秋田 雄三、中村 大輔

座長：高橋 玲比古、武田 吉弘
演者：名方 剛、
谷口 法正
13:00〜14:00

PCI-2

EVT-2

12:10〜13:00

ランチョンセミナー3
テルモ㈱

一般口演9

座長：西田 育功、松室 明義
コメンテーター：林 孝俊、宮井 伸幸
14:00〜15:00

EVT CLI

座長：飯田 修、田崎 淳一
コメンテーター：下司 徹、赤堀 宏州
14:00〜15:00

一般口演10

座長：矢坂 義則、片岡 亨
コメンテーター：川尻 健司、松尾 浩志
15:00〜15:30
コーヒーブレイクセミナー3

座長：山田 愼一郎 演者：中村 大輔
アボット バスキュラー ジャパン㈱

15:30〜16:30

一般口演11

ACS-3

座長：岡田 隆、元廣 将之
コメンテーター：朴 幸男、武田 輝規

第一三共㈱

座長：辻本 充
演者：阿部 顕正、田中 康太
アボット バスキュラー ジャパン㈱

13:00〜14:40

13:00〜14:00

一般口演14

一般口演15

Coronary debulking-1

座長：松島 正直、山田 達也

ランチョンセミナー5

座長：岩倉 克臣
演者：上月 周

Coronary 再狭窄

コメディカルプログラム
放射線部門

12:10〜13:00

ランチョンセミナー4

13:00〜14:00

10:30〜12:00

座長：川﨑 大三 演者：住吉 晃典

一般口演18

12:10〜13:00

第6会場
801+802（8F）

9:00〜10:30

一般口演13

一般口演3

18:00

9:00〜10:30

第5会場
千里ルームA（6F）

一般口演8

座長：岡田 正治、臼井 公人
演者：椿本 恵則、
外海 洋平

16:00

9:00〜10:30

第4会場
603+604（6F）

Young Investigator Award (YIA)
症例検討 EVT

ランチョンセミナー1

15:00

9:00〜10:30

第3会場
501+502+503（5F）

一般口演2

12:10〜13:00

13:00

第2会場
サイエンスホール（5F）

EVT-3

座長：西野 雅巳、舩津 篤史
コメンテーター：辻本 充、岩崎 祐介
15:00〜15:30
コーヒーブレイクセミナー4

座長：飯田 修 演者：上月 周、米田 秀一
キヤノンメディカルシステムズ㈱

15:30〜16:50

一般口演16

EVT 合併症
座長：原 正剛、川﨑 大三
コメンテーター：臼井 公人、住吉 晃典

研修医セッション

コメディカルプログラム
看護・その他部門
座長：佐久真 優美、鳥羽 真有美

座長：赤阪
松田
コメンテーター：松尾
猪野

隆史
光雄
あきこ
靖

14:40〜15:40

一般口演19

Structure-1
座長：山田 貴久、田村 俊寛
コメンテーター：澤田 隆弘、水谷 一輝
15:40〜16:30
一般口演20

Structure-2

座長：当麻 正直、溝手 勇
コメンテーター：江原 夏彦、東森 亮博

14:10〜16:00

コメディカルプログラム
臨床工学部門①
座長：谷岡 怜、福田 友規

臨床工学部門②
座長：白樫 貴宏、徳永 政敬
16:00〜16:15

表彰式

16:15〜16:50

コメディカル運営委員会

