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日本循環器学会近畿地方会における
循環器専門医資格の更新に必要な研修単位登録について

○地方会　研修単位登録受付
　場所：大阪国際会議場　10Ｆホワイエ参加受付横
　受付時間：₈時00分～17時30分
　単位数：₅単位

○専門医のための教育セッション　研修単位登録受付
　場所：大阪国際会議場　10Ｆ Ａ会場（1003）入口
　受付時間：16時00分～17時30分
　単位数：₃単位
　＊講演終了の30分前までとなっております。ご注意ください。

○「医療安全・医療倫理に関する講演会」DVDセッション　研修単位登録受付
　場所：大阪国際会議場　10Ｆ Ａ会場（1003）入口
　受付時間：₈時30分～10時00分
　単位数：₂単位
　＊講演終了の30分前までとなっております。ご注意ください。

　※�今回開催のDVDセッションは第76回学術集会（福岡）の際に開催され
た講演会の録画です。第76回学術集会当日，講演会を聴講し研修単位を
取得済の場合は加算されませんのでご注意ください。

※�研修単位登録受付において「循環器専門医カード」を提示することにより，
単位を登録する方式です。

重　　要
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日本循環器学会近畿支部会則 1988年 1月 1日施行
1998年12月 5日改訂
2000年 6月24日改訂
2001年 6月23日改訂
2002年 6月29日改訂
2003年 6月21日改訂

（総　則）
第₁条　日本循環器学会近畿支部は社団法人日本循

環器学会の支部とし，事務局は日本循環器
学会近畿支部事務局に置く．

（目的および事業）
第₂条　近畿支部は日本循環器学会の目的達成のた

め，次の事業を行う．
　　　　₁）�近畿地区において学術集会（名称は「第

○○回日本循環器学会近畿地方会」と
する）の開催

　　　　₂）日本循環器学会からの委託事項の処理
　　　　₃）その他，目的達成に必要な事業

（会　員）
第₃条　近畿支部の会員は，勤務先あるいは居住地

が近畿地区にある日本循環器学会会員と�
する．

　　　　会員は別に定める会費（年額）を納入しな
ければならない．

　　　　近畿支部に名誉会員を置くことができる．
名誉会員は会費納入を要しない．

（支部役員）
＜支部長＞
第₄条　支部の代表者は支部長と称する．支部長は

日本循環器学会理事をもってし，支部評議
員会・支部総会において選任さる．

＜支部幹事＞
第₅条　支部に支部幹事若干名をおく．支部幹事は，

支部長が会員のうちから推薦する．
　　　　必要に応じ常任幹事を置くことができる．

＜支部監事＞
第₆条　支部に支部監事若干名をおく．支部監事は

支部幹事以外の会員のうちから推薦され，
支部評議員会・支部総会において選任され
たものとする．支部経理業務，財産状況の
監査，支部の業務執行状況の監査を行い，
年度毎に会計収支報告書と監査報告書を支
部長を通して本会理事長に報告する．

＜役員の任期＞
第₇条　支部長を含む支部役員の任期は，₂年とし，

再任を妨げない．役員は，その任期満了後
でも後任者が就任するまでは，なおその職
務を行う．

（支部評議員）
第₈条　支部に支部評議員をおく．支部評議員は会

員のうち支部評議員₂名以上の推薦により，
支部評議員会・支部総会において，その研
究業績及び経歴について承認を得るものと
する．

（地方会会長）
第₉条　地方会会長は，支部評議員会において推薦

される．任期は地方会終了の日までとする．
地方会会長はその経理及び事業内容を支部長
に報告する．

（支部の運営）
＜支部役員会＞
第10条　支部役員会は，支部長が地方会の都度およ

び必要あるとき招集し，議長となる．支部
役員会は地方会会長，支部幹事並びに支部
監事により構成し，地方会会長，地方会開
催地の推薦，事業計画，事業報告その他，
支部の運営に必要な事項の立案を行う．

＜支部評議員会＞
第11条　支部評議員会は，地方会会長が招集して議

長となり，地方会会長，地方会開催地，事
業計画，事業報告，その他支部の運営に必
要な事項を審議する．

＜支部総会＞
第12条　支部総会は支部長が毎年₁回招集し，地方

会会長が議長となり，地方会会長，地方会
開催地，事業計画，事業報告，その他支部
の運営に必要な事項を承認，決議する．

（地方会）
第13条　地方会は，地方会会長が主催し，毎年₂回

以上開催する．

（経　理）
第14条　支部の会計年度は毎年₄月₁日から始まり，

翌年₃月31日でおわる．支部の運営には�
次の資金を充てる．

　　　　₁）日本循環器学会からの交付金
　　　　₂）日本循環器学会が徴収した支部会費
　　　　₃）近畿地方会の参加費
　　　　₄）広告費などの事業収入
　　　　₅）寄附金など

（附　則）
　　　１）この会則は1988年₁月₁日から施行する．
　　　₂�）この会則の変更は，支部評議員会の議を

経て，支部総会で承認，決議する．
　　　₃）本支部の会費は，次のとおりとする．
　　　　　　支部会員　　年額　2,000円
　　　　　�支部会員の会費納入等規程は日本循環器学

会正会員規程に準ずる．
　　　₄）役員等の任期
　　　　　・支部長及び支部監事の任期
　　　　　　�選任の年の₄月₁日から₂年間とす

る．ただし，選任の年及び任期満了の
年の日本循環器学会総会が，それぞれ
前年度内もしくは次年度の₄月₁日後
に招集される場合は，それぞれの支部
総会終了翌日から支部総会終了日まで
とする．

　　　　　・支部幹事の任期
　　　　　　�選任された地方会の次役員会の日から

₂年間たった日の一番近い支部役員会
終了日までとする．

　　　　　・支部常任幹事の任期
　　　　　　これを嘱託した支部長の任期に準ずる．
　　　　　・地方会会長
　　　　　　�前回の支部評議員会及び地方会終了翌

日から主催する地方会終了日までとする．
　　　　　・支部評議員
　　　　　　�選任された支部総会終了翌日からと

し，特に任期を定めない．
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日本循環器学会近畿支部名誉会員

阿　部　　　裕　　�石　川　欽　司　　�石　川　兵　衞　　�井　上　通　敏
今　村　洋　二　　�岩　崎　忠　昭　　�岡　田　昌　義　　�尾　内　善四郎
柏　井　忠治郎　　�香　取　　　瞭　　�河　合　忠　一　　�河　北　成　一
川　島　康　生　　�河　村　慧四郎　　�北　　　　　徹　　�北　浦　　　泰
北　畠　　　顕　　�北　村　惣一郎　　�木之下　正　彦　　�楠　川　禮　造
久萬田　俊　明　　�児　玉　和　久　　�小　塚　隆　弘　　�琴　浦　　　肇
小　西　與　承　　�齋明寺　　　央　　�榊　原　　　博　　�篠　山　重　威
城　谷　　　均　　�芹　生　陽　一　　�武　内　敦　郎　　�田　村　忠　雄
戸　山　靖　一　　�内　藤　泰　顯　　�中　川　雅　夫　　�西　尾　一　郎
仁　村　泰　治　　�土　師　一　夫　　�藤　田　　　毅　　�堀　　　正　二
松　澤　佑　次　　�松　田　　　暉　　�松　永　正　人　　�水　谷　孝　昭
南　野　隆　三　　�森　　　渥　視　　�盛　岡　茂　文　　�横　山　光　宏
吉　川　純　一　　�渡　部　良　次

　 支 部 長　　平　田　健　一

　 支部監事　　赤　阪　隆　史　　　　　常任幹事　　木　村　　　剛
　　　　　　　 宮　崎　俊　一　　　　　　　　　　　斎　藤　能　彦

　 幹　　事　　上　田　真喜子　　北　風　政　史　　澤　　　芳　樹
　 　　　　　　野々木　　　宏
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大阪国際会議場　交通のご案内
〒530-0005　大阪市北区中之島5-3-51
TEL（06）4803-5555（代表）

－ 5 －

大阪国際会議場　交通のご案内

〒 530―0005　大阪市北区中之島 5―3―51
TEL（06）4803―5555（代）

●京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）駅」（2番出口すぐ）
● JR環状線「福島」駅から徒歩約 10分
● JR東西線「新福島」駅（2番出口）から徒歩（約 10分）
●阪神電鉄「福島」駅から徒歩（10分）
●地下鉄「阿波座」駅（中央線 1号出口・千日前線 9号出口）から徒歩約 10分
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参加受付 Ａ会場
会議室 1003

Ｂ会場
会議室 1001

Ｃ会場
会議室 1002

フォトセッション・
ハンズオンセミナー会場
クローク・PC受付
会議室 1004

会議室 1005

Ｄ会場
会議室 1007

＋1006

Ｆ会場

Ｅ会場

会議室 1008

会議室 1010

会議室 1009

大阪国際会議場　会場図

支部役員会室

10Ｆ
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参加者ならびに演者，座長へのお願い
₁）参 加 受 付� ８時00分より大阪国際会議場10F ロビーで行います。
₂）参　加　費� 会員・非会員問わず，医師　3,000円
� コメディカル（必ず身分証を提示してください。）　1,000円
� �初期研修医・学生（参加受付にて初期研修医もしくは学生であることを申告し

てください。）無料
₃）会　　　場� 各会場とも８時00分に開場します。開始は８時30分です。
₄）支部評議員会� �12時00分より評議員会会場（A会場1003）にて行います。評議員会出席者は，「評

議員会受付」にて2,000円をお支払いください。
₅）一 般 演 題� �発表は PCプレゼンテーションのみです。データはUSBフラッシュメモリーも

しくは CD-R に保存して持参してください。発表45分前までに各自データを持
参の上，PC受付（10F� 1004）にお越しください。PCをお持ち込みになる場合
は次頁を参照してください。１題５分以内，１分前に黄ランプ，終了時に赤ラ
ンプでお知らせします。時間厳守にご協力ください。討論は１題２分以内です（演
題発表と討論で計７分）。円滑な進行のため，討論希望者は予めマイクの前に待
機し，座長の指示に従い，所属・氏名を明らかにしてから発言してください。

₆）フォトセッション� �発表形式はA4サイズ4-5枚での小ポスター発表です。最初の１枚に「症例の説
明＋結語」を提示してください。症例は，できるだけ簡潔に，年齢・性別・主訴・
現病歴を基本項目として説明してください。２枚目以降は「画像」を提示して
ください。発表時間は発表６分，討論２分と通常の口述演題より長くなってお
ります。ポスターは1005会場の指定のボードに９時00分までに掲示してくださ
い。ポスターの撤去は13：30以降にお願いいたします。

₇）YIA，学生・初期研修医セッション，フォトセッション
� �審査員により、YIAでは最優秀賞１名および優秀賞２名を、学生・初期研修医セッショ

ンとフォトセッションでは各セッションごと優秀賞１名を選出し、表彰します。表彰
式は16時00分から開催予定です。

₈）プログラム� �参加費と引き換えに1部を無料で配布いたしますが、追加購入を希望される場合
は１部1,500円で頒布いたします。

₉）循環器専門医単位� �地方会に参加されますと、循環器専門医の方は単位登録手続により５単位を取
得していただけます。

10）　AHA BLS ･ACLS 講習会
� �BLS・ACLS 講習会の開催情報は，随時日本循環器学会ホームページ（http://

www.j-circ.or.jp/）の「BLS・ACLS 講習会情報」日本循環器学会近畿支部ホー
ムページ（http://www.jcs-kinki.org/）に掲載しております。ご参照ください。

₁）　日本循環器学会近畿支部は支部評議員制度でもって運営されています。
₂）　�近畿支部評議員には近畿地方会における座長等の分担のほか諸々の議決に参画して

いただきます。
₃）　�新近畿支部評議員は，現近畿支部評議員₂名以上の推薦，及び研究業績，経歴につ

いて近畿支部評議員会の承認を必要とします。
₄）　�近畿支部評議員の推薦については，下記の資料を支部総会（₆月）開催₁ケ月前ま

でに事務局宛送付してください。
　　 ₁．推薦：近畿支部評議員₂名以上の推薦状。
　　 ₂�．業績：被推薦者の主な業績タイトル 10 編と主要論文のプリント₂〜₃編を添

えてください。
　　 ₃．経歴（略歴）：主な履歴書を添付してください。
　　 ₄．審査：₆月の近畿支部評議員会にて審査を行い決定します。
₅）　新評議員は₆月の支部総会で承認を受けます。
₆）　問合せおよび送付先：日本循環器学会近畿支部事務局
　　　　　　　　　　　　〒604-8152　京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659
　　　　　　　　　　　　烏丸中央ビル
　　　　　　　　　　　　株式会社コングレ京都支店内
　　　　　　　　　　　　Tel　075-212-2015

近畿支部評議員の推薦について
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【一般演題演者へのお願い】
発表は，原則としてデータ持ち込み（USB フラッシュメモリーもしくは CD-R）による PCプレゼ
ンテーションに限らせていただきます。使用していただけるソフトはWindows� 7（PPT2003/�
2007/2010）です。それ以外のソフトや動画を使用する場合、およびMacintosh を使用される場合
はご自身の PCを持参してください。
　・�上記のソフトで作成したデータをUSBフラッシュメモリーかCD-R に保存して持参してくださ

い。
　・�データに静止画・グラフ等のデータをリンクさせている場合は，リンクデータも必ず保存して

いただいた上，必ず動作確認を行ってください。
　・�演台上にモニター・ワイヤレスマウスをご用意しておりますので，発表時はご自身で操作して

ください。
　・音声は使用できません。
　・�コピーした発表データは、発表後，地方会本部が責任をもって消去いたします。
　・�発表開始時刻の45分前までに PC受付（10F�1004）にデータを持参し，PCオペレーターの立ち
会いのもとで動作確認（試写）を行ってください。

　・�試写を終了されましたら，発表開始時刻の15分前までに各会場の PCデスクにお声がけの上，
会場内左手前方の次演者席に着席してお待ちください。

（PC持ち込みの場合）
　・�発表開始時刻の45分前までに，PC受付（10F1004）にて試写用モニターを用いてケーブルの接
続等を確認してください。D-sub15ピン（ミニ）のケーブルを用意しておりますが、一部の PC
では本体附属のコネクターが必要な場合がありますので，必ず持参してください。

　　　　パソコン側（メス）　　　　
　　　　● は凹型の部分です。

・�外部モニターに正しく出力されるか確認してください。PCの機種やOSにより設定方法が異なり
ますので、事前によくお確かめください。音声は使用できません。画面の解像度はXGA（1024×
768）です。このサイズより大きい場合，スライドの周囲が切れてしまいますので，画面の設定を
XGAに合わせてください。スクリーンセーバー，省電力設定は予め解除しておいてください。会
場にて電源を用意しておりますので，電源コードを必ずお持ちください。また，念のため，バッ
クアップデータ（Windows 対応）を必ずお持ちください。
・�試写を終了されましたら，発表開始時刻の15分前までに各会場の PCデスクにご自身で PCをご
持参ください。PC預り証を発行いたします。PCは預り証と引き換えに返却いたしますので，発
表終了時まで保管しておいてください。PCを提出いただきましたら、会場内左手前方の次演者
席に着席してお待ちください。
・�演台上にモニター・ワイヤレスマウスをご用意しておりますので，発表時はご自身で操作してく
ださい。
・PCに保存されているデータの損失を避けるため，必ず事前にバックアップをとってください。

【座長へのお願い】
セッション開始時刻の30分前までに各会場の進行係にご出席の旨をお知らせいただき，連絡事項を
ご確認の上，セッション開始時刻の15分前までには会場内右手前方の次座長席に着席してお待ちく
ださい。
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第114回日本循環器学会近畿地方会
学　会　日　程・座　長　表

A 会場
（1003）

B 会場
（1001）

C 会場
（1002）

D 会場
（1006＋1007）

E 会場
（1009）

F 会場
（1008）

フォトセッション・ハンズオンセミナー会場
（1005）

医療安全・医療倫理
に関する講演会
（9：00〜10：30）

YIAセッション（1）
B1～8 8：30〜9：30
石坂信和／増山　理

不整脈（1）
C1～5 8：30〜9：09
白山武司／武居明日美

学生・初期研修医セッション（1）
D1～9 8：30〜9：37
大北　裕／神崎裕美子

虚血性心疾患（1）
E1～8 8：30〜9：30
小谷順一／永井義幸

学生・初期研修医セッション（5）
F1～10 8：30〜9：44
栗田隆志／福並正剛

ポスター掲示
8：00〜9：00

会長挨拶
（10：30〜10：35）

YIAセッション（2）
B9～16 9：40〜10：40
川合宏哉／木村　剛

不整脈（2）
C6～13 9：19〜10：19
森田　孝／渡部徹也

学生・初期研修医セッション（2）
D10～16 9：47〜10：40
大竹重彰／平田久美子

虚血性心疾患（2）
E9～16 9：40〜10：40
角辻　暁／西野雅巳

学生・初期研修医セッション（6）
F11～17 9：54〜10：47
久保隆史／宮崎俊一

フォトセッション（1）
P1～5 9：20〜10：20

赤阪隆史

フォトセッション（2）
P6～12 9：20〜10：20

平田健一

フォトセッション（3）
P13～17 9：20〜10：20

中谷　敏

Special�Lecture�1
（10：35〜11：30）
I.�Komuro

心不全・弁膜症
B17～23 10：50〜11：43
上松正朗／桑原宏一郎

不整脈（3）
C14～22 10：29〜11：36
伊藤　誠／井上耕一

学生・初期研修医セッション（3）
D17～24 10：50〜11：50
藤尾　慈／穂積健之

虚血性心疾患（3）
E17～24 10：50〜11：50
沢田尚久／志手淳也

学生・初期研修医セッション（7）
F18～24 10：57〜11：50
秋田穂束／高橋敬子

評議員会
（12：00〜12：50）

ランチョンセミナー1
（12：00〜12：50）

ランチョンセミナー2
（12：00〜12：50）

ランチョンセミナー3
（12：00〜12：50）

ランチョンセミナー4
（12：00〜12：50）

ランチョンセミナー5
（12：00〜12：50）

特別講演2
（13：00〜14：00）
木村　剛

心不全
B24～30 13：00〜13：53
佐々木達哉／廣谷信一

末梢血管（1）
C23～30 13：00〜14：00
飯田　修／河原田修身

学生・初期研修医セッション（4）
D25～32 13：00〜14：00
城谷　学／宮坂陽子

虚血性心疾患（4）
E25～29 13：00〜13：39
藤井健一／的場聖明

学生・初期研修医セッション（8）
F25～31 13：00〜13：53
勝間田敬弘／林　英宰

English�Session
（14：00〜16：00）
H.�Matsubara／I.�Shiojima

研修医のための�
教育セッション
（14：10〜16：10）

不整脈（4）
C31～38 14：10〜15：10
池口　滋／静田　聡

心筋炎・心筋症（1）
D33～41 14：10〜15：17
是恒之宏／坂田泰史

虚血性心疾患（5）
E30～34 13：49〜14：28
神畠　宏／西川永洋

血管（1）
F32～38 14：03〜14：56
倉谷　徹／中川　理

Award 表彰
YIA，研修医，
フォトセッション
（16：00〜16：20）

心膜・腫瘍（1）
B31～36 16：20〜17：06
神吉佐智子／塩井哲雄

末梢血管（2）
C39～44 15：20〜16：06
鷹野　譲／藤　久和

心筋炎・心筋症（2）
D42～49 15：27〜16：27
寺崎文生／星田四朗

虚血性心疾患（6）
E35～42 14：38〜15：38
和泉匡洋／岩倉克臣

血管（2）
F39～43 15：06〜15：45
泉　知里／末廣茂文

専門医のための
教育セッション
（16：30〜18：00）

心膜・腫瘍（2）
B37～41 17：16〜17：55
浅沼博司／西田　誠

肺
C45～54 16：16〜17：30
瀧原圭子／中西宣文

心筋炎・心筋症（3）
D50～57 16：37〜17：37
平野　豊／室生　卓

虚血性心疾患（7）
E43～49 15：48〜16：56
朝倉正紀／平岡久豊

静脈・その他
F44～50 15：55〜16：48
木島祥行／水野麗子

閉会の辞（18：00～18：10）
先天性

E50～54 17：06〜17：45
上野高義／長谷川新治

ハンズオンセミナー
16：30〜18：00
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第 114 回日本循環器学会近畿地方会�
特別講演，English�Session のお知らせ

時間：10：35〜11：30（特別講演１），13：00〜14：00（特別講演２），
　　　14：00〜16：00（English�Session）
会場：Ａ会場（大阪国際会議場　10F�1003）

【特別講演】
１． Long-term outcomes of coronary drug-eluting stent with 

biodegradable and permanent polymer
　　座長：小　室　一　成（大阪大学大学院循環器内科学）
　　講師：Junbo Ge（Fudan University, China）

２．症例で考える不整脈診療
　　座長：木　村　　　剛（京都大学大学院循環器内科学）
　　講師：村　川　裕　二（帝京大学医学部附属溝口病院第四内科）

【English Session】
　　座長：塩　島　一　朗（関西医科大学内科学第二講座）
　　　　　松　原　弘　明（ 京都府立医科大学大学院循環器内科学・

腎臓内科学）
　　キーノート演者： Hyo-Soo Kim 

（Seoul National University Hospital, Korea）

第114回日本循環器学会近畿地方会会長
小　室　一　成

（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学　教授）
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ランチョンセミナーのご案内
各会場（12：00～12：50）

ランチョンセミナー１　Ｂ会場（1001）
　　　　共催：第一三共株式会社

　　　　『循環器治療戦略におけるβ遮断薬の役割』

　　　　　演者：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科学　教授
伊　藤　　　浩　　　

　　　　　座長：大阪大学保健センター長・大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学　教授
瀧　原　圭　子　　　

ランチョンセミナー２　Ｃ会場（1002）
　　　　共催：大塚製薬株式会社

　　　　『利尿薬治療の新しい展開』

　　　　　演者：自治医科大学附属さいたま医療センター　センター長
百　村　伸　一　　　

　　　　　座長：関西医科大学内科学第二講座　教授
塩　島　一　朗　　　

ランチョンセミナー３　Ｄ会場（1006＋1007）
　　　　共催：武田薬品工業株式会社

　　　　『難治性高血圧治療における腎動脈内アブレーション治療の現状と展望』

　　　　　演者：大阪大学大学院循環器内科・先進心血管治療学寄附講座　准教授
奥　山　裕　司　　　

　　　　『確実な降圧におけるRA系の役割』

　　　　　演者：大阪大学医学部附属病院老年・高血圧内科　病院教授
大　石　　　充　　　

　　　　　座長：大阪大学大学院医学系研究科老年・腎臓内科学　教授
楽　木　宏　実　　　

ランチョンセミナー４　Ｅ会場（1009）
　　　　共催：塩野義製薬株式会社／アストラゼネカ株式会社

　　　　『DES時代における PCI 術後の脂質管理の意義』

　　　　　演者：天理よろづ相談所病院循環器内科　部長
中　川　義　久　　　

　　　　　座長：国立循環器病研究センター心臓血管内科　部長
石　原　正　治　　　
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ランチョンセミナー５　Ｆ会場（1008）
　　　　共催：田辺三菱製薬株式会社

　　　　『循環器医に必要な糖尿病の最新の知見』

　　　　　演者：公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院糖尿病内分泌センター　センター長
越　山　裕　行　　　

　　　　　座長：公益財団法人天理よろづ相談所病院　副院長
石　井　　　均　　　
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第40回近畿支部循環器専門医のための教育セッション
─ 開催のお知らせ ─

　第40回循環器専門医のための教育セッションを下記のように開催いたします。出席者には，専門
医更新のための点数として₃単位が認められております。専門医でない会員，非会員，コメディカ
ルにもオープンになっておりますので多数ご出席いただきますよう，ご案内申しあげます。

時間：16：30〜18：00 　　　　　　　　　　　　　
会場：Ａ会場（大阪国際会議場　10Ｆ1003）　　　　

座長：塩　島　一　朗（関西医科大学内科学第二講座）
　　　宮　崎　俊　一（近畿大学医学部循環器内科学）

【講演・演者】
１．心臓カテーテル検査・治療
　　　　大阪大学大学院先進心血管治療学

角　辻　　　暁
２．核医学検査
　　　　関西労災病院

石　田　良　雄

「医療安全・医療倫理に関する講演会」DVDセッション
─ 開催のお知らせ ─

　「医療安全・医療倫理に関する講演会」を開催いたします。出席者には，専門医更新のための点
数として₂単位が認められております。専門医でない先生、非会員，コメディカルにもオープンに
なっておりますので，多数ご出席いただきますよう，ご案内申しあげます。

時間：９：00〜10：30　　　　　　　　　　　 　
会場：Ａ会場（大阪国際会議場　10Ｆ1003）　　　

「医療安全 ･ 医療倫理に関する講演会」DVD セッション

第114回日本循環器学会近畿地方会会長　　
小　室　一　成　　

（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学　教授）　　

※専門医の先生には，会場前でセッション開始30分前より，単位登録の受付を行います。
※�今回開催のDVDセッションは第76回学術集会（福岡）の際に開催された講演会の録
画です。第76回学術集会当日，講演会を聴講し研修単位を取得済の場合は加算されま
せんのでご注意ください。
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第10回近畿支部研修医のための教育セッション
─ 開催のお知らせ ─

　日本循環器学会近畿支部では，『循環器専門医のための教育セッション』とは別に，まだ専門分
野を決めていない研修医の方を対象とした『研修医のための教育セッション』を開催いたします。
　研修医の先生方に，一人でも多く循環器専門医を志していただくべく，下記の講師を招いて，講
演を賜ります。
　多くの研修医の方のご参加をお待ち申しあげますとともに，各教育機関・研修機関の先生方にも，
広くご周知方，多くの研修医の方の参加にご協力賜りますようお願い申しあげます。

時間：14：10〜16：10
　　　（心エコーハンズオンセミナー　16：30〜18：00　大阪国際会議場10F　1005）
会場：Ｂ会場（大阪国際会議場　10Ｆ1001）

１．座長　平　田　健　一　（神戸大学大学院循環器内科学）
　　　　　堀　江　　　稔　（滋賀医科大学呼吸循環器内科）

　【講演・演者】
　　１）身体所見
　　　　　西宮渡辺心臓・血管センター 吉　川　純　一
　　₂）心電図─心電図を読んで不整脈の緊急性を評価する─
　　　　　大阪大学大学院先進心血管治療学 奥　山　裕　司

２．座長　赤　阪　隆　史　（和歌山県立医科大学循環器内科）
　　　　　葭　山　　　稔　（大阪市立大学大学院循環器病態内科学）

　【講演・演者】
　　１）心臓 CT
　　　　　尼崎中央病院 吉　田　純　一
　　₂）心エコーの基本
　　　　　大阪大学大学院保健学科 中　谷　　　敏

ハンズオンセミナー 中　谷　　　敏（大阪大学大学院保健学科）

※�研修医の方が『研修医のための教育セッション』及び地方会に参加していただくにあ
たり，少しでも負担を軽減するために，初期研修医・学生の方は地方会の参加費を無
料とさせていただきます。参加受付にて初期研修医（学生）であることを自己申告し
てください。

第114回日本循環器学会近畿地方会会長　　
小　室　一　成　　

（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学　教授）　　




