
2016 

日時 場所 会場 演題 講師 

2月 15日 名古屋市 

名古屋国際会議場 

自己心膜等による大動

脈弁再建術シンポジウ

ム 

特別講義 大動脈弁疾患

と手術効果の血行力学

評価について 

板谷 慶一 

2月 16日 名古屋市 
JAYCS 若手心臓外科

の会 

3次元血流解析と心臓血

管外科のこれから 

板谷 慶一 

3月 4日 千葉市 

ホテル グリーンタワー

幕張 4F 

第 6回 JTE循環器疾患

がとことんわかる Echo

の会 

血流動態からとことん病

態生理に切り込む 
板谷 慶一 

4月 22日 

時間未定 
大阪市 

大阪国際会議場 

TCIF2016（Trans-

Catheter Imaging 

Forum2016） 

コメンテーターならびにミ

ニレクチャー 
板谷 慶一 

5月 15日 

11:25-11:50 
大阪市 

大阪国際会議場 The 

Echo Live 2016 

色んな技術それなんぼ？ 

心不全診療に役立つ

か？乱流評価 

板谷 慶一 

5月 20日 

17:00～19:00 
大阪市 

グランフロント大阪 

ANSYS 医療セミナー 

2016 

CAE血流解析 板谷 慶一 

6月 2日 

14:15-14:30 

イタリア ロ

ーマ 

50th AEPC Annual 

Meeting 

Novelties in assessment 

of flow dynamics in 

congenital heart disease 

板谷 慶一 

6月 11日 

15:15-17:10 
東京都 

エーザイ株式会社 東京

コミュニケーションオフィ

ス 

第 62回 八大学循環器

研究会 

血流解析について 板谷 慶一 
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7月 7日 

10:25-11:55 
東京都 

東京ドームホテル 

52回 日本小児循環器

学会総会・学術集会 

<シンポジウム> 小児循

環器医療におけるシミュ

レーション医学の最前線 

板谷 慶一 

8月 28日 大津市 

大津市医学生会 サマ

ーセミナー 第 20回 市

民健康講座  

先進 IT技術を駆使した

心臓血管病の予測医療

への挑戦 

板谷 慶一 

9月 8日 東京 

グランドニッコー東京 台

場 

Ansys Convergence 

スパコンによる血流解析 宮崎翔平 

9月 27日 東京 東京ドームホテル 

大動脈瘤、大動脈解離の

画像診断と新たな血流評

価法 

板谷 慶一 

10月 24日 東京 虎ノ門ヒルズ 
循環器疾患を予測する 

次世代の血流診断 
西野輝泰 

11月 5日 大阪 

サンケイカンファレンス

大阪梅田またはブリー

ゼプラザ 

近畿心血管イメージング

研究会 

特別講演 「心血管イメー

ジングにおける新しいモ

ダリティ『血流解析』がも

たらす予測医療への展

望」 

板谷 慶一 

11月 11日 北海道 札幌 Heart Imaging Club 

スパコンを用いた冠動脈

疾患予後予測への取り組

み 

宮崎翔平 

11月 29日 大阪 

大阪市立大学 病院 18

階第 2・3会議室 

心血管画像モダリティー

勉強会�2016 

マルチモダリティーを用い

た血流・エネルギー解析 
板谷 慶一 

12月 10日 東京 

杏林大学 井の頭キャン

パス 

第 30回日本冠疾患学

会 

内科教育講演 2-2: IT を

用いた血流解析 

板谷 慶一 

12月 11日 東京 

杏林大学 井の頭キャン

パス 

第 30回日本冠疾患学

会 

心臓血管外科領域にお

ける血流解析の最前線 

関東労災病院 

華山 直二 先生 
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12月 京都 
 

京都心疾患研究会 
 板谷 慶一 

12月 24日 

12:00-13:00 
東京 

東京医科歯科大学 

M&D タワー 26階ファカ

ルティ ラウンジ 

HEART Academy 2nd 

Session 

考・Valsalva洞 板谷 慶一 

2017 

日時 場所 会場 演題 講師 

1月 14,15日 三重 

三重グリーンパークホテ

ル津 

第 19回日本成人先天性

心疾患学会  

シンポジウム 4：画像診断 板谷 慶一 

2月 27日～

3月 1日 
東京 

グランドニッコー東京台

場 

第 47回日本心臓外科学

会学術総会 

Developing the Academic 

Surgeon: 「臨床研究のネタの

ネタ」 

板谷 慶一 

4月 12日 神戸 

神戸メリケンパークオリ

エンタルホテル  

第 3回心臓血管外科講

演会 

血流解析と心臓血管外科手

術 
板谷 慶一 

4月 20日～

4月 22日 
京都 

メルパルク京都 

近畿心血管治療ジョイン

トライブ 2017 

Educational Theater 

『Physiology』: 『血流解析』が

もたらす予測治療：総説 

板谷 慶一 

6月 5日～7

日 

サンディエ

ゴ アメリカ 

Omni San Diego Hotel 

Engineering Mechanics 

Institute Conference 

2017 

Fluid–Structure Interaction 

and Flows With Moving 

Boundaries and Interfaces 

板谷 慶一 

7月 23日  

 

第 13回腎と心血管障害

研究会 

演題未定(Guest Speaker講

演) 
板谷 慶一 
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10月 21日

～22日 
岐阜 

長良川国際会議場 

第 21回日本アクセス研

究会学術集会・総会 

演題未定 板谷 慶一 

 


