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■成人期川崎病既往者における急性冠症候群の実態：若年性急性冠症候群の新たな話題
●日　　時：7月21日（木）9:00～12:00  

●場　　所：大阪国際会議場  H会場
●共同企画：日本川崎病学会
●プログラム：

座長：京都府立医科大学　　濱岡　建城
小倉記念病院　　　　横井　宏佳

　　症例検討：成人期川崎病既往者の急性冠症候群
熊本赤十字病院　循環器科 角田　隆輔
愛媛大学大学院　小児医学 檜垣　高史
国立循環器病研究センター　小児循環器科 津田　悦子
日本医科大学　循環器内科 細川　雄亮
小倉記念病院　循環器内科 渡部　宏俊

１．成人期川崎病冠動脈病変の画像診断上の特徴 小倉記念病院　循環器科 横井　宏佳
２．成人期川崎病既往者における急性冠症候群の全国調査：初期結果
 三重大学大学院医学系研究科　小児科学 三谷　義英

■循環器内科医に必要な論文構築の基礎知識
●日　時：7月21日（木）13:00～15:00  

●場　所：大阪国際会議場  L会場
座　長：東海大学　　　　　　　　伊苅　裕二

天理よろづ相談所病院　　中川　義久
１．臨床研究におけるデザイン設計と統計解析の原則 京都大学大学院医学研究科 森本　　剛
２．日常臨床から英語論文を作成するための「虎の巻」 関西労災病院 上松　正朗
３．Structure: The key to writing a paper 東京医科歯科大学 Jeremy Williams 

■KSIC-CVIT合同セッション
●日　時：7月21日（木）16:00～18:00  

●場　所：大阪国際会議場  H会場
●テーマ：CTO治療の今後の方向性：

　　　　　座長： 豊橋ハートセンター 鈴木　孝彦
 The Catholic University of Korea, Seoul/St. Mary's Hospital, Korea Ki Bae Seung

コメンテーター： 湘南鎌倉総合病院 竹下　　聡
 熊本大学 田山　信至
 東海大学医学部附属病院 森野　禎浩
 心臓血管センター北海道大野病院 山下　武廣

１．Now and future of Chronic Total Occlusion -Korean Perspectives from Korean CTO Club-

 Korea University Guro Hospital, Korea　　Seung-Woon Rha

２．CTO治療の今後の方向性 豊橋ハートセンター 加藤　　修 

３．Clinical outcomes of LMT Lesion in AMI Patients; KAMIR

 Konyang University Hospital, Korea Jang Ho Bae

４．Complex lesion & LMT bifurcation 新東京病院 中村　　淳
５．Evaluation of neointimal tissue characteristics after drug-eluting stent implantation with OCT

 Severance Hospital, Korea　　Myeong-Ki Hong 

６．FFRおよびOCTを用いた虚血イベント予防へのアプローチ 神戸大学 志手　淳也

特別セッション
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■鈴木孝彦先生、加藤修先生、故玉井秀男先生
　The TCT 2010 Geoffrey O. Hartzler Master Clinical Operator Award受賞記念講演会

●日　時：7月22日（金）9:00～11:00  

●場　所：大阪国際会議場  A会場
座長：豊橋ハートセンター 朝倉　　靖
　　　北海道社会保険病院 五十嵐慶一
演者：豊橋ハートセンター 加藤　　修
　　　豊橋ハートセンター 鈴木　孝彦

■第6回日本血管内OCT研究会
●日　時：7月22日（金）9:00～12:00  

●場　所：大阪国際会議場  L会場
●テーマ：OCT：EXTREME RESOLUTION for Confident Lesion Assessment

●主　催：日本血管内OCT研究会
●後　援：日本心血管インターベンション治療学会
●共　催：株式会社グッドマン
　　　　　セント・ジュード・メディカル株式会社
●プログラム：

 座長：和歌山県立医科大学 赤阪　隆史
 倉敷中央病院　　　 門田　一繁
 名古屋大学　　　　 室原　豊明
 コメンテーター：済生会横浜市東部病院　　　　　　　　 石盛　　博
 福山循環器病院　　　　　　　　　　　 竹林　秀雄
 横浜市立大学附属市民総合医療センター 日比　　潔

特別講演
病理像から見るＤＥＳ留置後の治癒過程および血栓形成について
 兵庫医科大学 羽尾　裕之
ＯＣＴ症例提示
 大阪警察病院　　　　　　　 松尾　浩志
 大阪大学大学院医学系研究科 野嶋　祐兵
 兵庫医科大学　　　　　　　 藤井　健一
 小倉記念病院　　　　　　　 兵頭　　真
 浦添総合病院　　　　　　　 上原　裕規
 石心会狭山病院　　　　　　 長谷川耕太郎

■20周年特別企画：座談会【CVITの歩むべき道】
●日　時：7月22日（金）13:30～15:00  

●場　所：大阪国際会議場  A会場
座　　長：大阪大学 南都　伸介
基調講演：京都大学医学部附属病院 木村　　剛
座 談 会：小倉記念病院 延吉　正清
　　　　　京都大学医学部附属病院 木村　　剛
　　　　　帝京大学医学部附属病院 一色　高明
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■GW-ICC/CVIT合同セッション
●日　時：2011年7月22日（金）16:00～18:00  

●場　所：大阪国際会議場  G会場
 座長：Cardiovascular Institute and Fu Wai Hospital, China Hongbing Yan

 　　　兵庫県立姫路循環器病センター 林　　孝俊
１．Polymer-free Paclitaxel Stents Effect on Coronary Artery De novo Lesions：a Long-term Clinical and Angiographic 

Follow-up Results

  First Affilated  Hospital of Dalian Medical University, China Xuchen Zhou

２．CREST-MI Trial six-month Follow-up Results  

 Chaoyang Hospital, Capital Medical University, China Xinchun Yang 

３．Application of Aspiration Catheters in ACS：The Four Major Reasons

 Cardiovascular Institute and Fu Wai Hospital, China HongBing Yan

４．良好な血管治癒を得るために次世代DESに対して何が求められているか？：血管内視鏡研究からの考察
 関西労災病院 粟田　政樹
５．OCTによる、冠動脈インターベンションとDES慢性期の評価
  神戸大学医学部附属病院 新家　俊郎

■大災害時に循環器医が何をすべきか、何ができるか 
●日　時：7月22日（金）18:00～20:00

●場　所：大阪国際会議場　A会場
　座長：新潟市民病院 小田　弘隆
　　　　近畿大学医学部 宮崎　俊一
　演者：榊原記念病院 高山　守正
　　　　岩手県立大船渡病院 遠藤　浩司
　　　　岩手県立中央病院 田巻　健治
　　　　大崎市民病院 大庭　正敏
　　　　いわき市立総合磐城共立病院 山本　義人
　　　　新潟市民病院 小田　弘隆

■インターベンションのレジストリを成功させるために
●日　時：7月23日（土）9:00～11:00  

●場　所：大阪国際会議場  B会場
 座長：帝京大学医学部附属病院 一色　高明
 　　　桜橋渡辺病院 藤井　謙司
１．日本心臓血管外科手術データーベース 東京大学 本村　　昇
２．JCD database 慶應義塾大学 河村　朗夫
３．J-PCI 桜橋渡辺病院 藤井　謙司
４．J-Cypherはこうして成功した 京都大学医学部附属病院 木村　　剛
５．大阪急性冠症候群研究会データベースの管理法 大阪大学 坂田　泰彦
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■第5回成人ASD-PFOカテーテル治療研究会
第20回日本心血管インターベンション治療学会学術集会CVIT2011は南都伸介会長のもとに、大阪にて開催さ

れ、CVIT学術委員会に協力して活動する成人ASD・PFOカテーテル治療研究会は今回で第5回目を迎えます。小
児循環器分野の日本Pediatric Interventional Cardiology学会が設立したAmplatzer Septal Occluder（ASO）実施教育
プログラムに、成人分野のInterventional Cardiologist参加の規約のもとに、平成22年よりCVIT教育研修認定３施
設が加わり、さらに平成23年にはさらに５施設が加わろうとしています。

ASO治療はJPIC学会の下に実施が7年目を迎え、実施患者数も2100例を超えるにもかかわらず、1例も治療関連
死亡を出していません。これは非常に大きな意義深い成果です。新たに加わる施設の担当医師、コメディカルの
皆さんは、この精神を引き継いで治療を進めていかなければなりません。

第５回研究会では、成人ASD患者の治療に対し新たに治療を開始したCVITの施設の現状と経験を提示して頂
き討論を行うとともに、この領域に興味を持つ多くのCVIT会員にASO治療のキーポイントを学んでいただきた
く考えます。

本セッションは、CVITの学術委員会の一部として、わが国のカテーテル治療の分野にて、本治療法が安全・
健全に普及し診療体制の確立が行われるように活動しています。

会員の皆様のご参集とご協力をお願い申し上げます。　
代表　高山　守正（成人ASD･PFOカテーテル治療研究会）

------------------------------------------------------------------------------------------------

●日　時：7月23日（土）9:00～11:00  

●場　所：大阪国際会議場  H会場
●主　催：成人ASD/PFOカテーテル治療研究会
●後　援：日本心血管インターベンション治療学会
　　　　　日本Pediatric Interventional Cardiology学会
●共　催：セント・ジュード・メディカル株式会社
　　　　　日本ライフライン株式会社
●プログラム：

9:00 開会  榊原記念病院 高山　守正

9:05～9:55 CVIT施設で始まった成人ASDカテーテル治療：実施体制の現状と課題
 座長：昭和大学横浜市北部病院 富田　　英
 　　　東邦大学医療センター大橋病院 原　　英彦

１．Amplatzer Septal Occluderの国内の使用現況 昭和大学横浜市北部病院 富田　　英
２．CVIT施設･会員のASDカテ治療申請と実施資格取得 榊原記念病院 高山　守正
３．新規に展開する成人ASDカテ治療 小倉記念病院 白井　伸一
４．Amplatzer Septal Occluder治療の開始と発展 慶應義塾大学 河村　朗夫

9:55～10:55 Adult Cardiologistに知って欲しい症例を通しての成人ASD治療のポイント
 座長：榊原記念病院 高山　守正
 　　　岡山大学 赤木　禎治

１．症例を通して学んだ私の経験 東邦大学医療センター大橋病院 原　　英彦
２．老人のUncompensated Hemodynamicsは改善するか？ 岡山大学 赤木　禎治
３．心房細動合併例の治療 岡山大学 谷口　　学
４． 致死的合併症Cardiac Erosionを避ける眼を持つ 埼玉医科大学 小林　俊樹

10:55～11:00 閉会  昭和大学横浜市北部病院 富田　　英
------------------------------------------------------------------------------------------------
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■心血管治療におけるインターベンションと心臓リハビリテーションの融合
　～今、まさに道を究めようとしている人たちへのメッセージ～

●日　時：7月23日（土）11：00～12：00  

●場　所：大阪国際会議場  H会場
●共　催：日本心臓リハビリテーション学会教育研修・広報委員会
●プログラム：
  座長：北野病院　　 野原　隆司
  　　　小倉記念病院 横井　宏佳
１．PCIの効果と限界（総論） 小倉記念病院 横井　宏佳
２．心臓リハビリテーション（総論） 榊原記念病院 長山　雅俊
３．PCI施設における心臓リハビリテーション導入の実際 宮崎市郡医師会病院 柴田　剛徳
  群馬県立心臓血管センター 安達　　仁
４．心臓リハビリテーションの実際
 看護師の役割 榊原記念病院 石井　典子
 理学療法士の役割 小倉記念病院 嶋田　誠治

■Late Breaking Clinical Study Part 1
●日　時：7月23日（土）13:00～14:30  

●場　所：大阪国際会議場  A会場
 座長：京都大学医学部附属病院 木村　　剛
 　　　近畿大学医学部 宮崎　俊一
１．糖尿病の薬剤溶出性ステントに及ぼす影響：血管内超音波解析からの洞察
  金沢大学医学部 坂田　憲治
２．DES時代におけるステント留置後の手術の発生と予後 京都大学医学部附属病院 徳重　明央
３．待機的PCIを施行した日本人の冠動脈疾患患者におけるCYP2C19遺伝子多型に影響しないプラスグレルの確

実かつ強力な抗血小板作用 帝京大学医学部附属病院 一色　高明
４．スタチンとエゼチミブ併用による積極的LDL低下はプラーク退縮を促進するか
  順天堂大学 宮内　克己
５．経皮的冠動脈形成術を適用される安定狭心症／陳旧性心筋梗塞患者におけるクロピドグレルの有効性及び安

全性 CLEAN試験 帝京大学医学部附属病院 一色　高明

■Late Breaking Clinical Study Part 2
●日　時：7月23日（土）14:30～16:00  

●場　所：大阪国際会議場  A会場
 座長：りんくう総合医療センター 永井　義幸
 　　　京都桂病院 中村　　茂
１．RESOLUTE JAPAN １年臨床成績 湘南鎌倉総合病院／札幌東徳洲会病院 齋藤　　滋
２．透析患者に対する薬剤溶出ステント留置後の臨床成績に関する検討; 多施設後ろ向き試験，KCJL-HDレジス

トリー 近江八幡市立総合医療センター 全　　　完
３．膝下単独病変に対しバルーン拡張術を施行した重症下肢虚血を有する維持透析患者の予後J-BEAT registryか

らの検討 済生会横浜市東部病院 中野　雅嗣
４．ST上昇型心筋梗塞における血栓吸引療法、並びにフィルター型異物除去カテーテルの有用性：
　　The VAMPIRE 2 Study りんくう総合医療センター 武田　吉弘
５．浅大腿動脈病変に対するナイチノールステント留置後の新スコア分類（FeDCLIP）の有用性
  小倉記念病院 曽我　芳光
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■女性Interventional Cardiologistを取り巻く諸問題
●日　時：7月23日（土）16:00～17:30  

●場　所：大阪国際会議場  D会場
●共　催：J-WINC

 座長：府中恵仁会病院/岐阜ハートセンター 本江　純子
 　　　済生会横浜市東部病院 塚原　玲子
１．若手女性医師の立場から 国立循環器病センター 藤野　明子
２．PCIと家庭との両立 平塚共済病院 大西　祐子
３．同僚の立場から 済生会横浜市東部病院 村松　俊哉
４．管理職の立場から 甲府共立病院 大畑　和義
５．新たな道を探って 豊橋ハートセンター 江原真理子

■循環器材料の販売にたずさわる方々への教育セミナーPart2
●日　時：7月23日（土）16:30～18:00

●場　所：大阪国際会議場  C会場
講　師：天理よろづ相談所病院 中川　義久
　　　　東海大学 森野　禎浩

●主　催：日本医療機器販売業協会専門研究会循環器
●後　援：日本心血管インターベンション治療学会

■ATISセミナー in CVIT2011
●日　時：7月24日（日） 9:30～11:30

●場　所：大阪国際会議場　10階
●共　催： サノフィ・アベンティス株式会社
●後　援： 大阪府医師会
 座長：大阪大学 南都　伸介
 　　　大阪警察病院 上田　恭敬
１．糖代謝異常と心筋梗塞－OACIS研究から－ 大阪大学 坂田　泰彦
２．アテローム血栓症（ATIS）の臨床的意義と対策 東邦大学医療センター大橋病院 中村　正人

■CVIT2011市民公開講座：守ろうあなたの心臓
●日　　時：7月24日（日）12:30～17:00（開場12:30）
●場　　所：大阪国際会議場　 10階
●内　　容：
【13:00～14:55】

◆心臓カテーテル治療術者体験
カテーテル治療の術者を体験しませんか？コンピュータ・実モデルでの治療術者体験。
家族での参加を大歓迎。「ぼくもあなたも未来の術者…？」

◆心臓救急セミナー
大事な方を救うのは第一発見者の“あなた”です！心停止対応を、AEDの使い方も含めて、丁寧にお教えします。
終了後は、心肺蘇生練習キット（DVD付）を参加者にプレゼント！

【15:00～17:00】
◆講演会（テーマ：心筋梗塞）
心筋梗塞にならないためにどうするか、なってしまったらどうすればいいのか。
＊ポスター展示（12:30～17:00）

●参加方法：事前参加申込が必要となります。詳細はホームページ（http://www.heartorg.gr.jp/cvit2011/）をご覧ください。
●共　　催：朝日新聞社
●後　　援：大阪府医師会

事前申込制事前申込制




