
CVIT2018教育セミナーお申込から当日受講までの流れ 
 

1. 受講申込 

CVIT2018 教育セミナーでは事前申込みシステムを導入し、受講管理を全てシステム上で行います。以下より

お申込手続きを行ってください。 

【会員用  事前申し込みページはこちら】 

【非会員用  事前申し込みページはこちら】 

※ 申込時にご登録いただいたメールアドレス宛に、「イベントペイ(eventpay@0553.jp)」より「申込み完了通

知」と「QR コードチケット発行のお知らせ（受講認証用の QR コード添付有）」の 2 通のメールを送付いた

します。 

※ QR コードチケットに表示される注意文は、今回の「CVIT2018教育セミナー」での入場手続きと異なる箇

所がございます。下記、「５. 当日入場・受講完了手続きの流れ」の注意事項を必ずお読みください。 

2. 支払い方法 

＜クレジットカード払いのみ＞ 

 ご利用可能クレジットカード会社：Visa、MasterCard、JCB、American Express、Diner's Club 

 受講料：3,240円（税込み）※システム利用料 324円が別途発生します 

3. 受講案内の送付 

 事務局より受講案内をメール配信いたします 

4. 当日の持ち物 

 QR コードチケット：スマートフォンに画面保存、または、紙にプリントアウトしてご持参ください 

5. 当日入場・受講完了手続きの流れ 

受講認証用の一つのQR コードチケットで 3日間開催される 33講座の教育セミナーはどの講座でも

受講できます。 

 会場入場時：QR コードを受付スタッフに必ずご提示ください（入場チェック） 

 講座開始後：5分を過ぎた場合は、入場をお断りいたしますので、予めご了承ください 

 各講座終了時：各講座終了後、5分以内に会場内に設置している iPad でお手許の QR コードの読込

みを行ってください（単位登録、受講登録） 

 QR コードの読み取りをせずに退席された場合は受講単位の取得を認められません 

 すべての講座で、QR コードチケットのチェックおよび読み取りを行いますので、最終日の参加講座が終了

するまで、QR コードチケットの廃棄・削除はせず、各自でご保管ください 

 QR コードチケットは、複数人でのご利用はできません。ご自身で取得された QR コードチケットのみ有効

です 

6. 単位、資格など 

 認定医、専門医、名誉専門医は、会期中 1日に 1講座以上受講した場合、更新単位として 1単位

/日が付与されます。 
 新専門医制度に向けた教育カリキュラムに基づき、2018年度に専門医新規申請される方より、教育セ

ミナーの全講座を修了していることを申請条件とすることが決定いたしました。（学術集会開催分、e ラ

ーニングいずれも可） 

https://www.0553.jp/eventpay/event_info/?shop_code=2114415187388658&EventCode=9987100712
https://www.0553.jp/eventpay/event_info/?shop_code=2114415187388658&EventCode=4448411553
mailto:eventpay@0553.jp


 

第 27回日本心血管インターベンション治療学会学術集会 教育セミナー 開催概要 

 

日 時 2018年 8月 2日（木）～4日（土） 

会 場 神戸国際展示場 2号館 3B会議場（〒650-0046 神戸市中央区港島中町６－11－１） 

 

講演内容（各 30分）    ※2018年 7月 20日 更新 

開催日 
セッション

時間 
座長 講 座 タイトル 演 者 演者：所属 

8/2

（木） 

1 日目 

8：45-

9：45 
伊苅 裕二 先生 

PCI以外のインターベンション-下肢動脈 河原田 修身 先生 医療法人育和会 育和会記念病院 

PCI以外のインターベンション-弁膜症 林田 健太郎 先生 慶應義塾大学病院 

10：00-

11：00 
天野 哲也 先生 

PCI の関連事項-レジストリー 藤井 謙司 先生 特定医療法人渡辺医学会 桜橋渡辺病院 

PCI の薬物療法-二次予防（抗血栓療法除く） 岡山 英樹 先生 愛媛県立中央病院 

13：15-

14：45 
上野 高史 先生 

PCI の関連事項-保険診療 道下 一朗 先生 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 

PCI の関連事項-ハートチーム 桃原 哲也 先生 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院 

PCI以外のインターベンション-肺動脈 山下 淳 先生 東京医科大学病院 

16：15-

17：45 
片平 美明 先生 

PCI に必要なデバイス-基本編(POBA/Scoring) 福 康志 先生 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 

PCI に必要なデバイス-基本編(GC/GW) 野崎 洋一 先生 社会医療法人社団カレスサッポロ 北光記念病院 

PCI に必要なデバイス-基本編(DCB) 羽原 誠二 先生 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 

17：45-

19：15 
川井 和哉 先生 

PCI に必要なデバイス-アテレクトミー(Rota) 柴田 剛徳 先生 公益社団法人宮崎市郡医師会 宮崎市郡医師会病院 

PCI に必要なデバイス-アテレクトミー(ELCA) 西野 雅巳 先生 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 

PCI に必要なデバイス-アテレクトミー(DCA) 矢嶋 純二 先生 公益財団法人 心臓血管研究所付属病院 

8/3

（金） 

2 日目 

8：00-

9：30 
塩出 宣雄 先生 

PCI の合併症-ステント再狭窄 小林 欣夫 先生 国立大学法人 千葉大学大学院 

PCI の合併症-No-flow 土谷 武嗣 先生 金沢医科大学病院 

PCI の合併症-デバイス脱落/抜去困難 岩淵 成志 先生 国立大学法人 琉球大学大学院 

9：30-

11：00 
横井 宏佳 先生 

PCI の適応-待機的 PCI 森野 禎浩 先生 岩手医科大学附属病院 

PCI の適応-緊急 PCI 中川 義久 先生 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 

PCI の適応-AUC 中尾 浩一 先生 社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 

13：10-

14：40 
本江 純子 先生 

PCI に必要なデバイス-イメージング(IVUS) 伊藤 良明 先生 社会福祉法人恩賜財団 済生会横浜市東部病院 

PCI に必要なデバイス-イメージング(OCT) 新家 俊郎 先生 学校法人 昭和大学 

PCI に必要なデバイス-ステント(BMS/DES) 田邉 健吾 先生 社会福祉法人 三井記念病院 

16：00-

17：30 
田中 信大 先生 

PCI の合併症-ステント血栓症 阿古 潤哉 先生 学校法人北里研究所 北里大学 

PCI の合併症-穿孔 平瀬 裕章 先生 医療法人三田会 高岡みなみ病院 

PCI の合併症-造影剤腎症 道下 一朗 先生 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 

17：30-

18：30 
挽地 裕 先生 

PCI のアプローチ 藤井 敏晴 先生 東海大学医学部付属病院 

PCI の止血 藤野 晋 先生 福井県立病院 

8/4

（土） 

3 日目 

8：00-

9：30 
志手 淳也 先生 

特殊病変に対する PCI-CTO 岡村 篤徳 先生 特定医療法人渡辺医学会 桜橋渡辺病院 

特殊病変に対する PCI-分岐部 木下 順久 先生 医療法人澄心会 豊橋ハートセンター 

特殊病変に対する PCI-左主幹部 坂本 裕樹 先生 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 

9：30-

11：00 
尾崎 行男 先生 

PCI に必要なデバイス-補助循環(IABP/PCPS) 清野 義胤 先生 公益財団法人 星総合病院 

PCI に必要なデバイス-血栓吸引/末梢保護 小川 崇之 先生 東京慈恵会医科大学附属病院 

PCI に必要なデバイス-機能的診断(FFR/iFR) 松尾 仁司 先生 医療法人澄心会 岐阜ハートセンター 

 


