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インターベンションエキスパートナース
（INE）更新単位　　　 10単位

日本血管撮影・インターベンション
専門診療放射線技師更新単位 1単位

CVIT専門医・認定医資格更新単位
2単位

CVIT心血管インターベンション技師制度
（ITE）資格更新単位　　 5単位
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（京都桂病院）
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WEB開催日

https://www.kcjl.gr.jphttps://www.kcjl.gr.jphttps://www.kcjl.gr.jp

日本臨床工学技士会
講習会参加単位（不整脈、心カテ）3単位



E-Mail: BYL-RAD-CS@bayer.com 

製品の詳細は、
QRコードから
弊社Webサイトで
ご覧いただけます。

販売名 / アバンタ インジェクション システム　認証番号 / 219AABZX00075000
販売名 / アバンタ ディスポーザブルセット　 　認証番号 / 21900BZX01128000

製品に関する詳細情報は、各製品の取扱説明書、添付文書をご参照ください。

信頼のテクノロジー 
　　確かなアドバンテージ
●手になじむフォルムのハンドコントローラー
●スローフローをリアルタイムにコントロール
●デュアルラインチューブ／自動切替活栓／多重エアディテクション機構 
　などで心血管造影・PCIを支援します

PP-M-AVA-JP-0019-27-05
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Coronary
世話人

岡田　正治
（滋賀県立総合病院）

木下　法之
（康生会武田病院）

全　　完
（京都府立医科大学附属病院）

武田　吉弘
（りんくう総合医療センター）

谷川　淳
（大阪医科大学）

山本　孝
（滋賀医科大学医学部附属病院）

山本　克浩
（関西医科大学総合医療センター）

Honorary 
Advisor

上田　欽造
（高瀬クリニック）

大辻　悟
（東宝塚さとう病院）

志手　淳也
（大阪府済生会中津病院）

中村　茂
（京都桂病院）

西田　育功
（高清会高井病院）

夜久　均
（京都府立医科大学附属病院）

Honorary 
Member

赤阪　隆史
（和歌山県立医科大学）

上田　恭敬
（大阪医療センター）

瓦林　孝彦
（多根総合病院）

許　　永勝
（草津ハートセンター）

坂上　祐司
（東住吉森本病院）

中川　義久
（滋賀医科大学）

南都　伸介
（西宮市立中央病院）

西野　雅巳
（大阪労災病院）

藤井　謙司
（桜橋渡辺病院）

矢坂　義則
（香芝旭ヶ丘病院）

Surgical
世話人

岡本　一真
（明石医療センター）

畔栁　智司
（岸和田徳洲会病院）

鈴木　友彰
（滋賀医科大学）

西　宏之
（大阪急性期・総合医療センター）

沼田　智
（京都府立医科大学附属病院）

村上　博久
（兵庫県立姫路循環器病センター）

Co-medical
世話人

騰　由香
（神戸市立医療センター中央市民病院）

井野　裕也
（京都桂病院）

大竹　陸希光
（大阪警察病院）

木下　博子
（岸和田徳洲会病院）

塩田　裕啓
（香芝旭ヶ丘病院）

髙垣　勝
（滋賀県立総合病院）

徳永　政敬
（東宝塚さとう病院）

中西　基修
（草津ハートセンター）

野崎　暢仁
（高の原中央病院）

KCJL2020 開催にあたって
　“ 飛躍 ”

第 18 回近畿心血管ジョイントライブ（KCJL）は、ご来場の皆様の安全を最優先として、12 月 18 日（金）
〜 19 日（土）に WEB 開催にて Coronary と Co-medical プログラムを会期とプログラム内容を変更して
開催させていただくこととなりました。新型コロナウイルスの感染拡大が収束する見通しが立たず、会期や
開催場所がたびたび変更となり、参加者や関係者の皆様にご不便をおかけいたしましたことをお詫び申し上
げます。

KCJL はライブデモンストレーションにフォーカスして、世界をリードする日本のインターベンション技術
を習得する研究会として発展してきました。新型コロナ禍の最中でのライブ中継実施の是非も熟慮いたしま
したが、この使命を遂行するために、ライブ会場を 1 会場にして症例数を減らしながらも、今回、2 施設か
らのライブデモンストレーションを企画いたしました。症例数が少なくなった分、一つ一つの症例について
時間をかけて活発な議論を交わすことにより、実践的な知識をより深めていただきたいと思います。
Discussion Theater では、テーマに沿って症例を深く掘り下げて、活発な議論を通して理解を深めていく
ことを目的としています。Co-medical プログラムについても例年通りの魅力的なプログラムが満載です。

インターベンション治療は成熟期を迎え、各地で多くのライブデモンストレーションが開催される中、
KCJL が近畿の老舗ライブとして変わらぬ魅力を発信し、さらに全国から参加者が集うグローバルな研究会
として飛躍するように魅力的なプログラムを提供したいと考えております。また、参加者の皆様が、KCJL
を足がかりとして、グローバルに飛躍していけるように貢献したいと考えております。皆様のご参加をお待
ちいたします。
 当番世話人　辻 　  貴 史 　
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（五十音順）

Medical
赤羽目聖史	 京都岡本記念病院

秋田　雄三	 大阪府済生会泉尾病院

阿古　潤哉	 北里大学病院

浅輪浩一郎	 守口生野記念病院

安部　博昭	 愛仁会高槻病院

飯田　　修	 関西労災病院

五十嵐康己	 時計台記念病院

石原　昭三	 耳原総合病院

石原　隆行	 関西労災病院

石淵かすみ	 東宝塚さとう病院

和泉　匡洋	 近畿中央病院

伊藤　大輔	 京都第一赤十字病院

伊藤　良明	 済生会横浜市東部病院

猪野　　靖	 新宮市立医療センター

井上　文隆	 大和橿原病院

岩﨑　祐介	 友愛会松本病院

岩淵　成志	 琉球大学大学院

上田　　博	 高清会 高井病院

上村　史朗	 川崎医科大学

臼井　公人	 舞鶴共済病院

江尻　純哉	 神戸市立西神戸医療センター

榎本　志保	 大阪府済生会野江病院

江原　夏彦	 神戸市立医療センター中央市民病院

及川　裕二	 心臓血管研究所付属病院

大竹　寛雅	 神戸大学医学部附属病院

大塚　文之	 国立循環器病研究センター

大家　理伸	 倉敷中央病院

岡田　　隆	 京都市立病院

於久　幸治	 国立病院機構長崎医療センター

奥津　匡暁	 新東京病院

奥村　啓之	 医療法人協仁会小松病院

長内　宏之	 公立陶生病院

小田　　強	 島根県立中央病院

小野　史朗	 済生会山口総合病院

笠行　典章	 石切生喜病院

片岡　　亨	 ベルランド総合病院

加藤　　修	

加藤　　拓	 洛和会音羽病院

加藤　大雅	 福井県立病院

角谷　　誠	 加古川中央市民病院

川﨑　大三	 森之宮病院

川﨑　友裕	 新古賀病院

川尻　健司	 松原徳洲会病院

河田　正仁	 明石医療センター

河原田修身	 阪和記念病院

川本　尚紀	 国立循環器病研究センター

上林　大輔	 市立福知山市民病院

菊田　雄悦	 福山循環器病院

菊池　篤志	 大阪急性期・総合医療センター

岸　　宏一	 徳島赤十字病院

木田　公裕	 関西医科大学

桐井　陽祐	 京都第一赤十字病院

木下　　愼	 神戸市立医療センター中央市民病院

木下　順久	 豊橋ハートセンター

楠山　貴教	 ツカザキ病院

久保　隆史	 和歌山県立医科大学

窪田　龍二	 豊田厚生病院

下司　　徹	 彦根市立病院

小出　正洋	 京都岡本記念病院

上月　　周	 大阪府済生会中津病院

桑原　謙典	 岸和田徳洲会病院

小堀　裕一	 戸田中央総合病院

小松　宣夫	 太田綜合病院附属太田西ノ内病院

齋藤　成達	 京都大学

坂本　裕樹	 静岡県立総合病院

貞松　研二	 雪の聖母会聖マリア病院

澤田　隆弘	 兵庫県立姫路循環器病センター

塩野　泰紹	 和歌山県立医科大学

柴田　浩遵	 大阪府済生会中津病院

柴田　剛徳	 宮崎市郡医師会病院

嶋田　芳久	 城山病院

清水　眞澄	 京都九条病院

習田　　龍	 大阪労災病院

新家　俊郎	 昭和大学

鈴木　孝彦	 豊橋ハートセンター

清野　義胤	 星総合病院

関　　淳也	 滋賀県立総合病院

芹川　　威	 福岡和白病院

曽我　芳光	 小倉記念病院

外海　洋平	 大阪大学大学院医学系研究科

高木　健督	 国立循環器病研究センター

高島　弘行	 市立長浜病院

高谷　具史	 兵庫県立姫路循環器病センター

滝内　　伸	 東宝塚さとう病院

武田　輝規	 湖東記念病院

田崎　淳一	 京都大学大学院医学研究科

田辺　正喜	 野崎徳洲会病院

民田　浩一	 西宮渡辺心臓脳・血管センター

田村　俊寛	 天理よろづ相談所病院

津田　卓眞	 名古屋掖済会病院
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辻本　　充	 ベリタス病院

土金　悦夫	 豊橋ハートセンター

椿本　恵則	 京都第二赤十字病院

坪川　明義	 福井赤十字病院

寺島　充康	 豊橋ハートセンター

当麻　正直	 兵庫県立尼崎総合医療センター

道明　武範	 小倉記念病院

鳥羽　敬義	 神戸大学

土肥　智貴	 順天堂大学大学院医学研究科

鳥居　　翔	 東海大学医学部付属病院

永井　宏幸	 桜橋渡辺病院

中川　　厚	 日本生命病院

中澤　　学	 近畿大学

中野　　顯	 彦根市立病院

永松　　航	 北摂総合病院

中村　　仁	 大阪労災病院

中村　大輔	 大阪大学

名越　良治	 大阪府済生会中津病院

那須　賢哉	 豊橋ハートセンター

西尾　壮示	 草津ハートセンター

西尾　　学	 京都田辺中央病院

西川　英郎	 三重ハートセンター

西部　　彰	 尼崎新都心病院

野崎　洋一	 北光記念病院

野村　哲矢	 京都中部総合医療センター

朴　　幸男	 関西医科大学総合医療センター

長谷川勝之	 東宝塚さとう病院

華岡　慶一	 華岡青洲記念病院

樋上　裕起	 大津赤十字病院

樋口　義治	 大阪警察病院

兵庫　匡幸	 京都第一赤十字病院

平瀬　裕章	 高岡みなみハートセンター　みなみの杜病院

平沼　永敏	 赤穂市民病院

廣岡　慶治	 大阪府済生会千里病院

弘永　　潔	 福岡市民病院

廣畑　　敦	 心臓病センター榊原病院

深井　邦剛	 近江八幡市立総合医療センター

福原　　怜	 兵庫県立尼崎総合医療センター

藤井　健一	 関西医科大学

藤田　真也	 草津ハートセンター

藤田　　博	 京都府立医科大学附属北部医療センター

藤原　昌彦	 岸和田徳洲会病院

舩津　篤史	 京都桂病院

本江　純子	 菊名記念病院

前田　孝一	 大阪警察病院

正村　克彦	 財団医療法人　中村病院

松尾　浩志	 八尾徳洲会総合病院

松尾　仁司	 岐阜ハートセンター

松岡　俊三	 宇治徳洲会病院

松田　　晋	 浜田医療センター

松永　泰治	 大阪労災病院

松野　俊介	 心臓血管研究所付属病院

松原　徹夫	 豊橋ハートセンター

松久　誠治	 高清会高井病院

松室　明義	 清仁会洛西ニュータウン病院

水谷　一輝	 近畿大学病院

溝手　　勇	 大阪大学

美馬　　響	 天理よろづ相談所病院

宮井　伸幸	 康生会武田病院

宮澤　　豪	 彦根市立病院

宮下　裕介	 長野赤十字病院

村松　　崇	 藤田医科大学病院

元廣　将之	 関西医科大学附属病院

森田　　孝	 大阪急性期・総合医療センター

矢嶋　純二	 心臓血管研究所付属病院

安賀　裕二	 住友病院

八巻　　多	 名寄市立総合病院

山口　淳一	 東京女子医科大学

山崎　貴紀	 大阪市立大学

山田愼一郎	 北播磨総合医療センター

山田　貴之	 大手前病院

山本　義人	 いわき市医療センター

横井　研介	 大阪大学医学部附属病院

横井　宏和	 洛和会音羽病院

若山　克則	 三田市民病院

渡邉　真言	 奈良県立医科大学
（五十音順）

Faculty of the year [Medical]

赤井　弘明	 福山市民病院

池村奈利子	 京都第一赤十字病院

井ノ口安紀	 富山赤十字病院

角谷　慶人	 京都府立医科大学附属病院

櫻井　将之	 おおたかの森病院

志村　徹郎	 岐阜ハートセンター

須藤　　究	 済生会宇都宮病院

田中　一樹	 東京女子医科大学病院

田丸　裕人	 東宝塚さとう病院

内藤　和幸	 JCHO 札幌北辰病院

西田　裕明	 済生会宇都宮病院

山内秀一郎	 心臓病センター榊原病院
（五十音順）
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安藤　洋亮	 草津ハートセンター

筏　　雄亮	 桜橋渡辺病院

伊藤　勝祥	 藤田医科大学病院

稲田　　毅	 岐阜ハートセンター

今井　俊輔	 岐阜ハートセンター

井本真沙子	 小倉記念病院

内田　文也	 三重ハートセンター

小倉　敬士	 京都府立医科大学附属病院

川野　　彰	 康生会武田病院

木田　博太	 大阪急性期・総合医療センター

木下　昌樹	 岡崎市民病院

口ノ町俊嗣	 豊橋ハートセンター

國井　由花	 医療法人社団　仙石病院

倉田　直哉	 関西労災病院

清水　速人	 倉敷中央病院

白樫　貴宏	 大阪府済生会中津病院

添田　信之	 星総合病院

武田　一哉	 舞鶴共済病院

舘　　智子	 京都桂病院

谷岡　　怜	 神戸大学医学部附属病院

玉城　洋子	 麻生総合病院

玉澤　　充	 北光記念病院

辻井　正人	 三重ハートセンター

辻本　紘史	 医仁会武田総合病院

寺村　　聡	 草津総合病院

中西理恵子	 奈良県西和医療センター

仲村　和樹	 浦添総合病院

中村　康雄	 東京蒲田病院

鯰井　秀之	 大手前病院

長谷川由美子	 みなみ野循環器病院

原光　佑一	 岸和田徳洲会病院

飛田　祥伸	 兵庫医科大学病院

平石　孝洋	 ベルランド総合病院

平田　和也	 小樽市立病院

深田　陽平	 三田市民病院

福田　友規	 康生会武田病院

増田　信弥	 京都民医連中央病院

松本　康宏	 湘南東部総合病院

松本　景史	 JCHO 大阪病院

村澤　孝秀	 東京大学医学部附属病院

山口　敏和	 あいちハートクリニック

湯面　真吾	 山口県済生会山口総合病院

（五十音順）

Faculty of the year [Co-Medical]

國弘　　純	 独立行政法人国立病院機構　東広島医療センター

長瀬　弘行	 一宮市立市民病院

林　　貞治	 千葉西総合病院

宮本　直武	 士別市立病院

安田　奈央	 名古屋掖済会病院

（五十音順）
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ご 案 内
会期　2020年 12月 18日（金）～19日（土）

開催形式　Web開催

参加方法
参加登録いただきました皆様へ12月17日（木）午前中に参加登録URLをご案内します。
12月17日（木）以降にご登録の皆様には、順次ご案内させていただく予定です。

オンデマンド視聴
開催後1週間、ライブデモンストレーション及び一部の共催セミナーを除いてオンデマンド配信を行います。

参加費
◦メディカル
18日券　5,000円
19日券　5,000円
両日券（オンデマンド視聴可）　10,000円

◦コメディカル
18日券　1,000円
19日券　1,000円
両日券（オンデマンド視聴可）　2,000円

◦企業
18日券　5,000円
19日券　5,000円
両日券（オンデマンド視聴可）　10,000円

◦研修医／学生　無料
※�研修医および学生の方の参加登録費は無料です。事務局（kcjl@kcjl.gr.jp）まで、①氏名　②所属施設　
③連絡先電話番号　④メールアドレスをご連絡ください。その際、学生の方は学生証を添付、研修医の
方は研修医指導責任者の署名・捺印がある研修医証明書（以下ウェブページよりダウンロード可能）を
添付ください。

KCJL2020ウェブサイト「参加登録」ページURL：https://www.kcjl.gr.jp/2020/registration.html

参加証明書兼領収書
参加証明書兼領収書につきましては、会期より2週間、Web視聴ページより印刷が可能です。

取得可能単位
CVIT 専門医・認定医資格更新単位（ライブデモンストレーション）　2単位
CVIT 心血管インターベンション技師制度（ITE）資格更新単位　5単位
インターベンションエキスパートナース（INE）更新単位　10単位
日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師更新単位　1単位
日本臨床工学技士会　講習会参加単位（不整脈、心カテ）　3単位

※�「CVIT 専門医・認定医資格更新単位（ライブデモンストレーション）」「CVIT 心血管インターベンショ
ン技師制度（ITE）資格更新単位」の申請には、CVIT 会員番号登録が必要です。�
会期当日、Web視聴ページの会員番号登録フォームよりご連絡をお願いいたします。

事務局
近畿心血管治療ジョイントライブ（KCJL）事務局
〒440-0886　愛知県豊橋市東小田原町48番地�セントラルレジデンス�201
Tel�0532-57-1278�/�Fax�0532-52-2883�/�E-mail�kcjl@kcjl.gr.jp
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Channel 1

Live
Channel 2

Discussion Theater

Channel 3

Co-medical
9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

12月18日 ㈮

9：00～10：30
Live 1  Coronary 
スーパーバイザー
上田　欽造 志手　淳也
座長
藤井　謙司 片岡　　亨
寺島　充康
コメンテーター
木下　　愼 小堀　裕一 
清野　義胤 名越　良治
西部　　彰 野村　哲矢
弘永　　潔 松尾　浩志
安賀　裕二
ミニレクチャー 渡邉　真言
 共催…ニプロ㈱

9：00～10：00
Nightmareケース① 
座長
伊藤　良明 椿本　恵則
コメンテーター
安部　博昭 坂本　裕樹
辻本　　充 樋上　裕起
演者
横井　研介 津田　卓眞
 舛田　一哲 小澤　孝明

9：00～13：00
明日から役立つPCIの基礎知識 
座長
塩田　裕啓 深田　陽平
演者
武田　一哉 川野　　彰
白樫　貴宏

座長
徳永　政敬 野崎　暢仁
演者
谷岡　　怜 玉澤　　充
國井　由花

座長
中西　基修 深田　陽平
演者
舘　　智子 稲田　　毅

10：30～11：30
CTO基礎講座 
座長
石原　昭三 那須　賢哉
演者
芹川　　威 道明　武範
福原　　怜 永井　宏幸
松野　俊介

12：00～13：00
この症例どうする？ Multi-vessel Disease 
座長
武田　吉弘 辻　　貴史
コメンテーター
嶋田　芳久 森田　　孝
演者
加藤　大雅 習田　　龍

14：15～15：15
冬のカテ看護実力テスト
～インターベンションエキスパートナースを目指そう～ 
座長
大竹陸希光 木下　博子
解説者
長谷川由美子 伊藤　勝祥
平石　孝洋

14：15～15：15

15：45～16：45
EVT② Challenging Case 
座長
河原田修身 藤原　昌彦
ディスカッサー
岩﨑　祐介 上月　　周
椿本　恵則 当麻　正直
演者
木田　公裕 桐井　陽祐 美馬　　響

15：15～16：15
教育講演

「電気生理学的解剖」 ～興奮の行く先は…～ 
司会
松本　景史
ディスカッサー
辻本　紘史 原光　佑一
演者
松永　泰治

16：45～18：15
レベルアップを目指す人のデバルキング講座 
座長
谷岡　　怜 中西　基修
演者
平田　和也 山口　敏和
添田　信之

16：50～17：30
ステントを使わない インターベンション1 
座長
赤阪　隆史 猪野　　靖
演者
福原　　怜 水谷　一輝 小出　正洋

18：20～19：20  イブニングセミナー3

11：25～12：55
Live 2  Coronary 
スーパーバイザー
矢坂　義則
座長
木下　法之 川﨑　友
久保　隆史
コメンテーター
浅輪浩一郎 岸　　宏一
民田　浩一 辻本　　充
坪川　明義 中川　　厚
兵庫　匡幸 山田　貴之
若山　克則

14：15～15：45
Live 3  Coronary 
スーパーバイザー
西田　育功 許　　永勝
座長
上田　恭敬 坂上　祐司
西野　雅巳
コメンテーター
石原　隆行 和泉　匡洋
伊藤　大輔 上田　　博
大塚　文之 於久　幸治
田辺　正喜 廣岡　慶治
元廣　将之
ミニレクチャー① 岡村　篤徳
 共催…朝日インテックJセールス㈱
ミニレクチャー② 永井　宏幸
 共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

16：15～17：45
Live 4  Coronary 
スーパーバイザー
鈴木　孝彦 西川　英郎
座長
中川　義久 木下　順久
新家　俊郎
コメンテーター
榎本　志保 奥村　啓之
貞松　研二 高谷　具史
武田　輝規 廣畑　　敦
藤田　　博 横井　宏和
渡邉　真言

9：00～12：55

ライブ中継施設

桜橋渡辺病院
オペレーター
岡村　篤徳
浜中　一郎
Imagingコメンテーター
小林　智子

LIVE

14：15～17：45

ライブ中継施設

桜橋渡辺病院
オペレーター
小林　智子
吉川　糧平
Imagingコメンテーター
永井　宏幸

LIVE

11:00～11:20  ショートレクチャー2

共催…ニプロ㈱

10:35～10:55  ショートレクチャー1
KANEKA Perfusion Balloon 「Ryusei」
座長 江尻　純哉　演者 中村　　仁

New concept DES, Coroflex ISAR NEO
座長 上村　史朗　演者 高谷　具史

共催…㈱カネカメディックス

Focus Live
 共催…テルモ㈱

Focus Live 
 共催…アボットメディカルジャパン（同）

11:35～11:55  ショートレクチャー5

共催…ゼオンメディカル㈱／日本ライフライン㈱

13:05～13:35  スペシャルセミナー3

共催…アムジェン㈱／アステラス製薬㈱

13:40～14:10  スペシャルセミナー4

共催…第一三共㈱

13:05～13:35  スペシャルセミナー5

共催…アシスト・ジャパン㈱

13:40～14:10  スペシャルセミナー6

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

13:05～13:35  スペシャルセミナー1
Coronary ＆ Peripheralから考える 
Short DAPT治療戦略について
座長 中澤　　学　演者 椿本　恵則

冠動脈イメージングを駆使したハイリスク患者の診断と
治療戦略 ～PCSK9阻害薬をどう生かすべきか～
座長 浜中　一郎　演者 土肥　智貴

共催…日本メドトロニック㈱

13:40～14:10  スペシャルセミナー2

共催…アボットメディカルジャパン（同）

16:20～16:40  ショートレクチャー13

共催…日本メドトロニック㈱

17：55～18：55  イブニングセミナー1

共催…アボットメディカルジャパン（同）

共催…アボットメディカルジャパン（同）、オーバスネイチメディカル㈱、テルモ㈱

15:20～15:40  ショートレクチャー6

共催…日本メドトロニック㈱

15:50～16:10  ショートレクチャー3

共催…アボットメディカルジャパン（同）

EVT① Challenging Case 
座長
飯田　　修 曽我　芳光
ディスカッサー
井上　文隆 川﨑　大三
上林　大輔 平沼　永敏
演者
見保　充則 毛利　晋輔
 小池　淳平 深川　知哉

Focus Live 
 共催…朝日インテックJセールス㈱

Focus Live 
 共催…アボットメディカルジャパン（同）

新しいOCTのアルゴリズム －MLD-MAX 2Pullback－①
座長 村松　　崇　演者 石原　昭三

慢性完全閉塞病変のPhysiology
座長 山田愼一郎　演者 津田　卓眞

Power of IN.PACT ～with experience of Chocolate balloon
座長 全　　 完　演者 藤原　昌彦

コメディカル視点からのMLD-MAX 2Pullback
座長 中村　大輔　演者 倉田　直哉

臨床における微小循環評価の現状
座長 民田　浩一
演者 塩野　泰紹　　外海　洋平

造影剤　診せるための量と見えてない量
座長 鯰井　秀之
演者 口ノ町俊嗣　　野崎　暢仁

石灰化病変治療を究める
～ロータブレーターの適応と安全な使用法を考える～
座長 志手　淳也　　演者 松尾　浩志　　福原　　怜

出血ハイリスク患者の抗血栓療法を考える
座長 安賀　裕二　演者 大家　理伸

Clinical perspective and evidence on ACS management
座長 大辻　　悟　　演者 大家　理伸　　樋上　裕起

エキスパートに聞く 医療機器デバイスの臨床メリット
座長 中村　　茂　　演者 岩淵　成志　　深井　邦剛

共催…アボットメディカルジャパン（同）
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12月19日 ㈯

9：00～10：30

10:35～10:55  ショートレクチャー7

9：00～10：00
Nightmareケース② 
座長
野崎　洋一 山本　克浩
コメンテーター
石原　昭三 加藤　大雅 松岡　俊三
演者
米田　秀一 岡　　俊治 竹中　悠輔

9：00～12：00
アブレーションの基礎　初級編
～疾患・エンドポイント・＋αを知ろう～ 
司会
井野　裕也 小倉　敬士
中西理恵子
演者
飛田　祥伸 筏　　雄亮
木田　博太 内田　文也

10：30～11：30

12：00～13：00

14：15～16：1514：15～15：15
Physiology - Video Live 
座長
藤井　健一 山本　　孝
ディスカッサー
石淵かすみ 柴田　浩遵 外海　洋平
中野　　顯 松尾　仁司
レクチャー
柴田　浩遵 松尾　仁司
ビデオライブ
　　　菊田　雄悦

15：45～16：45
症例から学ぶImaging guided PCI
座長
大竹　寛雅 本江　純子
ディスカッサー
外海　洋平 横井　研介
演者
小出　正洋 樋上　裕起 鳥羽　敬義

12：00～13：00
血行動態を補助するデバイス 
座長
塩田　裕啓 深田　陽平
演者
木下　昌樹 福田　友規
徳永　政敬

16：15～17：45
循環器領域に欠かせない検査 
座長
徳永　政敬 野崎　暢仁
演者
増田　信弥 辻井　正人
安藤　洋亮 清水　速人16：50～17：40

ステントを使わない インターベンション2
座長
許　　永勝 角谷　　誠
演者
横井　宏和 川﨑　友 菊池　篤志 樋上　起

11：25～12：55
Live 6  Peripheral
スーパーバイザー
野崎　洋一
座長
小林　智子 田崎　淳一
藤原　昌彦
コメンテーター
河田　正仁 木下　　愼
田村　俊寛 舩津　篤史
宮井　伸幸 宮澤　　豪
ミニレクチャー① 倉田　直哉
 共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱
ミニレクチャー② 樋上　裕起
 共催…キヤノンメディカルシステムズ㈱

14：15～15：45

16：15～17：45
Live 8  Coronary
スーパーバイザー
加藤　　修 松原　徹夫
座長
五十嵐康己 小松　宣夫
山田愼一郎
コメンテーター
小田　　強 清水　眞澄
永松　　航 藤田　真也
正村　克彦 松田　　晋
松室　明義 宮下　裕介
山口　淳一
ミニレクチャー① 高谷　具史
 共催…キヤノンメディカルシステムズ㈱
ミニレクチャー② 福原　　怜
 共催…日本ライフライン㈱

9：00～12：55

ライブ中継施設

東宝塚さとう病院
オペレーター
滝内　　伸
中村　　茂

LIVE

14：15～17：45

ライブ中継施設

東宝塚さとう病院
オペレーター
大辻　　悟
辻　　貴史
長谷川勝之
Imagingコメンテーター
長谷川勝之

LIVE

共催…テルモ㈱

11:00～11:20  ショートレクチャー8

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

13:05～13:35  スペシャルセミナー9

共催…日本メドトロニック㈱

13:40～14:10  スペシャルセミナー10

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

13:05～13:35  スペシャルセミナー11

共催…バイオトロニックジャパン㈱

13:40～14:10  スペシャルセミナー12

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

13:05～13:35  スペシャルセミナー7

共催…クックメディカルジャパン（同）

13:40～14:10  スペシャルセミナー8

共催…アボットメディカルジャパン（同）

15:20～15:40  ショートレクチャー12

共催…アボットメディカルジャパン（同）

15:50～16:10  ショートレクチャー9

共催…アボットメディカルジャパン（同）

Live 5  Peripheral
スーパーバイザー
山本　義人
座長
全　　　完 曽我　芳光
当麻　正直
コメンテーター
赤井　弘明 笠行　典章
下司　　徹 高島　弘行
西尾　　学 松久　誠治
ミニレクチャー 椿本　恵則
 共催…㈱メディコン

Live 7  Coronary
スーパーバイザー
小野　史朗 土金　悦夫
座長
谷川　　淳 華岡　慶一
矢嶋　純二
コメンテーター
赤羽目聖史 岡田　　隆
奥津　匡暁 関　　淳也
津田　卓眞 西尾　壮示
朴　　幸男 樋口　義治
平瀬　裕章
ミニレクチャー 楠山　貴教
 共催…㈱フィリップス・ジャパン

この症例どうする？　CTO 
座長
及川　裕二 岡田　正治 浜中　一郎
ディスカッサー
臼井　公人 加藤　大雅 川尻　健司
嶋田　芳久 福原　　怜 八巻　　多
演者
八巻　　多 加藤　大雅 川尻　健司

SHDセッション 
座長
当麻　正直 前田　孝一
コメンテーター
川本　尚紀 桑原　謙典 齋藤　成達 澤田　隆弘
全　　　完 水谷　一輝 溝手　　勇 山本　　孝
ショートレクチャー
溝手　　勇
ビデオライブ
　　　水谷　一輝　　全　　完

Focus Live 
 共催…㈱フィリップス・ジャパン

Focus Live 
 共催…アボットメディカルジャパン（同）／
　　　　　キヤノンメディカルシステムズ㈱

Focus Live 
 共催…アボットメディカルジャパン（同）

Focus Live 
 共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

看護教育
ビデオライブ：ACS患者の受け入れから治療まで 
座長
騰　　由香
演者
井本真沙子
座長
中村　康雄 村澤　孝秀
コメンテーター
今井　俊輔 松本　康宏 湯面　真吾
ビデオライブ
仲村　和樹
座長
騰　　由香
演者
玉城　洋子
座長
今井　俊輔 中村　康雄
コメンテーター
松本　康宏 村澤　孝秀 湯面　真吾
ビデオライブ
仲村　和樹

共催…ディーブイエックス㈱、ニプロ㈱
　　　ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱、メディキット㈱

11:35～11:55  ショートレクチャー11

共催…㈱カネカメディックス

当院でのR2P systemの使用経験 －やっちゃえ！ R2P!!－
座長 山本　義人　演者 山崎　貴紀

KANEKA Extension Catheter 「HIKYAKU」
座長 高島　弘行　演者 上月　　周

新しいOCTのアルゴリズム －MLD-MAX 2Pullback－②
座長 久保　隆史　演者 窪田　龍二

Design Drug Eluting Technologies for Advance Endovascular
座長 川﨑　大三　演者 曽我　芳光

XIENCE Skypoint
座長 柴田　剛徳　演者 高木　健督

High Ischemic Risk Patient
座長 中川　義久　演者 阿古　潤哉

Better Outcomes for PAD Treatments
座長 飯田　　修
演者 曽我　芳光　　加藤　　拓

TAVI update 
(small anatomy, TAV in SAV, 抗血栓療法etc.)
座長 当麻　正直　演者 江原　夏彦

BIOMONITORⅢ　当院の使用経験
座長 寺村　　聡　演者 長内　宏之

Calcified Lesion Modification:
Wolverine 15mm
座長 西田　育功　演者 小林　智子

Design Drug Eluting Technologies
for Advance Endovascular
座長 椿本　恵則　演者 鳥居　　翔
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9：00～10：30
Live 1  Coronary 
スーパーバイザー
上田　欽造 志手　淳也
座長
藤井　謙司 片岡　　亨
寺島　充康
コメンテーター
木下　　愼 小堀　裕一 
清野　義胤 名越　良治
西部　　彰 野村　哲矢
弘永　　潔 松尾　浩志
安賀　裕二
ミニレクチャー 渡邉　真言
 共催…ニプロ㈱

9：00～10：00
Nightmareケース① 
座長
伊藤　良明 椿本　恵則
コメンテーター
安部　博昭 坂本　裕樹
辻本　　充 樋上　裕起
演者
横井　研介 津田　卓眞
 舛田　一哲 小澤　孝明

9：00～13：00
明日から役立つPCIの基礎知識 
座長
塩田　裕啓 深田　陽平
演者
武田　一哉 川野　　彰
白樫　貴宏

座長
徳永　政敬 野崎　暢仁
演者
谷岡　　怜 玉澤　　充
國井　由花

座長
中西　基修 深田　陽平
演者
舘　　智子 稲田　　毅

10：30～11：30
CTO基礎講座 
座長
石原　昭三 那須　賢哉
演者
芹川　　威 道明　武範
福原　　怜 永井　宏幸
松野　俊介

12：00～13：00
この症例どうする？ Multi-vessel Disease 
座長
武田　吉弘 辻　　貴史
コメンテーター
嶋田　芳久 森田　　孝
演者
加藤　大雅 習田　　龍

14：15～15：15
冬のカテ看護実力テスト
～インターベンションエキスパートナースを目指そう～ 
座長
大竹陸希光 木下　博子
解説者
長谷川由美子 伊藤　勝祥
平石　孝洋

14：15～15：15

15：45～16：45
EVT② Challenging Case 
座長
河原田修身 藤原　昌彦
ディスカッサー
岩﨑　祐介 上月　　周
椿本　恵則 当麻　正直
演者
木田　公裕 桐井　陽祐 美馬　　響

15：15～16：15
教育講演

「電気生理学的解剖」 ～興奮の行く先は…～ 
司会
松本　景史
ディスカッサー
辻本　紘史 原光　佑一
演者
松永　泰治

16：45～18：15
レベルアップを目指す人のデバルキング講座 
座長
谷岡　　怜 中西　基修
演者
平田　和也 山口　敏和
添田　信之

16：50～17：30
ステントを使わない インターベンション1 
座長
赤阪　隆史 猪野　　靖
演者
福原　　怜 水谷　一輝 小出　正洋

18：20～19：20  イブニングセミナー3

11：25～12：55
Live 2  Coronary 
スーパーバイザー
矢坂　義則
座長
木下　法之 川﨑　友
久保　隆史
コメンテーター
浅輪浩一郎 岸　　宏一
民田　浩一 辻本　　充
坪川　明義 中川　　厚
兵庫　匡幸 山田　貴之
若山　克則

14：15～15：45
Live 3  Coronary 
スーパーバイザー
西田　育功 許　　永勝
座長
上田　恭敬 坂上　祐司
西野　雅巳
コメンテーター
石原　隆行 和泉　匡洋
伊藤　大輔 上田　　博
大塚　文之 於久　幸治
田辺　正喜 廣岡　慶治
元廣　将之
ミニレクチャー① 岡村　篤徳
 共催…朝日インテックJセールス㈱
ミニレクチャー② 永井　宏幸
 共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

16：15～17：45
Live 4  Coronary 
スーパーバイザー
鈴木　孝彦 西川　英郎
座長
中川　義久 木下　順久
新家　俊郎
コメンテーター
榎本　志保 奥村　啓之
貞松　研二 高谷　具史
武田　輝規 廣畑　　敦
藤田　　博 横井　宏和
渡邉　真言

9：00～12：55

ライブ中継施設

桜橋渡辺病院
オペレーター
岡村　篤徳
浜中　一郎
Imagingコメンテーター
小林　智子

LIVE

14：15～17：45

ライブ中継施設

桜橋渡辺病院
オペレーター
小林　智子
吉川　糧平
Imagingコメンテーター
永井　宏幸

LIVE

11:00～11:20  ショートレクチャー2

共催…ニプロ㈱

10:35～10:55  ショートレクチャー1
KANEKA Perfusion Balloon 「Ryusei」
座長 江尻　純哉　演者 中村　　仁

New concept DES, Coroflex ISAR NEO
座長 上村　史朗　演者 高谷　具史

共催…㈱カネカメディックス

Focus Live
 共催…テルモ㈱

Focus Live 
 共催…アボットメディカルジャパン（同）

11:35～11:55  ショートレクチャー5

共催…ゼオンメディカル㈱／日本ライフライン㈱

13:05～13:35  スペシャルセミナー3

共催…アムジェン㈱／アステラス製薬㈱

13:40～14:10  スペシャルセミナー4

共催…第一三共㈱

13:05～13:35  スペシャルセミナー5

共催…アシスト・ジャパン㈱

13:40～14:10  スペシャルセミナー6

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

13:05～13:35  スペシャルセミナー1
Coronary ＆ Peripheralから考える 
Short DAPT治療戦略について
座長 中澤　　学　演者 椿本　恵則

冠動脈イメージングを駆使したハイリスク患者の診断と
治療戦略 ～PCSK9阻害薬をどう生かすべきか～
座長 浜中　一郎　演者 土肥　智貴

共催…日本メドトロニック㈱

13:40～14:10  スペシャルセミナー2

共催…アボットメディカルジャパン（同）

16:20～16:40  ショートレクチャー13

共催…日本メドトロニック㈱

17：55～18：55  イブニングセミナー1

共催…アボットメディカルジャパン（同）

共催…アボットメディカルジャパン（同）、オーバスネイチメディカル㈱、テルモ㈱

15:20～15:40  ショートレクチャー6

共催…日本メドトロニック㈱

15:50～16:10  ショートレクチャー3

共催…アボットメディカルジャパン（同）

EVT① Challenging Case 
座長
飯田　　修 曽我　芳光
ディスカッサー
井上　文隆 川﨑　大三
上林　大輔 平沼　永敏
演者
見保　充則 毛利　晋輔
 小池　淳平 深川　知哉

Focus Live 
 共催…朝日インテックJセールス㈱

Focus Live 
 共催…アボットメディカルジャパン（同）

新しいOCTのアルゴリズム －MLD-MAX 2Pullback－①
座長 村松　　崇　演者 石原　昭三

慢性完全閉塞病変のPhysiology
座長 山田愼一郎　演者 津田　卓眞

Power of IN.PACT ～with experience of Chocolate balloon
座長 全　　 完　演者 藤原　昌彦

コメディカル視点からのMLD-MAX 2Pullback
座長 中村　大輔　演者 倉田　直哉

臨床における微小循環評価の現状
座長 民田　浩一
演者 塩野　泰紹　　外海　洋平

造影剤　診せるための量と見えてない量
座長 鯰井　秀之
演者 口ノ町俊嗣　　野崎　暢仁

石灰化病変治療を究める
～ロータブレーターの適応と安全な使用法を考える～
座長 志手　淳也　　演者 松尾　浩志　　福原　　怜

出血ハイリスク患者の抗血栓療法を考える
座長 安賀　裕二　演者 大家　理伸

Clinical perspective and evidence on ACS management
座長 大辻　　悟　　演者 大家　理伸　　樋上　裕起

エキスパートに聞く 医療機器デバイスの臨床メリット
座長 中村　　茂　　演者 岩淵　成志　　深井　邦剛

共催…アボットメディカルジャパン（同）
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9：00～10：30

10:35～10:55  ショートレクチャー7

9：00～10：00
Nightmareケース② 
座長
野崎　洋一 山本　克浩
コメンテーター
石原　昭三 加藤　大雅 松岡　俊三
演者
米田　秀一 岡　　俊治 竹中　悠輔

9：00～12：00
アブレーションの基礎　初級編
～疾患・エンドポイント・＋αを知ろう～ 
司会
井野　裕也 小倉　敬士
中西理恵子
演者
飛田　祥伸 筏　　雄亮
木田　博太 内田　文也

10：30～11：30

12：00～13：00

14：15～16：1514：15～15：15
Physiology - Video Live 
座長
藤井　健一 山本　　孝
ディスカッサー
石淵かすみ 柴田　浩遵 外海　洋平
中野　　顯 松尾　仁司
レクチャー
柴田　浩遵 松尾　仁司
ビデオライブ
　　　菊田　雄悦

15：45～16：45
症例から学ぶImaging guided PCI
座長
大竹　寛雅 本江　純子
ディスカッサー
外海　洋平 横井　研介
演者
小出　正洋 樋上　裕起 鳥羽　敬義

12：00～13：00
血行動態を補助するデバイス 
座長
塩田　裕啓 深田　陽平
演者
木下　昌樹 福田　友規
徳永　政敬

16：15～17：45
循環器領域に欠かせない検査 
座長
徳永　政敬 野崎　暢仁
演者
増田　信弥 辻井　正人
安藤　洋亮 清水　速人16：50～17：40

ステントを使わない インターベンション2
座長
許　　永勝 角谷　　誠
演者
横井　宏和 川﨑　友 菊池　篤志 樋上　起

11：25～12：55
Live 6  Peripheral
スーパーバイザー
野崎　洋一
座長
小林　智子 田崎　淳一
藤原　昌彦
コメンテーター
河田　正仁 木下　　愼
田村　俊寛 舩津　篤史
宮井　伸幸 宮澤　　豪
ミニレクチャー① 倉田　直哉
 共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱
ミニレクチャー② 樋上　裕起
 共催…キヤノンメディカルシステムズ㈱

14：15～15：45

16：15～17：45
Live 8  Coronary
スーパーバイザー
加藤　　修 松原　徹夫
座長
五十嵐康己 小松　宣夫
山田愼一郎
コメンテーター
小田　　強 清水　眞澄
永松　　航 藤田　真也
正村　克彦 松田　　晋
松室　明義 宮下　裕介
山口　淳一
ミニレクチャー① 高谷　具史
 共催…キヤノンメディカルシステムズ㈱
ミニレクチャー② 福原　　怜
 共催…日本ライフライン㈱

9：00～12：55

ライブ中継施設

東宝塚さとう病院
オペレーター
滝内　　伸
中村　　茂

LIVE

14：15～17：45

ライブ中継施設

東宝塚さとう病院
オペレーター
大辻　　悟
辻　　貴史
長谷川勝之
Imagingコメンテーター
長谷川勝之

LIVE

共催…テルモ㈱

11:00～11:20  ショートレクチャー8

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

13:05～13:35  スペシャルセミナー9

共催…日本メドトロニック㈱

13:40～14:10  スペシャルセミナー10

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

13:05～13:35  スペシャルセミナー11

共催…バイオトロニックジャパン㈱

13:40～14:10  スペシャルセミナー12

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

13:05～13:35  スペシャルセミナー7

共催…クックメディカルジャパン（同）

13:40～14:10  スペシャルセミナー8

共催…アボットメディカルジャパン（同）

15:20～15:40  ショートレクチャー12

共催…アボットメディカルジャパン（同）

15:50～16:10  ショートレクチャー9

共催…アボットメディカルジャパン（同）

Live 5  Peripheral
スーパーバイザー
山本　義人
座長
全　　　完 曽我　芳光
当麻　正直
コメンテーター
赤井　弘明 笠行　典章
下司　　徹 高島　弘行
西尾　　学 松久　誠治
ミニレクチャー 椿本　恵則
 共催…㈱メディコン

Live 7  Coronary
スーパーバイザー
小野　史朗 土金　悦夫
座長
谷川　　淳 華岡　慶一
矢嶋　純二
コメンテーター
赤羽目聖史 岡田　　隆
奥津　匡暁 関　　淳也
津田　卓眞 西尾　壮示
朴　　幸男 樋口　義治
平瀬　裕章
ミニレクチャー 楠山　貴教
 共催…㈱フィリップス・ジャパン

この症例どうする？　CTO 
座長
及川　裕二 岡田　正治 浜中　一郎
ディスカッサー
臼井　公人 加藤　大雅 川尻　健司
嶋田　芳久 福原　　怜 八巻　　多
演者
八巻　　多 加藤　大雅 川尻　健司

SHDセッション 
座長
当麻　正直 前田　孝一
コメンテーター
川本　尚紀 桑原　謙典 齋藤　成達 澤田　隆弘
全　　　完 水谷　一輝 溝手　　勇 山本　　孝
ショートレクチャー
溝手　　勇
ビデオライブ
　　　水谷　一輝　　全　　完

Focus Live 
 共催…㈱フィリップス・ジャパン

Focus Live 
 共催…アボットメディカルジャパン（同）／
　　　　　キヤノンメディカルシステムズ㈱

Focus Live 
 共催…アボットメディカルジャパン（同）

Focus Live 
 共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

看護教育
ビデオライブ：ACS患者の受け入れから治療まで 
座長
騰　　由香
演者
井本真沙子
座長
中村　康雄 村澤　孝秀
コメンテーター
今井　俊輔 松本　康宏 湯面　真吾
ビデオライブ
仲村　和樹
座長
騰　　由香
演者
玉城　洋子
座長
今井　俊輔 中村　康雄
コメンテーター
松本　康宏 村澤　孝秀 湯面　真吾
ビデオライブ
仲村　和樹

共催…ディーブイエックス㈱、ニプロ㈱
　　　ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱、メディキット㈱

11:35～11:55  ショートレクチャー11

共催…㈱カネカメディックス

当院でのR2P systemの使用経験 －やっちゃえ！ R2P!!－
座長 山本　義人　演者 山崎　貴紀

KANEKA Extension Catheter 「HIKYAKU」
座長 高島　弘行　演者 上月　　周

新しいOCTのアルゴリズム －MLD-MAX 2Pullback－②
座長 久保　隆史　演者 窪田　龍二

Design Drug Eluting Technologies for Advance Endovascular
座長 川﨑　大三　演者 曽我　芳光

XIENCE Skypoint
座長 柴田　剛徳　演者 高木　健督

High Ischemic Risk Patient
座長 中川　義久　演者 阿古　潤哉

Better Outcomes for PAD Treatments
座長 飯田　　修
演者 曽我　芳光　　加藤　　拓

TAVI update 
(small anatomy, TAV in SAV, 抗血栓療法etc.)
座長 当麻　正直　演者 江原　夏彦

BIOMONITORⅢ　当院の使用経験
座長 寺村　　聡　演者 長内　宏之

Calcified Lesion Modification:
Wolverine 15mm
座長 西田　育功　演者 小林　智子

Design Drug Eluting Technologies
for Advance Endovascular
座長 椿本　恵則　演者 鳥居　　翔

➡p.15

➡p.16

➡p.15

➡p.15

➡p.15

➡p.15

➡p.15

➡p.16

➡p.16

➡p.16

➡p.16

➡p.17

➡p.17

➡p.17

➡p.17

➡p.18

➡p.17

➡p.18

➡p.18

➡p.18

➡p.17

➡p.19

➡p.19

➡p.19

➡p.19

➡p.19

➡p.19
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Live  Channel 1

CTO症例2例、石灰化病変と分岐部病変の各1例ずつの4例のライブを、2つのカテ室から半日ずつ時間かけて放映いたします。最新の
治療を十分な議論のもとで提示できることを目指しています。

12月18日（金）

中 継 施 設 	 桜橋渡辺病院
オペレーター	 岡村　篤徳	 浜中　一郎
Imagingコメンテーター	 小林　智子

9:00～10:30 �

Focus Live
Live 1 Coronary
スーパーバイザー	 上田　欽造
	 志手　淳也
座　　　　長	 藤井　謙司
	 片岡　　亨
	 寺島　充康
コメンテーター
	 木下　　愼
	 小堀　裕一
	 清野　義胤
	 名越　良治
	 西部　　彰
	 野村　哲矢
	 弘永　　潔
	 松尾　浩志
	 安賀　裕二

共催…テルモ㈱
ミニレクチャー
Calcified Plaque Modification with Lacrosse NSE 
 渡邉　真言

共催…ニプロ㈱

10：35～10：55 �
ショートレクチャー1
「�KANEKA�Perfusion�Balloon
「Ryusei」」
座　　　長	 江尻　純哉
ACSにおける「Ryusei」の新たな可能性 
 中村　　仁

共催…㈱カネカメディックス

11：00～11：20 �
ショートレクチャー2
「�New�concept�DES,�Coroflex�ISAR�
NEO」
座　　　長	 上村　史朗
演　　　者	 高谷　具史

共催…ニプロ㈱

11:25～12:55 �

Focus Live
Live 2 Coronary
スーパーバイザー	 矢坂　義則
座　　　　長	 木下　法之
	 川﨑　友裕
	 久保　隆史
コメンテーター
	 浅輪浩一郎
	 岸　　宏一
	 民田　浩一
	 辻本　　充
	 坪川　明義
	 中川　　厚
	 兵庫　匡幸
	 山田　貴之
	 若山　克則

共催…アボットメディカルジャパン（同）

13：05～13：35 �
スペシャルセミナー1
「�Coronary�＆�Peripheralから考える
Short�DAPT治療戦略について」
座　　　長	 中澤　　学
演　　　者	 椿本　恵則

共催…日本メドトロニック㈱
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Live  Channel 1

13：40～14：10 �
スペシャルセミナー2
「�臨床における微小循環評価の現状」
座　　　長	 民田　浩一
胸痛の鑑別診断リストに“冠微小循環障害（CMD）”
は入ってますか？ 
 塩野　泰紹
実臨床においてCMDを評価する意義 
 外海　洋平

共催…アボットメディカルジャパン（同）

14:15～15:45 �

Focus Live
Live 3 Coronary
スーパーバイザー	 西田　育功
	 許　　永勝
座　　　　長	 上田　恭敬
	 坂上　祐司
	 西野　雅巳
コメンテーター
	 石原　隆行
	 和泉　匡洋
	 伊藤　大輔
	 上田　　博
	 大塚　文之
	 於久　幸治
	 田辺　正喜
	 廣岡　慶治
	 元廣　将之

共催…朝日インテックJセールス㈱
ミニレクチャー
3Dワイヤリングにおけるpre-shape Conquest
の可能性 
 岡村　篤徳

共催…朝日インテックJセールス㈱
ミニレクチャー
SYNERGY XD 48mm 
 永井　宏幸

共催…ボストン・サイエンティフィック	ジャパン㈱

15:50～16:10 �
ショートレクチャー3
「�新しいOCTのアルゴリズム�
－MLD-MAX�2Pullback－①」
座　　　長	 村松　　崇
OCTを活用したSmart PCI 
～MLDMAX 2Pullbackとは!?～ 
 石原　昭三

共催…アボットメディカルジャパン（同）

16:15～17:45 �

Focus Live
Live 4 Coronary
スーパーバイザー	 鈴木　孝彦
	 西川　英郎
座　　　　長	 中川　義久
	 木下　順久
	 新家　俊郎
コメンテーター
	 榎本　志保	 奥村　啓之
	 貞松　研二	 高谷　具史
	 武田　輝規	 廣畑　　敦
	 藤田　　博	 横井　宏和
	 渡邉　真言

共催…アボットメディカルジャパン（同）

17:55～18:55 �
イブニングセミナー1
「�Clinical�perspective�and�evidence�
on�ACS�management」
座　　　長	 大辻　　悟
ACSにおける最新知見と当院における取組み 
 大家　理伸
ACSで直面する難局面 
 樋上　裕起

共催…アボットメディカルジャパン（同）

CTO症例2例、石灰化病変と分岐部病変の各1例ずつの4例のライブを、2つのカテ室から半日ずつ時間かけて放映いたします。最新の
治療を十分な議論のもとで提示できることを目指しています。

12月18日（金）

中 継 施 設 	 桜橋渡辺病院
オペレーター	 小林　智子	 吉川　糧平
Imagingコメンテーター	 永井　宏幸
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KCJL恒例のディスカッションシアターを今回もお届けします。
ライブでは伝えきれないTips&Tricksはもとより、参加者の皆様が明日から使える知識を、ディスカッションを通して学ぶシアターです。
もちろん参加者の皆様からの積極的な質問、コメントも大歓迎です！

12月18日（金）

9:00～10:00 �

『Nightmareケース①』
座　　　　長	 伊藤　良明	 椿本　恵則
コメンテーター	 安部　博昭	 坂本　裕樹
	 辻本　　充	 樋上　裕起
RotablatorでLMT入口部付近を傷つけた症例 
 横井　研介
LCX-CTOにおける冠動脈穿孔症例 
 津田　卓眞
Diamondback360にて冠動脈穿孔起こした一例 
 舛田　一哲（宇治徳洲会病院）

左回旋枝のACSに対する再灌流療法中にCPAに至っ
た一例 
 小澤　孝明（京都第一赤十字病院）

10:30～11:30 �

『CTO基礎講座』
座　　　　長	 石原　昭三	 那須　賢哉
CTO PCIの適応評価と治療戦略の立て方 
 芹川　　威
CTO PCIに必要な事前造影とCT評価 
 道明　武範
ガイドワイヤーおよびマイクロカテーテルの選択 
 福原　　怜
Antegrade apporoachの基本とワイヤー操作 
 永井　宏幸
Retrograde approachおよびReverse CART 
 松野　俊介

11:35～11:55 �
ショートレクチャー5
「慢性完全閉塞病変のPhysiology」
座　　　長	 山田愼一郎
演　　　者	 津田　卓眞

共催…ゼオンメディカル㈱/日本ライフライン㈱

12:00～13:00 �

『�この症例どうする？��
Multi-vessel�Disease』
座　　　　長	 武田　吉弘	 辻　　貴史
コメンテーター	 嶋田　芳久	 森田　　孝
併存疾患にて治療法に苦慮した一例 
  加藤　大雅
感染性冠動脈瘤・LMT病変を含む急性冠症候群の一例 
  習田　　龍

13：05～13：35 �
スペシャルセミナー3
「�冠動脈イメージングを駆使したハイリスク
患者の診断と治療戦略　�
～PCSK9阻害薬をどう生かすべきか～」
座　　　長	 浜中　一郎
演　　　者	 土肥　智貴

共催…アムジェン㈱／アステラス製薬㈱

13：40～14：10 �
スペシャルセミナー4
「�出血ハイリスク患者の抗血栓療法を
考える」
座　　　長	 安賀　裕二
演　　　者	 大家　理伸

共催…第一三共㈱
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Discussion Theater  Channel 2

14:15～15:15 �

『EVT�①　Challenging�Case』
座　　　　長	 飯田　　修	 曽我　芳光
ディスカッサー	 井上　文隆	 川﨑　大三
	 上林　大輔	 平沼　永敏
Stanford A型急性大動脈解離に対するcentral 
repair後に残存したmalperfusionに対し、経皮的内膜
開窓術の手段としてdouble lumen catheterが有用
であった一例 
 見保　充則（大津赤十字病院）

Endovascular Therapy for Superficial Femoral 
Artery Occlusion under Ultrasound Guidance 
with Radial Approach 
 毛利　晋輔（済生会横浜市東部病院）

血栓回収に難渋したSFA CTOの一例 
 小池　淳平（京都桂病院）

浅大腿動脈近位の閉塞部をdistal punctureし治療に
成功した浅大腿動脈慢性完全閉塞の1例 
 深川　知哉（済生会横浜市東部病院）

15:20～15:40 �
ショートレクチャー6
「�Power�of�IN.PACT��
～with�experience�of�Chocolate�
balloon」
座　　　長	 全　　	完
演　　　者 藤原　昌彦

共催…日本メドトロニック㈱

15:45～16:45 �

『EVT�②　Challenging�Case』
座　　　　長	 河原田修身	 藤原　昌彦
ディスカッサー	 岩﨑　祐介	 上月　　周
	 椿本　恵則	 当麻　正直
4Fｒ JR4.0の形状を利用してwireを真腔に誘導した
右外腸骨動脈狭窄の1例 
 木田　公裕
BADFORMテクニックによる血管断裂症例 
 桐井　陽祐
高度石灰化大動脈閉塞にVIABAHN VBXを留置する
も解離を合併した1例 
 美馬　　響

KCJL恒例のディスカッションシアターを今回もお届けします。
ライブでは伝えきれないTips&Tricksはもとより、参加者の皆様が明日から使える知識を、ディスカッションを通して学ぶシアターです。
もちろん参加者の皆様からの積極的な質問、コメントも大歓迎です！

12月18日（金）

16:50～17:30 �

ステントを使わない�インターベンション1
座　　　　長	 赤阪　隆史
	 猪野　　靖
そのステント留置、どうしても回避したいですか？ 
 福原　　怜
石灰化、特に石灰化結節にはstentを置くべきでは
ない？～OFDIでの詳細な検討 
 水谷　一輝
ノンステント治療でのOCTの有用性とOPSTARの
臨床有用性 
 小出　正洋

共催…	アボットメディカルジャパン（同）	
オーバスネイチメディカル㈱	
テルモ㈱
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12月18日（金）

9:00～13:00 �

明日から役立つPCIの基礎知識
冠動脈インターベンション入門セッションとして、被ばく防護やCAGの見
方、多種のイメージングモダリティーやPCIの概論から合併症まで基本的
な知識から最新の内容まで「きっちり楽しく」聞けちゃいます。

9:00～10:30
座　　　　長	 塩田　裕啓（香芝旭ヶ丘病院　臨床工学技士）

	 深田　陽平（三田市民病院　臨床工学技士）

冠動脈解剖とCAG 
 武田　一哉（舞鶴共済病院　臨床工学技士）

カテ室での放射線被ばく 
 川野　　彰（康生会武田病院　放射線技師）

IVUSの基本 
 白樫　貴宏（大阪府済生会中津病院　臨床工学技士）

10:30～12:00
座　　　　長	 徳永　政敬（東宝塚さとう病院　臨床工学技士）

	 野崎　暢仁（高の原中央病院　臨床工学技士）

OCT/OFDIの基本 
 谷岡　　怜（神戸大学医学部附属病院　臨床工学技士）

FFRと安静時指標 
 玉澤　　充（北光記念病院　臨床工学技士）

PCI概論 
 國井　由花（仙石病院　臨床工学技士）

12:00～13:00
座　　　　長	 中西　基修（草津ハートセンター　臨床工学技士）

	 深田　陽平（三田市民病院　臨床工学技士）

ステントレスPCI 
 舘　　智子（京都桂病院　臨床工学技士）

PCIにおける合併症 
 稲田　　毅（岐阜ハートセンター　臨床工学技士）

13：05～13：35 �
スペシャルセミナー5
「造影剤　診せるための量と見えてない量」
座　　　長	 鯰井　秀之（大手前病院）

『 CAG インジェクション徹底解剖　 
#冠動脈造影 #用手 #オート #どっちがいいの』

 口ノ町俊嗣（豊橋ハートセンター）

『 CAG インジェクション徹底解剖　 
#スイッチ #バルブ #キレ』

 野崎　暢仁（高の原中央病院）

共催…アシスト・ジャパン㈱

13：40～14：10 �
スペシャルセミナー6
「�石灰化病変治療を究める�
～ロータブレーターの適応と安全な
使用法を考える～」
座　　　長	 志手　淳也（大阪府済生会中津病院）

演　　　者	 松尾　浩志（八尾徳洲会総合病院）

	 福原　　怜（兵庫県立尼崎総合医療センター）

共催…ボストン・サイエンティフィック	ジャパン㈱

14:15～15:15 �

冬のカテ看護実力テスト
〜インターベンションエキスパートナースを目指そう〜

主題範囲は、基本のカテ看護とインターベンションエキスパートナース
(INE)の過去問題が中心となります。
2012年からインターベンションエキスパートナース（www.jsivr.jp/INE/)
が発足されました。
看護はもちろん解剖から放射線領域と幅広い試験内容を皆さんと一緒に
勉強してインターベンションエキスパートナースを目指しましょう。
当日は、看護力＝看護愛♡が日々のカテ看護につながるわかりやすい解
説で一緒に復習していきます。
自分の苦手分野やカテ看護の振り返りができます。
必見!!	KCJLでしかできない!	愛のある看護を皆さんで広めていきましょう。

座　　　　長	 大竹　陸希光（大阪警察病院　看護師）

	 木下　博子（岸和田徳洲会病院　看護師）

解　説　者	 長谷川由美子（みなみの循環器病院　臨床工学技士）

	 伊藤　勝祥（藤田医科大学病院　診療放射線技師）

	 平石　孝洋（ベルランド総合病院　看護師）

15:15～16:15 �

教育講演「電気生理学的解剖」〜興奮の行く先は…〜
心臓の興奮伝播と解剖の関係を合わせて学ぶことのできる講義です。不整脈チーム
の一員として心電図と解剖を理解した上で治療に携わる、そんな知識をおすそ分け。

司　　　　会	 松本　景史（JCHO大阪病院　臨床工学技士）

ディスカッサー	 辻本　紘史（医仁会武田総合病院　臨床工学技士）

	 原光　佑一（岸和田徳洲会病院　臨床工学技士）

演者 松永　泰治（大阪労災病院　循環器内科）

16:20～16:40 �
ショートレクチャー13
「�コメディカル視点からのMLD-MAX�
2Pullback」
座　　　長	 中村　大輔（大阪大学）

OCT supported PCI～MLD-MAX～ 
2 Pullback法に必要なTips and Tricks 
 倉田　直哉（関西労災病院）

共催…アボットメディカルジャパン（同）

Co-medical Channel 3
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16:45～18:15 �

レベルアップを目指す人のデバルキング講座
デバルキングデバイスの普及によって、PCIの治療方法も多様化してきま
した。昨今ローターブレーターの施行施設も増加し、より安全な治療が求
められています。今回はローターに特化した内容でエキスパートの方に
色々な話が聞けるセッションを企画しました。
レクチャーに加えて後半はweb座談会を行っちゃいます。

座　　　　長	 谷岡　　怜（神戸大学医学部附属病院　臨床工学技士）

	 中西　基修（草津ハートセンター　臨床工学技士）

ローターブレーターの基礎 
 平田　和也（小樽市立病院　臨床工学技士）

ROTAのアドバンテージとピットフォール症例から学ぶ 
 山口　敏和（あいちハートクリニック　臨床工学技士） 
 添田　信之（星総合病院　臨床工学技士）

18:20～19:20 �
イブニングセミナー3
「�エキスパートに聞く�
医療機器デバイスの臨床メリット」
座　　　長	 中村　　茂
バルーンラプチャーのメカニズムについて 
 岩淵　成志（国立大学法人琉球大学　琉球大学大学院）

レーザー血流計での解析によるDCBでの末梢塞
栓有無の開存率への影響 
 深井　邦剛（近江八幡市立総合医療センター）

共催…日本メドトロニック㈱

Co-medical Channel 3

12月18日（金）
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Live  Channel 1

EVT治療も様々なデバイスが使用できるようになり、DESやDCBの普及も伴って、初期成功率だけでなく、長期成績も向上しています。ラ
イブでは病変形態に応じたデバイスを使い分けと適正使用方法について、エキスパートの解説を交えながら治療を行います。

12月19日（土）

中 継 施 設 	 東宝塚さとう病院
オペレーター	 滝内　　伸	 中村　　茂

9:00～10:30 �

Focus Live
Live 5 Peripheral
スーパーバイザー	 山本　義人
座　　　　長	 全　　　完
	 曽我　芳光
	 当麻　正直
コメンテーター
	 赤井　弘明
	 笠行　典章
	 下司　　徹
	 高島　弘行
	 西尾　　学
	 松久　誠治

共催…㈱フィリップス・ジャパン
ミニレクチャー
Lutonix DCBのリアルな話 
 椿本　恵則

共催…㈱メディコン

10：35～10：55 �
ショートレクチャー7
「�当院でのR2P�systemの使用経験
－やっちゃえ！�R2P!!－」
座　　　長	 山本　義人
演　　　者	 山崎　貴紀

共催…テルモ㈱

11：00～11：20 �
ショートレクチャー8
「�Design�Drug�Eluting�Technologies�
for�Advanced�Endovascular」
座　　　長	 川﨑　大三
The�latest�update�on�DES/DCB�
 曽我　芳光

共催…ボストン・サイエンティフィック	ジャパン㈱

11:25～12:55 �

Focus Live
Live 6 Peripheral
スーパーバイザー	 野崎　洋一
座　　　　長	 小林　智子
	 田崎　淳一
	 藤原　昌彦
コメンテーター
	 河田　正仁
	 木下　　愼
	 田村　俊寛
	 舩津　篤史
	 宮井　伸幸
	 宮澤　　豪

共催…ボストン・サイエンティフィック	ジャパン㈱
ミニレクチャー
The Latest Evidence versus Experience of 
Endovascular Therapy for FemoroPopliteal 
lesions 
 倉田　直哉

共催…ボストン・サイエンティフィック	ジャパン㈱
ミニレクチャー
HybridOR × Alphenixを使い倒す！ 
 樋上　裕起

共催…キヤノンメディカルシステムズ㈱

13：05～13：35 �
スペシャルセミナー7
「Better�Outcomes�for�PAD�Treatments」
座　　　長	 飯田　　修
安全かつ確実な穿刺のために  
～EVTにおけるマイクロパンクチャーの有用性～ 
 曽我　芳光
CLI患者の下肢救済のために 
～創傷治療におけるOASISの有用性～ 
 加藤　　拓

共催…クックメディカルジャパン（同）
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 12.19

Live  Channel 1

CTO病変を中心にストラテジーなどの議論に富んだ、また状況に応じたチップスが必要となるような、より現実的で翌日から皆さんの実臨
床に役立つ様な症例をお見せ出来たらと思っております。

13：40～14：10 �
スペシャルセミナー8
「�High�Ischemic�Risk�Patient」
座　　　長	 中川　義久
High Ischemic Risk = HBR  
-Complexの患者とBleedingとの折り合いをどう
つけるか。最新の知見から(SD-2, XIENCE 28, 
90, ACS)- 
 阿古　潤哉

共催…アボットメディカルジャパン（同）

14:15～15:45 �

Focus Live
Live 7 Coronary
スーパーバイザー	 小野　史朗
	 土金　悦夫
座　　　　長	 谷川　　淳
	 華岡　慶一
	 矢嶋　純二
コメンテーター
	 赤羽目聖史
	 岡田　　隆
	 奥津　匡暁
	 関　　淳也
	 津田　卓眞
	 西尾　壮示
	 朴　　幸男
	 樋口　義治
	 平瀬　裕章

共催…アボットメディカルジャパン（同）
ミニレクチャー
複雑化する PCI 時代に求められるプレッシャーワ
イヤーの操作性 
 楠山　貴教

共催…㈱フィリップス・ジャパン

15:50～16:10 �
ショートレクチャー9
「�XIENCE�Skypoint」
座　　　長	 柴田　剛徳
信頼し得る薬剤溶出性ステントとは？ 
～多施設を経験して～ 
 高木　健督

共催…アボットメディカルジャパン（同）

16:15～17:45 �

Focus Live
Live 8 Coronary
スーパーバイザー	 加藤　　修
	 松原　徹夫
座　　　　長	 五十嵐康己
	 小松　宣夫
	 山田愼一郎
コメンテーター
	 小田　　強
	 清水　眞澄
	 永松　　航
	 藤田　真也
	 正村　克彦
	 松田　　晋
	 松室　明義
	 宮下　裕介
	 山口　淳一

共催…アボットメディカルジャパン（同）/　	
キヤノンメディカルシステムズ㈱

ミニレクチャー�
「Innovation�of�CANON」
Alphenix for PCI 
 高谷　具史

共催…キヤノンメディカルシステムズ㈱
ミニレクチャー
New PTCA Balloon Catheter 「ignis」 
 福原　　怜

共催…日本ライフライン㈱

12月19日（土）

中 継 施 設 	 東宝塚さとう病院
オペレーター	 大辻　　悟	 辻　　貴史	 長谷川勝之
Imagingコメンテーター	 長谷川勝之
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KCJL恒例のディスカッションシアターを今回もお届けします。
ライブでは伝えきれないTips&Tricksはもとより、参加者の皆様が明日から使える知識を、ディスカッションを通して学ぶシアターです。
もちろん参加者の皆様からの積極的な質問、コメントも大歓迎です！

12月19日（土）

9:00～10:00 �

『Nightmareケース②』
座　　　　長	 野崎　洋一	 山本　克浩
コメンテーター	 石原　昭三	 加藤　大雅
	 松岡　俊三
LCX CTO治療中にLMTに血栓を生じbail outに難渋
した1症例 
 米田　秀一（国立循環器病研究センター）

Stuck Rotablator burrの一例 
 岡　　俊治（国立病院機構　呉医療センター）

ELCAに冠動脈穿孔を合併した２症例 
 竹中　悠輔（長崎医療センター）

10:30～11:30 �

『この症例どうする？　CTO』
座　　　　長	 及川　裕二	 岡田　正治
	 浜中　一郎
ディスカッサー	 臼井　公人	 加藤　大雅
	 川尻　健司	 嶋田　芳久
	 福原　　怜	 八巻　　多
この症例どうするPCI？ 
 八巻　　多
治療手順に悩んだ一例 
 加藤　大雅
このCTO、どう加療するか 
 川尻　健司

11:35～11:55 �
ショートレクチャー11
「�KANEKA�Extension�Catheter�
「HIKYAKU」」
座　　　長	 高島　弘行
HIKYAKUの使い道 
 上月　　周

共催…㈱カネカメディックス

12:00～13:00 �

『SHDセッション』
座　　　　長	 当麻　正直
	 前田　孝一
コメンテーター	 川本　尚紀
	 桑原　謙典
	 齋藤　成達
	 澤田　隆弘
	 全　　　完
	 水谷　一輝
	 溝手　　勇
	 山本　　孝
Alternative accessについて 
  溝手　　勇
ビデオライブ 
  水谷　一輝
ビデオライブ 
  全　　　完

13：05～13：35 �
スペシャルセミナー9
「�TAVI�update�(small�anatomy,�TAV�
in�SAV,�抗血栓療法etc.)」
座　　　長	 当麻　正直
演　　　者	 江原　夏彦

共催…日本メドトロニック㈱

13：40～14：10 �
スペシャルセミナー10
「�Design�Drug�Eluting�Technologies�
for�Advanced�Endovascular」
座　　　長	 椿本　恵則
病理から見るEluviaTMの有用性 
 鳥居　　翔

共催…ボストン・サイエンティフィック	ジャパン㈱
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Discussion Theater  Channel 2

14:15～15:15 �

『Physiology�-�Video�Live』
座　　　　長	 藤井　健一	 山本　　孝
ディスカッサー	 石淵かすみ	 柴田　浩遵
	 外海　洋平	 中野　　顯
	 松尾　仁司
FFR計測のピットフォール 
  柴田　浩遵
resting indexをどう使用するか 
  松尾　仁司
ビデオライブ 
  菊田　雄悦

15:20～15:40 �
ショートレクチャー12
「�新しいOCTのアルゴリズム�
－MLD-MAX�2Pullback－②」
座　　　長	 久保　隆史
OCT-Guided PCI with “MLDMAX” 
 窪田　龍二

共催…アボットメディカルジャパン（同）

15:45～16:45 �

『症例から学ぶImaging�guided�PCI』
座　　　　長	 大竹　寛雅	 本江　純子
ディスカッサー	 外海　洋平	 横井　研介
CTが有用であったPCI症例  
 小出　正洋
OCTが有用であったPCI症例　 
 樋上　裕起
IVUSが有用であったPCI症例  
 鳥羽　敬義

16:50～17:40 �

ステントを使わない�インターベンション2
座　　　　長	 許　　永勝
	 角谷　　誠
エキシマレーザーによる蒸散プラスアルファの効果 
 横井　宏和
ステントレス治療におけるDiamondbackの可能性 
 川﨑　友裕
NSE、DCBを用いたIntervention 
 菊池　篤志
ロータブレーターの原理に基づくStentless PCI 
 樋上　裕起

共催…	ディーブイエックス㈱	
ニプロ㈱	
ボストン・サイエンティフィック	ジャパン㈱	
メディキット㈱

KCJL恒例のディスカッションシアターを今回もお届けします。
ライブでは伝えきれないTips&Tricksはもとより、参加者の皆様が明日から使える知識を、ディスカッションを通して学ぶシアターです。
もちろん参加者の皆様からの積極的な質問、コメントも大歓迎です！

12月19日（土）
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Co-medical Channel 3

12月19日（土）

9:00～12:00 �

アブレーションの基礎　初級編
〜疾患・エンドポイント・＋αを知ろう〜
初級編	～疾患とエンドポイントを知ろう～
　	アブレーションについていても「いつ終わるんだろう」と終わりが見えな
いあなた！必見です。基本的な症例の解説と、『終了！』のランドマークを
見極めるコツ、お教えします。

司　　　　会	 井野　裕也（京都桂病院　臨床工学技士）

	 小倉　敬士（京都府立医科大学附属病院　臨床工学技士）

	 中西理恵子（奈良県西和医療センター　臨床工学技士）

AFL 
 飛田　祥伸（兵庫医科大学病院　臨床工学技士）

AF 
 筏　　雄亮（桜橋渡辺病院　臨床工学技士）

AVRT 
 木田　博太（大阪急性期・総合医療センター　臨床工学技士）

AVNRT 
 内田　文也（三重ハートセンター　臨床検査技師）

12:00～13:00 �

血行動態を補助するデバイス
心血管治療とは切り離せない血行動態の知識。このセッションではそん	
な血行動態の達人に、基礎知識から最新の補助循環まで真面目に徹底	
解説してもらいます。

座　　　　長	 塩田　裕啓（香芝旭ヶ丘病院　臨床工学技士）

	 深田　陽平（三田市民病院　臨床工学技士）

IABPの原理と注意点 
 木下　昌樹（岡崎市民病院　臨床工学技士）

PCPSの基本から実践 
 福田　友規（康生会武田病院　臨床工学技士）

IMPELLAの基礎 
 徳永　政敬（東宝塚さとう病院　臨床工学技士）

13：05～13：35 �
スペシャルセミナー11
「BIOMONITORⅢ　当院の使用経験」
座　　　長	 寺村　　聡（草津総合病院　臨床工学技士）

演　　　者	 長内　宏之（公立陶生病院　循環器内科）

共催…バイオトロニックジャパン㈱

13：40～14：10 �
スペシャルセミナー12
「�Calcified�Lesion�Modification:�
Wolverine�15mm」
座　　　長	 西田　育功（高清会高井病院）

Wolverine 15mm 初期使用経験  
 小林　智子（京都桂病院）

共催…ボストン・サイエンティフィック	ジャパン㈱

14:15～16:15 �

看護教育 
ビデオライブ：ACS患者の受け入れから治療まで
今年はビデオライブデモンストレーション！	みんなでカテ室看護を考えましょ
う。カテを好きなナースも苦手なナースも、きっと新しい発見があるはず！？

14:15～14:45
座　　　　長	 騰　　由香（神戸市立医療センター中央市民病院　看護師）

心カテ室の現場教育 
 井本真沙子（小倉記念病院　看護師）

14:45～15:25
座　　　　長	 中村　康雄（東京蒲田病院　看護師）

	 村澤　孝秀（東京大学医学部附属病院　臨床工学技士）

コメンテーター	 今井　俊輔（岐阜ハートセンター　放射線技師）

	 松本　康宏（湘南東部総合病院　看護師）

	 湯面　真吾（山口県済生会山口総合病院　看護師）

ビデオライブ 
 仲村　和樹（浦添総合病院　看護師）

15:25～15:45
座　　　　長	 騰　　由香（神戸市立医療センター中央市民病院　看護師）

これで解決！カテ室でのMDRPU予防 
 玉城　洋子（麻生総合病院　皮膚・排泄ケア認定看護師）

15:45～16:15
座　　　　長	 今井　俊輔（岐阜ハートセンター　放射線技師）

	 中村　康雄（東京蒲田病院　看護師）

コメンテーター	 松本　康宏（湘南東部総合病院　看護師）

	 村澤　孝秀（東京大学医学部附属病院　臨床工学技士）

	 湯面　真吾（山口県済生会山口総合病院　看護師）

ビデオライブ 
 仲村　和樹（浦添総合病院　看護師）

16:15～17:45 �

循環器領域に欠かせない検査
「心電図と心エコー」知りたいんだけど難しいから解らないままになってい
ませんか?
「CTとMR」の画像。似てるから区別つかないままになっていませんか？
そんな方はぜひ参加して下さい。基礎知識から「コツ」までしっかりと学べ
ます。

座　　　　長	 徳永　政敬（東宝塚さとう病院　臨床工学技士）

	 野崎　暢仁（高の原中央病院　臨床工学技士）

虚血性心疾患の心電図 
 増田　信弥（京都民医連中央病院　臨床検査技師）

モニター心電図で役立つコツ 
 辻井　正人（三重ハートセンター　臨床検査技師）

心臓CTとMRI 
 安藤　洋亮（草津ハートセンター　診療放射線技師）

心エコー診断の実際 
 清水　速人（倉敷中央病院　臨床検査技師）



協賛企業一覧
近畿心血管治療ジョイントライブ2020にご協力していただきましたことに厚く御礼申し上げます。

代表世話人 一同　

アボットメディカルジャパン合同会社
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
日本メドトロニック株式会社

（2020年12月15日現在）

Gold

テルモ株式会社
朝日インテックJセールス株式会社
株式会社フィリップス・ジャパン
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
ニプロ株式会社

第一三共株式会社
アシスト・ジャパン株式会社
アステラス製薬株式会社
アムジェン株式会社
クックメディカルジャパン合同会社
ゼオンメディカル株式会社
小野薬品工業株式会社
株式会社カネカメディックス
日本ライフライン株式会社
株式会社メディコン
オーバスネイチメディカル株式会社
ディーブイエックス株式会社
バイオトロニックジャパン株式会社
メディキット株式会社

Silver

Bronze










