
FINAL ProgramFINAL ProgramFINAL Program
後援： Complex Cardiovascular Therapeutics
 日本心血管インターベンション治療学会
 公益財団法人 健康加齢医学振興財団
 公益社団法人日本臨床工学技士会

後援： Complex Cardiovascular Therapeutics
 日本心血管インターベンション治療学会
 公益財団法人 健康加齢医学振興財団
 公益社団法人日本臨床工学技士会

後援： Complex Cardiovascular Therapeutics
 日本心血管インターベンション治療学会
 公益財団法人 健康加齢医学振興財団
 公益社団法人日本臨床工学技士会

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
（3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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sutureless, collapsable tissue heart valve
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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）

山本　孝
（公立甲賀病院）

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
（近畿大学医学部）

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）

KCJL2021 開催にあたって
　“ 飛翔 ”

第19回近畿心血管治療ジョイントライブ（KCJL）を 2021年 4月 8日 ( 木 ) から 10日 ( 土 ) の 3日
間開催いたします。

前回12月にWebでの開催となった第18回 KCJL から近い開催となりますが、例年通り春の開催です。
コロナの時代であっても前進を止める事はできません。何かと暗い出来事が多かった2020年を元気に飛
び越えていく、そんな願いからテーマを飛翔としました。新型コロナウイルスが猛威を振るう中、中々先読
みが出来ない状況です。皆様の安全を第一に考慮した結果、Web配信させていただくこととなりました。

規模を縮小した前回とは異なり、今回はライブ会場2つに加えてコース別の講演会場をご用意し、KCJLの
最も大きな魅力である活発な意見交換がWeb上でもできるように工夫をしてプログラム企画を進めており
ます。

Coronary ではロータブレーターやダイアモンドバックなどのアブレーションツールの施設基準が改められ、
多くの施設で施設基準をクリアし適応が拡大しています。

Peripheral や SHDの領域でも新しいデバイスなどが導入され、インターベンション治療の領域は成熟と革
新の両方向で進歩し続けています。

以前の様な活気あるKCJL に戻れるよう努力し、2021年春、皆さんと元気にお会い出来る事を願ってい
ます。是非皆様のご参加お待ちしております。
� 当番世話人　吉 川 � 糧 平  　
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ご 案 内
会期　2021 年 4 月 8 日（木）～ 10 日（土）

参加方法
Web 配信による開催となります。KCJL2021 ウェブサイトより参加登録いただきました皆様へ 4 月 7
日（水）に視聴 URL をご案内します。
4 月 7 日（水）以降にご登録の皆様には、順次ご案内させていただきます。
Surgical コースは、会場（ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター ルーム 3）でのご参加
も可能です。

オンデマンド視聴
開催後 1 週間、KCJL2021 ウェブサイト上でオンデマンド配信を行います。（一部プログラムを除く）

参加費
◦メディカル
3 日券　10,000 円
Surgical 券（4 月 10 日）　5,000 円

◦コメディカル
3 日券　2,000 円
Surgical 券（4 月 10 日）　1,000 円

◦企業
3 日券　10,000 円
Surgical 券（4 月 10 日）　5,000 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、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。

KCJL2021 ウェブサイト「参加登録」ページ URL：https://www.kcjl.gr.jp/2021/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）　3 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登録ください。

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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9：00 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00

15：00～18：00

オペレーター
辻　　貴史
カテ室コメンテーター
許　　永勝
Imagingコメンテーター
中野　　顯

CTO Live

9：00～10：30

9：00～13：00
基礎セッション

11：25～12：55
Advance Live 2
スーパーバイザー
小野　史朗
座長
小松　宣夫 那須　賢哉
コメンテーター
浅輪浩一郎 榎本　志保 坂本　裕樹
兵庫　匡幸 元廣　将之
ミニレクチャー
五十嵐宣明

14：15～15：45
Advance Live 3
スーパーバイザー
西川　英郎
座長
西野　雅巳 矢嶋　純二
コメンテーター
小田　　強 廣畑　　敦 正村　克彦
松田　　晋 森　　益規 横井　宏和

16：15～17：45
Advance Live 4
スーパーバイザー
鈴木　孝彦
座長
上田　恭敬 志手　淳也 本江　純子
コメンテーター
上田　　博 関　　淳也 平瀬　裕章
福原　　怜 八巻　　多
ミニレクチャー
樋上　裕起

CTO Course
15：00～18：00

➡P7
【中継施設】 草津ハートセンター

スーパーバイザー
加藤　　修
座長
岡村　篤徳
浜中　一郎

コメンテーター
小出　正洋
中井　健仁
堀井　　学
水谷　一輝
演者
加藤　　修

第1部 15：00～16：30

座長
大竹　寛雅
コメンテーター
村松　　崇 岡本　直高
岩崎　正道
演者
山崎　貴紀 北川　勝英
山本　哲也

18：30～19：30
症例検討会

スーパーバイザー
大辻　　悟
座長
小林　智子
吉川　糧平

コメンテーター
猪野　　靖
津田　卓眞
西尾　　学
南　　丈也
演者
加藤　大雅

第２部 16：30～18：00

座長
中西　基修 野崎　暢仁
演者
川村　克年 清水　速人
辻井　正人

9：00～10：00

座長
徳永　政敬 中西　基修
演者
垣見　明彦 國井　由花
二上　倫嗣

10：00～11：00

座長
塩田　裕啓 野崎　暢仁
演者
稲田　　毅 谷岡　　怜
山口　敏和

11：00～12：00

座長
塩田　裕啓 徳永　政敬
演者
武田　一哉 立山　　洸
木下　昌樹

12：00～13：00

LIVE

18：00～19：30

共催…アボットメディカルジャパン（同）
共催…
ニプロ㈱

9：00～10：30
Theme Live 1
スーパーバイザー
西田　育功
座長
新家　俊郎 寺島　充康
コメンテーター
小堀　裕一 田辺　正喜 坪川　明義
中谷　晋平 西部　　彰 樋口　義治
ミニレクチャー
西尾　壮示

11：25～12：55
Theme Live 2
スーパーバイザー
中川　義久
座長
木下　法之 山田愼一郎
コメンテーター
岡田　　隆 奥津　匡暁 高橋　　徹
野村　哲矢 廣岡　慶治
ミニレクチャー
辻本　　充

14：15～15：45
Theme Live 3
スーパーバイザー
松原　徹夫
座長
岡村　篤徳 坂上　祐司
コメンテーター
和泉　匡洋 中川　　厚 松室　明義
山田　貴之

16：15～17：45 18：00～19：30

共催…テルモ㈱

9：00～10：00
石灰化
座長
岡村　篤徳 山田愼一郎
演者
中澤　　学 藤井　健一
松尾　浩志 横井　宏和

10：30～11：30
Imaging guided PCI
座長
大竹　寛雅 久保　隆史
ディスカッサー
外海　洋平 名越　良治
演者
奥津　匡暁 中村　大輔
宇津　賢三

12：00～13：00
Physiology - Video Live
座長
辻　　貴史 松尾　仁司
ディスカッサー
塩野　泰紹 高谷　具史
民田　浩一 中野　　顯
藤田　　博
ビデオライブ
藤井　健一 菊田　雄悦

14：15～15：45

14：15～15：45
急変セッション
座長
乾　　由紀 福田　友規
コメンテーター
川野　　彰 野崎　暢仁 柳田　開成
演者
福田　友規 柳田　開成

18：00～19：30

16：15～17：45
EVT Challenging Case
座長
河原田修身 野崎　洋一
ディスカッサー
笠行　典章 川﨑　大三
上月　　周 住吉　晃典
滝内　　伸
演者
小澤　孝明 池岡　邦泰
藤岡　研佐 小池　淳平
佐分利　誠

16：15～18：15
アブレーション3Dマッピング
「エキスパートの絵心」
司会
辻本　紘史 原光　佑一
パネリスト
松本　景史
演者
徳留　大剛 塩野　　敦
河藤　壮平 長瀬　弘行

18：15～19：15

18：00～19：30

イブニングセミナー1
「OCT MLD-MAXアルゴリズムを用いた
 Calcification & Diffuse Lesion 徹底攻略」

イブニングセミナー2
「R2P＆IVUS　EVTにどう活かす！？」
座長
曽我　芳光
演者
住吉　晃典 渡邊　大基
島田　健晋 早川　直樹

イブニングセミナー4
「サッポロライブデモンストレーションコース
 (SLDC)@KCJL2021症例検討会」
座長
辻　　貴史 古谷　純吾
コメンテーター
秋田　雄三 永井　宏幸 牧口　展子
八巻　　多
演者
樋上　裕起 管家　鉄平 小出　正洋
木谷　俊介 福原　　怜 明上　卓也

Complexセッション
座長
徳永　政敬 中西　基修
Drコメンテーター
長谷川勝之
演者
添田　信之 平田　和也

イブニングセミナー3
「SFA治療における
Drug Eluting Technology の進化」
座長
椿本　恵則 福永　匡史
コメンテーター
上月　　周 高橋　由樹
若菜　紀之
演者
加藤　　拓 深井　邦剛
福永　匡史 鳥居　　翔

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

15：50～
16：10

共催…
アムジェン㈱
アステラス製薬㈱

Advance Intervention Theater 9：00～17：45 ➡P9,10Advance Intervention Theater 9：00～17：45 ➡P9,10
中継施設 …… 三田市民病院 オペレーター …… 片岡　　亨 中村　　茂 松尾　浩志 吉川　糧平

Imagingコメンテーター …… 片岡　　亨 大竹　寛雅

➡P11

LIVE

LIVE

㈱カネカメディックスFocus Live & Mini Lecture

テルモ㈱、メディキット㈱Focus Live & Mini Lecture

テルモ㈱Focus Live & Mini Lecture

10：40～11：20
スペシャルセミナー1
「徹底討論－石灰化治療戦略－」
座長
松岡　俊三
コメンテーター
永井　宏幸
中上　拓男
樋上　裕起
座長
小出　正洋

ショート
レクチャー1
「Coroflex 
ISAR NEO」
座長
田村 俊寛
演者
谷脇 正哲

15：50～
16：10

共催…
キヤノンメディカルシステムズ㈱

ショート
レクチャー2
「Alphenix 
To the Next 
Stage」
座長
川尻 健司
演者
辻 　貴史

ショート
レクチャー5
「ガイドライン改定
に伴うACS二次
予防における脂質
管理の推移」
座長
岡村 篤徳
演者
山田亮太郎

10：05～
10：25

共催…
オーバスネイチメディカル㈱

ショート
レクチャー3
「COMBO 
Plusステント　
アップデート」
座長
南都 伸介
演者
舩津 篤史

15：50～
16：10

Advance Live 1
スーパーバイザー
大辻　　悟
座長
武田　吉弘 川﨑　友裕
コメンテーター
伊藤　良明 臼井　公人 大塚　文之
高島　弘行 高谷　具史 藤田　　博
安賀　裕二

Theme Live 4
スーパーバイザー
金谷　法忍
座長
岡田　正治 五十嵐康己
コメンテーター
奥村　啓之 辻本　　充 永松　　航
藤田　真也 森田　　孝 渡邉　真言
ミニレクチャー
横井　宏和

Discussion Theater 9：00～17：45 ➡P12,13

Co-medical Theater 9：00～19：15 ➡P14

➡P10

➡P11

➡P13

➡P13

SHD
座長
新家　俊郎 全　　　完
コメンテーター
天木　　誠 江原　夏彦 片岡　　亨
澤田　隆弘 田村　俊寛 山本　真功
演者
長沼　　亨 高橋　伸幸
菊池　篤志 桑原　謙典

アボットメディカルジャパン（同）Focus Live

ニプロ㈱Focus Liveアシスト・ジャパン㈱Focus Live

18：00～20：00
CCTI@KCJL2021

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

座長
岡村　誉之 山野　倫代
ディスカッサー
笠行　典章 寒川　浩道
鈴木　　恵
演者
髙木　祐介 岩崎　正道

第1部 18：00～19：00
緊急回避としてのBAV

座長
嶋田　芳久 八巻　　多
演者・ディスカッサー
赤羽目聖史 長谷川聡史
平沼　永敏 山科　　聡

第２部 19：00～20：00
症例提示

座長
奥津　匡暁 玉置　紘也
ディスカッサント
粟田　政樹 上野　博志
進　　智康 山崎　慶太
山田愼一郎
演者
徳永　泰弘 佐々木康二
大西　圭一 松﨑　雄次

第1部 18：00～19：10
CT装置の今を徹底解説

座長
貞松　研二 田辺　正喜
ディスカッサント
芹川　　威 武田　義弘
野路　善博 藤本　善英
増田　尚己
CTコメンテーター
仲野　泰啓
演者
長谷川勝之

第２部 19：10～20：00
症例検討

18：00～20：00 第11回BAV Club @KCJL2021
「緊急回避としてのBAV」

➡P8

➡P7

BAV Club

共催……東レ㈱／東レ・メディカル㈱
　　　　BAV Club

座長
志手　淳也
演者
柴田　剛徳

18：00～18：30
特別講演

朝日インテックJセールス㈱、キヤノンメディカルシステムズ㈱Focus Live
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9：00～10：30

Advance Live 5
「Angio ＆ IVUSの3D wiringの実演」
デモンストレーター
岡村　篤徳 吉川　糧平
スーパーバイザー
矢坂　義則
座長
辻　　貴史 中村　　茂 弘永　　潔
コメンテーター
石原　隆行 伊藤　大輔 岡　　俊治
加藤　大雅 平沼　永敏 山口　淳一

11：25～12：55 14：15～15：45

Advance Live 7
スーパーバイザー
華岡　慶一
座長
山本　克浩 阿部　　充 木下　順久
コメンテーター
安部　博昭 井上　文隆 河端　哲也
清水　眞澄 西尾　壮示
ミニレクチャー
波東　大地

16：15～17：45

Advance Live 8
スーパーバイザー
上田　欽造
座長
吉川　糧平 及川　裕二 濱嵜　裕司
コメンテーター
於久　幸治 貞松　研二 武田　輝規
鳥羽　敬義 朴　　幸男
ミニレクチャー
柴田　浩遵

18：00～19：30

イブニングセミナー5
「低侵襲に石灰化治療。あなたならどうする？：
 SCJ@KCJL2021」

共催…アボットメディカルジャパン（同）、㈱カネカメディックス
　　　テルモ㈱、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㈱

9：00～10：30

Theme Live 5
座長
全　　　完 山本　義人
コメンテーター
上林　大輔 田崎　淳一 早川　直樹
原口　拓也 松久　誠治 山岡　輝年
ミニレクチャー
今井　雄太

11：25～12：55

Theme Live 6
座長
当麻　正直 中村　明浩
コメンテーター
飯田　　修 越田　亮司 丹　　通直
西尾　　学 松井　朗裕 宮井　伸幸

14：15～15：45 16：15～17：45 18：00～19：30

イブニングセミナー6
「ステントを使わないインターベンション」
座長
寺本　智彦 林　　孝俊
演者
水谷　一輝 足利　貴志
舟山　直宏

ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱Focus Live & Mini Lectureアボットメディカルジャパン（同）Focus Live & Mini Lecture

アシスト・ジャパン㈱、ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱Focus Live

9：00～10：20

緊急カテーテルをもう一度
僕は緊急を好きになる
座長
中村　康雄 長谷川由美子
演者
村澤　孝秀 木村　　拓
村瀬　早苗 平川　歩未
山下　　翔 本間　将平

10：20～11：50

ぜったい役立つ
これが検査中の観察ポイントだ！
座長
松本　康宏 湯面　真吾
演者
小華和美里 小杉　隆浩
今井　俊輔

11：50～13：00

超！特別講演
ここでしか聞けないシリーズ
座長
騰　　由香
演者
湯面　真吾 大竹陸希光
木下　博子

9：00～10：00

Bifurcation
座長
木下　法之　　山田愼一郎
ディスカッサー
高谷　具史 兵庫　匡幸
横井　研介
演者
久米　輝善 沼澤　洋平
村里　嘉信

10：30～11：30

ACS
座長
嶋田　芳久 中澤　　学
ディスカッサー
石原　隆行 加藤　大雅
長谷川勝之 横井　研介
渡邉　真言
演者
柴田　浩遵 朔　　啓太
上野　雅史

12：00～13：00

Coronary
Challenging Case
座長
金谷　法忍 羽田　哲也
ディスカッサー
浅輪浩一郎 木下　　愼
弘永　　潔 山口　淳一
演者
庄田　光彦 河野　直樹
中川　裕也 片平　征伸

14：15～15：45

CTO基礎講座
座長
石原　昭三 吉川　糧平
演者
小堀　裕一 奥津　匡暁
川尻　健司 加藤　大雅

14：15～15：45

アブレーション基礎
「電気生理学的特徴で語るPSVT」
司会
小倉　敬士 柴田　幸美
中西理恵子
演者
飛田　祥伸 内田　文也
筏　　雄亮

16：15～17：45

Coronary Nightmare Case
座長
赤阪　隆史 山本　　孝
ディスカッサー
安部　博昭 椿本　恵則
永松　　航 福原　　怜
演者
樋口功太郎 河村明希登
米田　浩平 伏村　洋平
大塚　開希

16：15～17：45

イメージングセッション
座長
塩田　裕啓 谷岡　　怜
コメンテーター
中川　　透
演者
白樫　貴宏 渡邊佳代子
北里　祐樹

ニプロ㈱Mini Lecture
アシスト・ジャパン㈱、カーディナルヘルスジャパン（同）Focus Live

㈱フィリップス・ジャパンMini Lecture

日本メドトロニック㈱、㈱フィリップス・ジャパンFocus Live

日本ライフライン㈱Focus Live

クックメディカルジャパン（同）Mini Lecture
㈱フィリップス・ジャパン、㈱メディコンFocus Live

10：40～11：20

スペシャルセミナー3
「温故知新　
～Physiologyの
歴史を振り返り、
未来を切り開く！～」
座長
横井　宏佳
寺井　英伸
演者
根石　陽二
高島　浩明

共催…
アボットメディカルジャパン（同）

10：40～11：20

スペシャルセミナー4
「Rapid Exchange FFR 
System NavvusⅡ
Coronary & Peripheral
シンプルかつ効率的な
評価法について考える」
座長
許　　永勝
演者
小林　智子
大家　理伸

13：10～14：10

ランチョンセミナー3
「ステントを臨床・有限要素法
から考察する」
座長
吉川　糧平 全　　　完
演者
濱嵜　裕司 樋上　裕起

共催…アボットメディカルジャパン（同）

共催…アシスト・ジャパン㈱

13：10～13：50

ランチョンセミナー4
「DCB」
座長
小林　智子
演者
椿本　恵則
上月　　周

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱
　　　㈱メディコン

13：10～14：10

ランチョンセミナー5
「RotablatorTMで切り開く
石灰化治療最適解
～ROTAWIRETM Driveが
もたらす可能性～」
座長
志手　淳也 
演者
松尾　浩志 福原　　怜

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

13：10～14：10

ランチョンセミナー6
「モバイルエコー
ECHOMO/BAV用
バルーンCAMEL」
座長
松本　大典 
演者
吉岡　佑太 岩崎　正道

12：10～13：00

ランチョンセミナー7
「冠動脈治療の最前線」
座長
岡田　健次
演者
西　　宏之
下川　智樹

11：30～12：10

ランチブレイク

共催…テルモ㈱

共催…
日本メドトロニック㈱

ショート
レクチャー7
「“Resolute
OnyxTM”を
考察する」
座長
松岡 俊三
演者
樋上 裕起

15：50～
16：10

共催…
ゼオンメディカル㈱
日本ライフライン㈱

ショート
レクチャー11
「NHPR 
Pullback 
guided PCI
～各種安静時
指標は同等に
使用できる
か？～」
座長
当麻 正直
演者
大森 寛行

15：50～
16：10

共催…
クックメディカルジャパン（同）

ショート
レクチャー8
「下大静脈
フィルター
～適応から
手技の実際～」
座長
辻 　明宏
演者
中村 浩彰

15：50～
16：10

共催…アボットメディカルジャパン（同）、ニプロ㈱
　　　ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

Advance Intervention Theater 9：00～17：45 ➡P15,16Advance Intervention Theater 9：00～17：45 ➡P15,16
中継施設 …… 桜橋渡辺病院 オペレーター …… 石原　昭三 岡村　篤徳 名越　良治

Imagingコメンテーター …… 永井　宏幸 名越　良治

Theme Live Theater 9：00～17：45 ➡P17,18Theme Live Theater 9：00～17：45 ➡P17,18
中継施設 …… 京都桂病院 オペレーター …… 川﨑　大三 上月　　周 滝内　　伸 椿本　恵則 舩津　篤史

LIVE

LIVEPeripheral

Discussion Theater 9：00～17：45 ➡P19,20

Co-medical Theater 9：00～17：45 ➡P21

9：00～11：30

ビデオライブ「ベントール」
座長
小山　忠明 村上　博久
コメンテーター
坂口　元一 塩瀬　　明 湊谷　謙司
演者
伊藤　敏明 上原　京勲 松森　正術
福井　寿啓 鈴木　友彰

13：10～14：20

MEセッション
「弓部置換　脳保護」
座長
沼田　　智
コメンテーター
田中　裕史 吉田　　靖
演者
吉田　匡毅 渡邉　恵三
馬場　洋樹

14：30～15：40

ディベートセッション1
「Sutureless Valve」
座長
柴田　利彦 西　　宏之
演者
戸田　宏一 塩瀬　　明
中村　喜次 伊藤　敏明

15：50～17：00

ディベートセッション2
「この症例どうする？
 -難渋した症例-」
座長
内田　直里 畔栁　智司
コメンテーター
岡本　一真 西村　好晴
演者
畔栁　智司 鈴木　友彰
細羽　創宇

Surgical Theater 9：00～17：00　　　　会場： ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター  ルーム3 ➡P22

座長
舛谷　元丸
コメンテーター
櫻井　　馨
寺井　英伸
松隂　　崇
吉町　文暢
演者
加藤　隆一
加治屋　崇

第1部 18：00～18：30

座長
高橋玲比古
コメンテーター
櫻井　　馨
寺井　英伸
松隂　　崇
吉町　文暢
演者
北川　勝英
唐原　　悟
植村　祐介
河村　洋太

第２部 18：30～19：30

Theme Live 7
座長
安藤　　弘 藤原　昌彦
コメンテーター
岩崎　義弘 宇都宮　誠 加藤　　拓
下司　　徹 佐々木伸也 仲間　達也
ミニレクチャー
深井　邦剛

Theme Live 8
座長
平野　敬典 松岡　俊三
コメンテーター
河田　正仁 木下　　愼 鈴木　健之
曽我　芳光 滝村　英幸 宮澤　　豪

➡P16

➡P18

Advance Live 6
スーパーバイザー
土金　悦夫
座長
浜中　一郎 山本　　孝
コメンテーター
赤羽目聖史 川尻　健司 道明　武範
樋上　裕起 若山　克則
ミニレクチャー
久米　輝善

共催…ニプロ㈱
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CTO Course� Channel�1

4月8日（木）

4月8日（木）午後、草津ハートセンターからCTOライブを放映します。このセッションでは、通常のライブと違い、1例のCTO症例にフォーカス
して、治療の経過すべてを見ていただきます。スーパーバイザーに加藤修先生を迎えて、術前の治療戦略、各局面における最善の手技選
択などをディスカッションしながら、手技成功を目指します。また、最新のCTO治療のトピックをミニレクチャーで紹介します。皆様のご参加を
お待ちします。

中 継 施 設 	 草津ハートセンター
オペレーター	 辻　　貴史（草津ハートセンター）
カテ室コメンテーター	 許　　永勝（草津ハートセンター）
Imagingコメンテーター	 中野　　顯（彦根市立病院）

15:00～16:30 �

Focus Live
CTO Live 1
スーパーバイザー	 加藤　　修
座　　　　長	 岡村　篤徳（桜橋渡辺病院）
	 浜中　一郎（洛和会丸太町病院）
コメンテーター	 小出　正洋（京都岡本記念病院）
	 中井　健仁（奈良県西和医療センター）
	 堀井　　学（市立奈良病院）
	 水谷　一輝（近畿大学病院）
スペシャルミニレクチャー
3D wiringの理論的限界と今後の方向性 
 加藤　　修

共催……朝日インテックJセールス㈱　　	
キヤノンメディカルシステムズ㈱

16:30～18:00 �

Focus Live
CTO Live 2
スーパーバイザー	 大辻　　悟（東宝塚さとう病院）
座　　　　長	 小林　智子（京都桂病院）
	 吉川　糧平（三田市民病院）
コメンテーター	 猪野　　靖（新宮市立医療センター）
	 津田　卓眞（名古屋掖済会病院）
	 西尾　　学（京都田辺中央病院）
	 南　　丈也（ミナミ整形外科内科心血管センター）
ミニレクチャー
Antegrade wire escalation and parallel wire 
technique 
 加藤　大雅（福井県立病院）

共催……朝日インテックJセールス㈱　　	
キヤノンメディカルシステムズ㈱

18:00～20:00 �

CCTI@KCJL2021

第1部　�CT装置の今を徹底解説　�
～これからCT装置導入する人、必見企画！！～

座　　　　長	 奥津　匡暁（新東京病院）
	 玉置　紘也（東可児病院）
ディスカッサント	 粟田　政樹（広域紋別病院）
	 上野　博志（富山大学）
	 進　　智康（東可児病院）
	 山崎　慶太（大阪大学）
	 山田愼一郎（北播磨総合医療センター）
SIEMENS 
 徳永　泰弘（福山循環器病院）
PHILIPS 
 佐々木康二（札幌心臓血管クリニック）
CANON 
 大西　圭一（所沢ハートセンター）
GE 
 松﨑 雄次（国立循環器病研究センター）

第2部　�症例検討　�
～心臓CTをCTO症例で活用する～

座　　　　長	 貞松　研二（大牟田市立病院）
	 田辺　正喜（野崎徳洲会病院）
ディスカッサント	 芹川　　威（福岡和白病院）
	 武田　義弘（市立ひらかた病院）
	 野路　善博（福井県立病院）
	 藤本　善英（国際医療福祉大学成田病院）
	 増田　尚己（上尾中央総合病院）
CTコメンテーター	 仲野　泰啓（九州大学）
CTの血管軸情報を活用した LAD入口部CTOの1例 
 長谷川勝之（東宝塚さとう病院）

18:00～19:10

19:10～20:00
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� Channel�2

	
第11回BAV�Club�@KCJL2021
「緊急回避としてのBAV」

18:00～19:00 第1部　緊急回避としてのBAV
座　　　　長	 岡村　誉之（山口大学医学部附属病院）	 山野　倫代（京都府立医科大学大学院医学系研究科）
ディスカッサー	 笠行　典章（石切生喜病院）	 寒川　浩道（橋本市民病院）
	 鈴木　　恵（奈良県西和医療センター）
	 心不全急性期におけるBAVの考え方 
   髙木　祐介（秋田大学大学院）

	 どのタイミングでBAVをするか、エンドポイントとは? 
   岩崎　正道（兵庫県立淡路医療センター）

Discussion 「BAV前の検査、心エコーだけではだめですか?」 

共催……東レ㈱／東レ・メディカル㈱	
BAV	Club　　　　　　

19:00～20:00 第2部　症例提示
座　　　　長	 嶋田　芳久（城山病院）	 八巻　　多（名寄市立総合病院）
ディスカッサー	 赤羽目聖史（京都岡本記念病院）	 長谷川聡史（馬場記念病院）
	 平沼　永敏（赤穂市民病院）	 山科　　聡（市立長浜病院）
	 当院で経験したBAV症例 
   山科　　聡（市立長浜病院）

	 E-CPR後に緊急BAVを施行した一例 
   赤羽目聖史（京都岡本記念病院）

	 LMT ACS合併severeAS患者の緊急BAV症例 
   平沼　永敏（赤穂市民病院）

	 BAV術中3回目の拡張後に血行動態が破綻した一例 
   長谷川聡史（馬場記念病院）

Discussion 「非TAVI施設で緊急BAVを施行するための体制づくり」

共催……BAV	Club
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Advance Intervention Theater� Channel�1

CTO症例を中心に5例（sub case 1例）を2つのカテ室から放映する予定です。
石灰化や分岐部でのrotablator / OAS / DCAなどのデバイスの役割や新しいAnteowl IVUSの活用方法など議論しながら治療を行
います。

4月9日（金）

中 継 施 設 	 三田市民病院
オペレーター	 片岡　　亨（ベルランド総合病院）	 吉川　糧平（三田市民病院）
　　（手技順）	 中村　　茂（京都桂病院）	
Imagingコメンテーター	 片岡　　亨（ベルランド総合病院）	 大竹　寛雅（神戸大学医学部附属病院）

9:00～10:30 �

Focus Live
Advance Live 1
スーパーバイザー	 大辻　　悟（東宝塚さとう病院）
座　　　　長	 武田　吉弘（りんくう総合医療センター）
	 川﨑　友裕（新古賀病院）
コメンテーター	 伊藤　良明（済生会横浜市東部病院）
	 臼井　公人（舞鶴共済病院）
	 大塚　文之（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）
	 藤田　　博（京都府立医科大学附属北部医療センター）
	 安賀　裕二（住友病院）

共催…アボットメディカルジャパン（同）

10:40～11:20 �

スペシャルセミナー1
「	徹底討論－石灰化治療戦略－」
座　　　長	 松岡　俊三（宇治徳州会病院）
コメンテーター	 永井　宏幸（桜橋渡辺病院）
	 中上　拓男（近江八幡市立総合医療センター）
	 樋上　裕起（大津赤十字病院）
RotablatorTMで冠動脈石灰化病変を克服する！ 
 小出　正洋（京都岡本記念病院）

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
Advance Live 2
スーパーバイザー	 小野　史朗（済生会山口総合病院）
座　　　　長	 小松　宣夫（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）
	 那須　賢哉（豊橋ハートセンター）
コメンテーター	 浅輪浩一郎（守口生野記念病院）
	 榎本　志保（大阪府済生会野江病院）
	 坂本　裕樹（静岡県立総合病院）
	 兵庫　匡幸（京都第一赤十字病院）
	 元廣　将之（関西医科大学）
ミニレクチャー

『初めてのAnteOwl』 
 五十嵐宣明（神戸赤十字病院）

共催…テルモ㈱

14:15～15:45 �

Advance Live 3
スーパーバイザー	 西川　英郎（三重ハートセンター）
座　　　　長	 西野　雅巳（大阪労災病院）
	 矢嶋　純二（心臓血管研究所付属病院）
コメンテーター	 小田　　強（島根県立中央病院）
	 廣畑　　敦（心臓病センター榊原病院）
	 正村　克彦（社会医療法人　財団　中村病院）
	 松田　　晋（浜田医療センター）
	 森　　益規（若草第一病院）
	 横井　宏和（洛和会音羽病院）

15:50～16:10 �

ショートレクチャー1
「	Coroflex	ISAR	NEO	
～New	Generation	Polymer	Free	DES～」
座　　　長	 田村　俊寛（天理よろづ相談所病院）
HBR症例での早期被覆の重要性とCoroflex 
ISAR NEOの可能性 
 谷脇　正哲（所沢ハートセンター）

共催…ニプロ㈱



10

＊スケジュール及び内容は都合により変更される場合があります。

C
hannel 2

C
ha

nne
l 3

C
ha

nne
l 4

C
ha

nne
l 5

C
ha

nne
l 1   4.9

16:15～17:45 �

Focus Live
Advance Live 4
スーパーバイザー	 鈴木　孝彦（豊橋ハートセンター）
座　　　　長	 上田　恭敬（国立病院機構大阪医療センター）
	 志手　淳也（大阪府済生会中津病院）
	 本江　純子（菊名記念病院）
コメンテーター	 上田　　博（高清会	高井病院）
	 関　　淳也（滋賀県立総合病院）
	 平瀬　裕章（高岡みなみハートセンター　みなみの杜病院）
	 福原　　怜（兵庫県立尼崎総合医療センター）
	 八巻　　多（名寄市立総合病院）
ミニレクチャー
ZINRAIを考察する 
 樋上　裕起（大津赤十字病院）

共催…㈱カネカメディックス

18:00～19:30 �

イブニングセミナー1
「	OCT	MLD-MAXアルゴリズムを用
いたCalcification	&	Diffuse	Lesion	
徹底攻略」
18:00～18:30　特別講演
座　　　長	 志手　淳也（大阪府済生会中津病院）
石灰化病変治療におけるOCTの有用性 
 柴田　剛徳（宮崎市郡医師会病院）

18:30～19:30　症例検討会
座　　　長	 大竹　寛雅（神戸大学医学部附属病院）
コメンテーター	 村松　　崇（藤田医科大学）
	 岡本　直高（大阪労災病院）
	 岩崎　正道（兵庫県立淡路医療センター）
回旋枝入口部高度石灰化病変に対し、OCTガイド
PCIが有用であった症例 
 山崎　貴紀（大阪市立大学）
LMT Distal Trifurcation Eccentric Stenosis 
 北川　勝英（金沢循環器病院）
屈曲遠位部の高度石灰化病変のため治療に難渋
した1例 
 山本　哲也（公立豊岡病院）

共催…アボットメディカルジャパン（同）

Advance Intervention Theater� Channel�1

4月9日（金）

CTO症例を中心に5例（sub case 1例）を2つのカテ室から放映する予定です。
石灰化や分岐部でのrotablator / OAS / DCAなどのデバイスの役割や新しいAnteowl IVUSの活用方法など議論しながら治療を行
います。

中 継 施 設 	 三田市民病院
オペレーター	 松尾　浩志（八尾徳洲会総合病院）
Imagingコメンテーター	 大竹　寛雅（神戸大学医学部附属病院）
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Theme Live Theater� Channel�2
Theme Live TheaterではPCIライブと教育講演を組み合わせることで、一つの症例を通して多面的に学べるよう企画しています。
今回は、『低腎機能症例に対する腎保護戦略、びまん性病変に対する治療戦略、入口部病変に対するDCA治療、高度石灰化病変に
対するablation治療、CTO病変に対する治療戦略』をテーマとしてライブ症例を準備予定です。皆様の御視聴お待ちしています。

4月9日（金）

中 継 施 設 	 洛和会丸太町病院
オペレーター	 浜中　一郎（洛和会丸太町病院）	 岡田　正治（滋賀県立総合病院）
　　（手技順）	 辻　　貴史（草津ハートセンター）	 小林　智子（京都桂病院）
Imagingコメンテーター	 小林　智子（京都桂病院）		 山口真一郎（洛和会丸太町病院）

9:00～10:30 �

Focus Live
Theme Live 1
スーパーバイザー	 西田　育功（高清会高井病院）
座　　　　長	 新家　俊郎（昭和大学）
	 寺島　充康（豊橋ハートセンター）
コメンテーター	 小堀　裕一（戸田中央総合病院）
	 田辺　正喜（野崎徳洲会病院）
	 坪川　明義（福井赤十字病院）
	 中谷　晋平（JCHO星ヶ丘医療センター）
	 西部　　彰（尼崎新都心病院）
	 樋口　義治（大阪警察病院）

共催…アシスト・ジャパン㈱
ミニレクチャー
低腎機能症例に対する腎保護戦略 
 西尾　壮示（草津ハートセンター）

11:25～12:55 �

Focus Live
Theme Live 2
スーパーバイザー	 中川　義久（滋賀医科大学）
座　　　　長	 木下　法之（康生会武田病院）
	 山田愼一郎（北播磨総合医療センター）
コメンテーター	 岡田　　隆（京都市立病院）
	 奥津　匡暁（新東京病院）
	 高橋　　徹（秋田県立循環器・脳脊髄センター）
	 野村　哲矢（京都中部総合医療センター）
	 廣岡　慶治（大阪府済生会千里病院）

共催…ニプロ㈱
ミニレクチャー
DCAの基本 
 辻本　　充（ベリタス病院）

14:15～15:45 �

Theme Live 3
スーパーバイザー	 松原　徹夫（豊橋ハートセンター）
座　　　　長	 岡村　篤徳（桜橋渡辺病院）
	 坂上　祐司（東住吉森本病院）
コメンテーター	 和泉　匡洋（近畿中央病院）
	 中川　　厚（日本生命病院）
	 松室　明義（清仁会洛西ニュータウン病院）
	 山田　貴之（大手前病院）

15:50～16:10 �
ショートレクチャー2
「	Alphenix	To	the	Next	Stage	
～一瞬をとらえる～」
座　　　長	 川尻　健司（松原徳洲会病院）
演　　　者	 辻　　貴史（草津ハートセンター）

共催…キヤノンメディカルシステムズ㈱

16:15～17:45 �

Focus Live
Theme Live 4
スーパーバイザー	 金谷　法忍（かないわ病院）
座　　　　長	 岡田　正治（滋賀県立総合病院）
	 五十嵐康己（JA北海道厚生連	札幌厚生病院）
コメンテーター	 奥村　啓之（医療法人協仁会小松病院）
	 辻本　　充（ベリタス病院）
	 永松　　航（北摂総合病院）
	 藤田　真也（草津ハートセンター）
	 森田　　孝（大阪急性期・総合医療センター）
	 渡邉　真言（奈良県立医科大学）
ミニレクチャー
石灰化病変に対するOFDI-guided orbital 
atherectomy 
 横井　宏和（洛和会音羽病院）

共催…テルモ㈱、メディキット㈱

18:00～19:30 �
イブニングセミナー2
「	R2P＆IVUS　EVTにどう活かす！？」
座　　　長	 曽我　芳光（小倉記念病院）
穿刺部合併症と対処法（仮) 
 住吉　晃典（桜橋渡辺病院）
複雑症例におけるR2Pの可能性 
 渡邊　大基（日本赤十字社和歌山医療センター）
大腿膝窩動脈領域における高周波IVUSの有用性
-解離の分類と予測因子- 
 島田　健晋（大阪市立大学医学部附属病院）
AnteOwl WR navigates Complex EVT 
 早川　直樹（旭中央病院）

共催…テルモ㈱
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Discussion Theater � Channel�3
KCJL恒例のディスカッションシアターは、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。

4月9日（金）

9:00～10:00 �

石灰化
座　　　　長	 岡村　篤徳（桜橋渡辺病院）
	 山田愼一郎（北播磨総合医療センター）
冠動脈石灰化病変の病理 
 中澤　　学（近畿大学医学部）
冠動脈石灰化病変の画像 
 藤井　健一（関西医科大学）
石灰化病変に対するrotational atherecromy 
 松尾　浩志（八尾徳洲会総合病院）
石灰化病変に対するorbital atherecromy 
 横井　宏和（洛和会音羽病院）

10:05～10:25 �

ショートレクチャー3
「COMBO	Plusステント　アップデート」
座　　　長	 南都　伸介（西宮市立中央病院）
当院におけるCOMBOステントの使用実績とそ
の傾向 
 舩津　篤史（京都桂病院）

共催…オーバスネイチメディカル㈱

10:30～11:30 �

Imaging�guided�PCI
座　　　　長	 大竹　寛雅（神戸大学医学部附属病院）
	 久保　隆史（和歌山県立医科大学）
ディスカッサー	 外海　洋平（大阪大学大学院医学系研究科）
	 名越　良治（大阪府済生会中津病院）
CTが有用であったPCI症例 
 奥津　匡暁（新東京病院）
OCTが有用であったPCI症例 
 中村　大輔（大阪大学大学院医学系研究科）
IVUSが有用であったPCI症例 
 宇津　賢三（兵庫県立姫路循環器病センター）

12:00～13:00 �

Physiology�-�Video�Live
座　　　　長	 辻　　貴史（草津ハートセンター）
	 松尾　仁司（岐阜ハートセンター）
ディスカッサー	 塩野　泰紹（和歌山県立医科大学）
	 高谷　具史（兵庫県立姫路循環器病センター）
	 民田　浩一（西宮渡辺心臓脳・血管センター）
	 中野　　顯（彦根市立病院）
	 藤田　　博（京都府立医科大学附属北部医療センター）
ビデオライブ 藤井　健一（関西医科大学）
ビデオライブ 菊田　雄悦（福山循環器病院）

14:15～15:45 �

SHD
座　　　　長	 新家　俊郎（昭和大学）
	 全　　　完（京都府立医科大学附属病院）
コメンテーター	 天木　　誠（国立循環病研究センター）
	 江原　夏彦（神戸市立医療センター中央市民病院）
	 片岡　　亨（ベルランド総合病院）
	 澤田　隆弘（兵庫県立姫路循環器病センター）
	 田村　俊寛（天理よろづ相談所病院）
	 山本　真功（豊橋ハートセンター）
ショートレクチャー: TAVI後のPCIについて 
 長沼　　亨（新東京病院）
ビデオライブ  
TAVI後のPCIに工夫が必要だった症例 
 高橋　伸幸（兵庫県立姫路循環器病センター）
ビデオライブ  
アグレッシブMitraclipの症例 
 菊池　篤志（大阪急性期・総合医療センター）
Challenging TAVR case 
 桑原　謙典（岸和田徳洲会病院）

15:50～16:10 �
ショートレクチャー5
「	ガイドライン改定に伴うACS二次予防
における脂質管理の推移」
座　　　長	 岡村　篤徳（桜橋渡辺病院）
演　　　者	 山田亮太郎（川崎医科大学附属病院）

共催…アムジェン㈱　　	
アステラス製薬㈱



13

＊スケジュール及び内容は都合により変更される場合があります。

C
ha

nne
l 1

C
hannel 2

C
ha

nne
l 4

C
ha

nne
l 5

C
ha

nne
l 3   4.9

Discussion Theater � Channel�3

16:15～17:45 �

EVT�Challenging�Case
座　　　　長	 河原田修身（阪和記念病院）
	 野崎　洋一（北光記念病院）
ディスカッサー	 笠行　典章（石切生喜病院）
	 川﨑　大三（森之宮病院）
	 上月　　周（大阪府済生会中津病院）
	 住吉　晃典（桜橋渡辺病院）
	 滝内　　伸（東宝塚さとう病院）
高度石灰化を伴った上腸間膜動脈の慢性完全閉塞の
一例 
 小澤　孝明（京都第一赤十字病院）
EVTに合併した急性血栓性大動脈閉塞に対し
AngioJetによる血栓除去が奏功した一例 
 池岡　邦泰（University	Hospitals	Cleveland	Medical	Center）
一期的血行再建を行ったEIA & SFA CTOの一例 
 藤岡　研佐（厚生連高岡病院）
CFA高度石灰化CTO病変に対するdirect needle 
puncture法 
 小池　淳平（京都桂病院）
Radifocusのtailを竹槍状に切断し石灰化を克服した
左SFA長区域閉塞の一例 
 佐分利　誠（京都第二赤十字病院）

4月9日（金）

18:00～19:30 �

イブニングセミナー3
「	SFA治療におけるDrug	Eluting	
Technology	の進化」
座　　　長	 椿本　恵則（京都第二赤十字病院）
	 福永　匡史（森之宮病院）
コメンテーター	 上月　　周（大阪府済生会中津病院）
	 高橋　由樹（大阪赤十字病院）
	 若菜　紀之（京都府立医科大学附属病院）
第一部　講演

DES-3C1Lのススメ 
 加藤　　拓（洛和会音羽病院）
DCB-治療戦略のススメ 
 深井　邦剛（近江八幡市立総合医療センター）

第二部　講演

Ranger DCBの使用経験からわかること 
 福永　匡史（森之宮病院）
DES/DCBテクノロジー支えるポリマーと賦形剤 
 鳥居　　翔（東海大学医学部付属病院）

第三部　総合討論

SFA治療のアルゴリズムを紐解く　 
患者背景、病変背景、患肢重症度

共催…ボストン・サイエンティフィック	ジャパン㈱

KCJL恒例のディスカッションシアターは、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。

18:00～19:30 �
イブニングセミナー4
「	サッポロライブデモンストレーションコース
(SLDC)@KCJL2021症例検討会」
座　　　長	 辻　　貴史（草津ハートセンター）
	 古谷　純吾（華岡青洲記念病院）
コメンテーター	 秋田　雄三（大阪府済生会泉尾病院）
	 永井　宏幸（桜橋渡辺病院）
	 牧口　展子（恵み野病院）
	 八巻　　多（名寄市立総合病院）
Complex PCIの症例 
 樋上　裕起（大津赤十字病院） 
 管家　鉄平（華岡青洲記念病院） 
 小出　正洋（京都岡本記念病院） 
 木谷　俊介（JA北海道厚生連	札幌厚生病院） 
 福原　　怜（兵庫県立尼崎総合医療センター） 
 明上　卓也（北海道医療センター）

� Channel�5
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4月9日（金）

9:00～13:00 �

基礎セッション
ベーシックで分かり易く、カテ室業務で役立つさまざまな内容で企画しまし
た。
業務のキャリアに関係なく分かり易く聞けて、基礎の再確認や新しい知識
の吸収が出来ちゃうKCJLコメディカル毎回恒例のセッションです。

座　　　　長	 中西　基修（草津ハートセンター	臨床工学技士）
	 野崎　暢仁（高の原中央病院	臨床工学技士）
心臓と冠動脈の解剖 
 川村　克年（桜橋渡辺病院	診療放射線技師）
カテ中の心電図を観るポイント 
 清水　速人（倉敷中央病院	臨床検査技師）
心エコーの基礎 
 辻井　正人（三重ハートセンター	臨床検査技師）

座　　　　長	 徳永　政敬（東宝塚さとう病院	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）
カテ室での被ばく軽減 
 垣見　明彦（大阪市立大学医学部附属病院	診療放射線技師）
CAGの読影 
 國井　由花（医療法人社団仙石病院	臨床工学技士）
右心カテ左心カテ、心機能評価 
 二上　倫嗣（星総合病院	臨床工学技士）

座　　　　長	 塩田　裕啓（香芝旭ヶ丘病院	臨床工学技士）
	 野崎　暢仁（高の原中央病院	臨床工学技士）
PCIの基礎 
 稲田　　毅（岐阜ハートセンター	臨床工学技士）
動脈硬化を診る 
 谷岡　　怜（神戸大学医学部附属病院	臨床工学技士）
PCIで使うデバルキングデバイス 
 山口　敏和（あいちハートクリニック	臨床工学技士）

座　　　　長	 塩田　裕啓（香芝旭ヶ丘病院	臨床工学技士）
	 徳永　政敬（東宝塚さとう病院	臨床工学技士）
FFR, Resting Index 
 武田　一哉（舞鶴共済病院		臨床工学技士）
IABPの基礎 
 立山　　洸（大津赤十字病院		臨床工学技士）
ECMO 
 木下　昌樹（岡崎市民病院		臨床工学技士）

9:00～10:00

10:00～11:00

11:00～12:00

12:00～13:00

14:15～15:45 �

急変セッション
急変!1秒でも早く動き出せ!この1秒が患者を救う
心臓治療に携る私たちは万が一の場合の急変に備えなくてはなりません。
日頃から準備しておくことがプロフェッショナルとしての仕事です。
このセッションでは何をどのように準備するのか？
シミュレーションビデオを中心にミニレクチャー・ディスカッション交えながら
職種の垣根を越えて急変について考えます。

座　　　　長	 乾　　由紀（東宝塚さとう病院	看護師）
	 福田　友規（康生会武田病院		臨床工学技士）
コメンテーター	 川野　　彰（康生会武田病院	診療放射線技師）
	 野崎　暢仁（高の原中央病院	臨床工学技士）
	 柳田　開成（三菱京都病院		臨床工学技士）

急変対応に大切なこと 
 福田　友規（康生会武田病院		臨床工学技士）
事前情報を活かす 
 柳田　開成（三菱京都病院		臨床工学技士）

16:15～18:15 �

アブレーション3Dマッピング
「エキスパートの絵心」
Carto、EnSiteで華麗なマップを描くためのテクニックを達人が惜しみなく
伝えます。聞いたあなたは3Dマッピングが楽しくなること間違いなし"

司　　　　会	 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）
パ ネリスト 	 松本　景史（JCHO大阪病院	臨床工学技士）

CARTO 
 徳留　大剛（横浜労災病院	臨床工学技士） 
 塩野　　敦（大阪労災病院	臨床工学技士）
EnSite 
 河藤　壮平（岡山ハートクリニック	臨床工学技士） 
 長瀬　弘行（一宮市立市民病院	臨床工学技士）

18:15～19:15 �

Complexセッション
コメディカルに解るCTO�PCI

CTOのPCIって長いなあ。何をしてるんだろう。そんな疑問ありませんか？
Antegradeとは？Retrogradeとは？分かり易く解説します。

座　　　　長	 徳永　政敬（東宝塚さとう病院	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）
Drコメンテーター	 長谷川勝之（東宝塚さとう病院	循環器科）

コメディカルに解るCTO: Antegrade approach 
 添田　信之（星総合病院	臨床工学技士）
コメディカルに解るCTO: Retrograde approach 
 平田　和也（小樽市立病院	臨床工学技士）

Co-medical Theater� Channel�4
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Advance Intervention Theater Channel�1

3D wiringの拍動モデルのライブと、分岐部、CTOと石灰化病変の3例のライブを放映いたします。Complex PCIの治療において、理論
と経験に依存する部分を明確にして、その融合を如何に行うかを提示できることを目指します。

4月10日（土）

9:00～10:30 �

Advance Live 5 
「Angio ＆ IVUSの3D wiringの実演」
デモンストレーター	 岡村　篤徳（桜橋渡辺病院）
	 吉川　糧平（三田市民病院）
スーパーバイザー	 矢坂　義則（香芝旭ヶ丘病院）
座　　　　長	 辻　　貴史（草津ハートセンター）
	 中村　　茂（京都桂病院）
	 弘永　　潔（福岡市民病院）
コメンテーター	 石原　隆行（関西労災病院）
	 伊藤　大輔（京都第一赤十字病院）
	 岡　　俊治（国立病院機構	呉医療センター）
	 加藤　大雅（福井県立病院）
	 平沼　永敏（赤穂市民病院）
	 山口　淳一（東京女子医科大学）

10:40～11:20 �
スペシャルセミナー3
「	温故知新　～Physiologyの歴史を
振り返り、未来を切り開く！～」
座　　　長	 横井　宏佳（福岡山王病院）
	 寺井　英伸（金沢循環器病院）
Physiologyの臨床活用－2000年代－ 
 根石　陽二（川崎医科大学附属病院）
Clinical update of RFR in daily practice 
 高島　浩明（愛知医科大学病院）

共催…アボットメディカルジャパン（同）

11:25～12:55 �

Focus Live
Advance Live 6
スーパーバイザー	 土金　悦夫（豊橋ハートセンター）
座　　　　長	 浜中　一郎（洛和会丸太町病院）
	 山本　　孝（公立甲賀病院）
コメンテーター	 赤羽目聖史（京都岡本記念病院）
	 川尻　健司（松原徳洲会病院）
	 道明　武範（小倉記念病院）
	 樋上　裕起（大津赤十字病院）
	 若山　克則（三田市民病院）
ミニレクチャー
分岐部側枝拡張の工夫－PBED法について 
 久米　輝善（川崎医科大学附属病院）

共催…アボットメディカルジャパン（同）

13:10�～14:10 �
ランチョンセミナー3
「	ステントを臨床・有限要素法から考察
する」
座　　　長	 吉川　糧平（三田市民病院）
	 全　　　完（京都府立医科大学附属病院）
XIENCE SkypointTM 48mmに期待すること 
 濱嵜　裕司（おおたかの森病院）
有限要素法で斬る、XIENCETMにかかるチカラ 
 樋上　裕起（大津赤十字病院）

共催…アボットメディカルジャパン（同）

中 継 施 設 	 桜橋渡辺病院
オペレーター	 名越　良治（大阪府済生会中津病院）
Imagingコメンテーター	 永井　宏幸（桜橋渡辺病院）
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14:15～15:45 �

Focus Live
Advance Live 7
スーパーバイザー	 華岡　慶一（華岡青洲記念病院）
座　　　　長	 山本　克浩（関西医科大学総合医療センター）
	 阿部　　充（国立病院機構京都医療センター）
	 木下　順久（豊橋ハートセンター）
コメンテーター	 安部　博昭（愛仁会高槻病院）
	 井上　文隆（大和橿原病院）
	 河端　哲也（島根県立中央病院）
	 清水　眞澄（京都九条病院）
	 西尾　壮示（草津ハートセンター）

共催…日本ライフライン㈱
ミニレクチャー

「 Physiological updates  
-OmniWire, SyncVision-」 
 波東　大地（京都府立医科大学附属北部医療センター）

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7
「	“Resolute	OnyxTM”を考察する」
座　　　長	 松岡　俊三（宇治徳州会病院）
演　　　者	 樋上　裕起（大津赤十字病院）

共催…日本メドトロニック㈱

16:15～17:45 �

Focus Live
Advance Live 8
スーパーバイザー	 上田　欽造（高瀬クリニック）
座　　　　長	 吉川　糧平（三田市民病院）
	 及川　裕二（心臓血管研究所付属病院）
	 濱嵜　裕司（おおたかの森病院）
コメンテーター	 於久　幸治（国立病院機構長崎医療センター）
	 貞松　研二（地方独立行政法人大牟田市立病院）
	 武田　輝規（湖東記念病院）
	 鳥羽　敬義（神戸大学）
	 朴　　幸男（関西医科大学総合医療センター）
ミニレクチャー
SYNERGYTM Clinical Outcome in Calcified Lesion 
 柴田　浩遵（大阪府済生会中津病院）

共催…ボストン・サイエンティフィック	ジャパン㈱

18:00～19:30 �
イブニングセミナー5
「	低侵襲に石灰化治療。あなたならど
うする？：SCJ@KCJL2021」
第1部　18:00～18:30
座　　　長	 舛谷　元丸（はくほう会セントラル病院）
コメンテーター	 櫻井　　馨（新百合ヶ丘総合病院）
	 寺井　英伸（心臓血管センター金沢循環器病院）
	 松隂　　崇（埼玉医科大学総合医療センター）
	 吉町　文暢（東海大学医学部付属八王子病院）
基調講演 dRAにおける石灰化病変治療 
 加藤　隆一（東大和病院）
基調講演 石灰化病変のイメージングの見方と対策 
 加治屋　崇（天陽会中央病院）
Discussion
第2部　18:30～19:30
座　　　長	 高橋玲比古（さくら会高橋病院）
コメンテーター	 櫻井　　馨（新百合ヶ丘総合病院）
	 寺井　英伸（心臓血管センター金沢循環器病院）
	 松隂　　崇（埼玉医科大学総合医療センター）
	 吉町　文暢（東海大学医学部付属八王子病院）
通過性良好な超高圧バルーンでの石灰化治療 
 北川　勝英（心臓血管センター金沢循環器病院）
NSEですが、何か？ 
 唐原　　悟（東京曳舟病院）
今私を動かすのはダイヤモンド 
 植村　祐介（安城更生病院）
Rota & Wolverine 
 河村　洋太（東海大学八王子病院）
Discussion

共催…アボットメディカルジャパン（同）　　　　　	
㈱カネカメディックス　　　　　　　　	
テルモ㈱　　　　　　　　　　　　　	
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㈱　　　　　　　　　　　

Advance Intervention Theater� Channel�1

3D wiringの拍動モデルのライブと、分岐部、CTOと石灰化病変の3例のライブを放映いたします。Complex PCIの治療において、理論
と経験に依存する部分を明確にして、その融合を如何に行うかを提示できることを目指します。

中 継 施 設 	 桜橋渡辺病院
オペレーター	 岡村　篤徳（桜橋渡辺病院）	 石原　昭三（耳原総合病院）
　　（手技順）

Imagingコメンテーター	 名越　良治（大阪府済生会中津病院）
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Theme Live Theater� Channel�2Peripheral

今年はwebということで、日本中のEVTエキスパートに御参加いただくことができました。より活発な意見交換をしたいと思います。
SFA治療に対するDCBが3種類になり、前処置方法やDCBの選択方法など、エキスパートの術者とコメンテーターにベストチョイスを議論
していただきながら、知識を深めていきたいと思います。新規デバイスとして今年はステント内再狭窄で認可されたELCA治療も提示したい
と思います。各種IVUSやプレッシャーカテなどの活用法も提示させていただきますので、奮ってご参加ください。

4月10日（土）

中 継 施 設 	 京都桂病院
オペレーター	 舩津　篤史（京都桂病院）		 椿本　恵則（京都第二赤十字病院）
　　（手技順）	 滝内　　伸（東宝塚さとう病院）	 上月　　周（大阪府済生会中津病院）

9:00～10:30 �

Focus Live
Theme Live 5
座　　　　長	 全　　　完（京都府立医科大学附属病院）
	 山本　義人（いわき市医療センター）
コメンテーター	 上林　大輔（市立福知山市民病院）
	 田崎　淳一（日本赤十字社和歌山医療センター）
	 早川　直樹（旭中央病院）
	 原口　拓也（札幌心臓血管クリニック）
	 松久　誠治（高清会高井病院）
	 山岡　輝年（松山赤十字病院）

共催…アシスト・ジャパン㈱　　　　　	
カーディナルヘルスジャパン（同）

ミニレクチャー
Vessel Prepの真髄 
 今井　雄太（済生会滋賀県病院）

共催…ニプロ㈱

10:40～11:20 �
スペシャルセミナー4
「	Rapid	Exchange	FFR	System		
NavvusⅡ		
Coronary	&	Peripheral		
シンプルかつ効率的な評価法につ
いて考える」
座　　　長	 許　　永勝（草津ハートセンター）
EVTにおけるNAVVUSの活用 
 小林　智子（京都桂病院）
冠動脈疾患に対するNavvus catheterの
sweet spot 
 大家　理伸（倉敷中央病院）

共催…アシスト・ジャパン㈱

11:25～12:55 �

Focus Live
Theme Live 6
座　　　　長	 当麻　正直（兵庫県立尼崎総合医療センター）
	 中村　明浩（岩手県立中央病院）
コメンテーター	 飯田　　修（関西労災病院）
	 越田　亮司（豊橋ハートセンター）
	 丹　　通直（カレスサッポロ時計台記念病院）
	 西尾　　学（京都田辺中央病院）
	 松井　朗裕（春日部中央総合病院）
	 宮井　伸幸（康生会武田病院）

共催…日本メドトロニック㈱　	
㈱フィリップス・ジャパン

13:10～13:50 �
ランチョンセミナー4
「	DCB」
座　　　長	 小林　智子（京都桂病院）
Lutonix 14RXのリアルな話 
 椿本　恵則（京都第二赤十字病院）
What does Ranger deliver to us? 
 上月　　周（大阪府済生会中津病院）

共催…ボストン・サイエンティフィック	ジャパン㈱	
㈱メディコン　　　　　　　　　　　
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14:15～15:45 �

Focus Live
Theme Live 7
座　　　　長	 安藤　　弘（春日部中央総合病院）
	 藤原　昌彦（岸和田徳洲会病院）
コメンテーター	 岩崎　義弘（東邦大学医療センター大森病院）
	 宇都宮　誠（TOWN訪問診療所城南院）
	 加藤　　拓（洛和会音羽病院）
	 下司　　徹（彦根市立病院）
	 佐々木伸也（坂総合病院）
	 仲間　達也（東京ベイ・浦安市川医療センター）

共催…㈱フィリップス・ジャパン	
㈱メディコン　　　　

ミニレクチャー
How to select 0.014 guidewire 
～Hydro STガイドワイヤーの可能性～ 
 深井　邦剛（近江八幡市立総合医療センター）

共催…クックメディカルジャパン（同）

15:50～16:10� �
ショートレクチャー8
「	下大静脈フィルター		
～適応から手技の実際～	」
座　　　長	 辻　　明宏（国立循環器病研究センター）
演　　　者	 中村　浩彰（加古川中央市民病院）

共催…クックメディカルジャパン（同）

16:15～17:45 �

Focus Live
Theme Live 8
座　　　　長	 平野　敬典（豊橋ハートセンター）
	 松岡　俊三（宇治徳洲会病院）
コメンテーター	 河田　正仁（明石医療センター）
	 木下　　愼（神戸市立医療センター中央市民病院）
	 鈴木　健之（東京都済生会中央病院）
	 曽我　芳光（小倉記念病院）
	 滝村　英幸（総合東京病院）
	 宮澤　　豪（彦根市立病院）

共催…アシスト・ジャパン㈱　　　　　　　　　	
ボストン・サイエンティフィック	ジャパン㈱

18:00～19:30 �
イブニングセミナー6
「	ステントを使わないインターベンション」
座　　　長	 寺本　智彦（一宮西病院）
	 林　　孝俊（兵庫県立淡路医療センター）
Stentless strategyを見据えたWolverineTM

の使い方 
 水谷　一輝（近畿大学病院）
武蔵野赤十字病院におけるステントレス治療につ
いて 
 足利　貴志（武蔵野赤十字病院）
Late lumen enlargementのメカニズムに迫る 
 舟山　直宏（北海道循環器病院）

共催…アボットメディカルジャパン（同）　　　　	
ニプロ㈱　　　　　　　　　　　　　	
ボストン・サイエンティフィック	ジャパン㈱

Theme Live Theater� Channel�2Peripheral

今年はwebということで、日本中のEVTエキスパートに御参加いただくことができました。より活発な意見交換をしたいと思います。
SFA治療に対するDCBが3種類になり、前処置方法やDCBの選択方法など、エキスパートの術者とコメンテーターにベストチョイスを議論
していただきながら、知識を深めていきたいと思います。新規デバイスとして今年はステント内再狭窄で認可されたELCA治療も提示したい
と思います。各種IVUSやプレッシャーカテなどの活用法も提示させていただきますので、奮ってご参加ください。

中 継 施 設 	 京都桂病院
オペレーター	 舩津　篤史（京都桂病院）		 川﨑　大三（森之宮病院）	
　　（手技順）
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Discussion Theater� Channel�3

4月10日（土）

9:00～10:00 �

Bifurcation
座　　　　長	 木下　法之（康生会武田病院）
	 山田愼一郎（北播磨総合医療センター）
ディスカッサー	 高谷　具史（兵庫県立姫路循環器病センター）
	 兵庫　匡幸（京都第一赤十字病院）
	 横井　研介（佐賀大学医学部附属病院）
KBT（KBI）を極める 
 久米　輝善（川崎医科大学附属病院）
側枝保護法の使い分け： 6Fr Jailed Corsair 
Techniqueの可能性 
 沼澤　洋平（足利赤十字病院）
Provisional ? Planned ?  
2 stent strategyの考え方 
 村里　嘉信（九州医療センター）

10:30～11:30 �

ACS
座　　　　長	 嶋田　芳久（城山病院）
	 中澤　　学（近畿大学医学部）
ディスカッサー	 石原　隆行（関西労災病院）
	 加藤　大雅（福井県立病院）
	 長谷川勝之（東宝塚さとう病院）
	 横井　研介（佐賀大学医学部附属病院）
	 渡邉　真言（奈良県立医科大学）
症例提示: complex ACS症例 
 柴田　浩遵（大阪府済生会中津病院）
ACS症例における至適なimpellaの導入タイミング 
 朔　　啓太（国立循環器病研究センター）

「LMT病変における急性冠症候群の治療戦略」 
どのように補助循環装置を使用していくか？ 
 上野　雅史（近畿大学病院）

12:00～13:00 �

Coronary�Challenging�Case
座　　　　長	 金谷　法忍（かないわ病院）
	 羽田　哲也（さくら会高橋病院）
ディスカッサー	 浅輪浩一郎（守口生野記念病院）
	 木下　　愼（神戸市立医療センター中央市民病院）
	 弘永　　潔（福岡市民病院）
	 山口　淳一（東京女子医科大学）
RotablatorとOASを併用して石灰化のdebulkingを
行うことでステントレス治療が可能となった左冠動脈
高度石灰化病変の一例 
 庄田　光彦（兵庫県立姫路循環器病センター）
RotablatorによるStent ablation後にバルーンラプ
チャーを繰り返す病変を工夫して拡張し得た一例 
 河野　直樹（兵庫県立尼崎総合医療センター）
完全血行再建し得た冠動脈バイパス術後2枝CTO病
変を有する労作性狭心症症例 
 中川　裕也（函館市医師会病院）
Lotus- root-like appearanceを呈した右冠動脈に
対して血管内視鏡を含む複数のmodalityを用いて評
価診断出来た１例 
 片平　征伸（桜橋渡辺病院）

13:10～14:10 �
ランチョンセミナー5
「	RotablatorTMで切り開く石灰化治療
最適解～ROTAWIRETM	Driveがも
たらす可能性～」
座　　　長	 志手　淳也（大阪府済生会中津病院）
RotablatorTMをする上で知っておいて欲しいこと 
 松尾　浩志（八尾徳州会総合病院）
安全かつ積極的に石灰化プラークを切削するには
～Initial Large Rota burr Strategy～ 
 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㈱

KCJL恒例のディスカッションシアターは、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。
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Discussion Theater� Channel�3

14:15～15:45 �

CTO基礎講座
座　　　　長	 石原　昭三（耳原総合病院）
	 吉川　糧平（三田市民病院）
CTO PCIの適応評価と治療戦略の立て方 
 小堀　裕一（戸田中央総合病院）
CTO PCIに必要な事前造影とCT評価 
 奥津　匡暁（新東京病院）
Antegrade apporoachの基本とワイヤー操作 
 川尻　健司（松原徳洲会病院）
Retrograde approachおよびReverse CART 
 加藤　大雅（福井県立病院）

15:50～16:10 �
ショートレクチャー11
「	NHPR	Pullback	guided	PCI	
～各種安静時指標は同等に使用で
きるか？～」
座　　　長	 当麻　正直（兵庫県立尼崎総合医療センター）
演　　　者	 大森　寛行（岐阜ハートセンター）

共催…ゼオンメディカル㈱	
日本ライフライン㈱

16:15～17:45 �

Coronary�Nightmare�Case
座　　　　長	 赤阪　隆史（和歌山県立医科大学）
	 山本　　孝（公立甲賀病院）
ディスカッサー	 安部　博昭（愛仁会高槻病院）
	 椿本　恵則（京都第二赤十字病院	）
	 永松　　航（北摂総合病院）
	 福原　　怜（兵庫県立尼崎総合医療センター）
複数の合併症を引き起こした右冠動脈高度狭窄の1例 
 樋口功太郎（大阪府済生会中津病院）
偏心性石灰化を伴った急性冠症候群症例のステント留
置後の後拡張で冠動脈破裂を来した一例 
 河村明希登（大阪労災病院）
Diamondback360後に冠動脈穿孔を来した症例 
 米田　浩平（徳島赤十字病院）
高度石灰化を伴うLAD分岐部病変にOA施行後, 
blowout型冠動脈穿孔をきたした1例 
 伏村　洋平（京都第二赤十字病院）
PCI中に合併した縦郭内血腫の一症例 
 大塚　開希（国立病院機構長崎医療センター）

4月10日（土）

KCJL恒例のディスカッションシアターは、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。
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Co-medical Theater� Channel�4

4月10日（土）

9:00～10:20 �

緊急カテーテルをもう一度�
僕は緊急を好きになる
緊急カテは色々難しい？ソンナコトナイヨ！これを見れば安心。他施設の工
夫も色々わかる、自分の施設に取り入れて、怖いものなし！

座　　　　長	 中村　康雄（東京蒲田病院	看護師）
	 長谷川由美子（みなみ野循環器病院	臨床工学技士）

Door to balloon TIMEとは 
 村澤　孝秀（東京大学医学部附属病院	臨床工学技士）
いろんな施設の緊急カテの連絡方法、時間短縮の取
り組み 
 木村　　拓（高岡みなみハートセンター	看護師） 
 村瀬　早苗（華岡青洲記念病院	看護師） 
 平川　歩未（北海道医療センター	看護師）
各職種の取り組み～どれくらいで準備できる？受け
入れできる？立ち上げまでの時間、点検の方法や必
要性を知っておこう！！ 
 山下　　翔（豊橋ハートセンター	診療放射線技師） 
 本間　将平（札幌心臓血管クリニック	臨床工学技士）

10:20～11:50 �

ぜったい役立つ
これが検査中の観察ポイントだ！
カテ室看護師のために様々な職種のコメディカルが集結、新人からベテ
ランまで、カテ室看護に必要な知識をアザトカワイく理解できる！

座　　　　長	 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）

緊急カテーテル時の看護のポイント～IABP、PCPS
固定まで 
 小華和美里（小田原循環器病院	看護師）
心電図、IVUS、OCTからIABP、PCPS移動時の注
意点 
 小杉　隆浩（高岡市民病院　臨床工学技士）
診療放射線技師が画像をわかりやすく説明します！ 
 今井　俊輔（岐阜ハートセンター	診療放射線技師）

11:50～13:00 �

超！特別講演　ここでしか聞けないシリーズ
一歩すすんだカテ室看護、みなさんの疑問に応えるアイノミカタ！

座　　　　長	 騰　　由香（神戸市立医療センター中央市民病院）
俺のカテ道。特定行為？はあ？やってましたけど 
 湯面　真吾（山口県済生会山口総合病院	看護師）
実践カテ室看護 
 大竹陸希光（大阪警察病院	看護師）
目指せ！患者もスタッフも安心・安全なカテ室 
 木下　博子（岸和田徳洲会病院	看護師）

13:10～14:10 �
ランチョンセミナー6
「	モバイルエコーECHOMO/BAV用
バルーンCAMEL」
座　　　長	 松本　大典（淀川キリスト教病院）
モバイルエコーECHOMO 
～当院における活用法～ 
 吉岡　佑太（日本生命病院）
CAMELが切り拓くTrans-radial BAV 
 岩崎　正道（兵庫県立淡路医療センター）

共催…ニプロ㈱

14:15～15:45 �

アブレーション基礎�
「電気生理学的特徴で語るPSVT」
聞き慣れない言葉や計測が飛び交う内に診断が終わり、治療についてゆ
くのがやっとなあなた必見です！特徴を整理しながら診断までのポイントを
分かりやすく解説します

司　　　　会	 小倉　敬士（京都府立医科大学附属病院	臨床工学技士）
	 柴田　幸美（近畿大学病院	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）

誘発編 
 飛田　祥伸（兵庫医科大学病院	臨床工学技士）
頻拍編 
 内田　文也（三重ハートセンター	臨床検査技師）
エンドポイント編 
 筏　　雄亮（桜橋渡辺病院	臨床工学技士）

16:15～17:45 �

イメージングセッション
イメージングを臨床で活用するには何が大切？

イメージングモダリティが進化しデバルキングデバイスが普及するに連れ、
「ややこしいなぁ」「何を観察すればいいのかかな？」といった不安も芽生え
るのではないでしょうか。
このセッションではイメージングモダリティで視るべきポイントを症例ベース
でわかりやすく解説します。

座　　　　長	 塩田　裕啓（香芝旭ヶ丘病院	臨床工学技士）
	 谷岡　　怜（神戸大学医学部附属病院	臨床工学技士）
コメンテーター	 中川　透（金沢医科大学病院	臨床工学技士）

症例で学ぶIVUSとOCT 
 白樫　貴宏（大阪府済生会中津病院	臨床工学技士）
DCAに活かすイメージング 
 渡邊佳代子（京都桂病院	臨床工学技士）
Rotaに活かすイメージング 
 北里　祐樹（東宝塚さとう病院	臨床工学技士）
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9:00～11：30 �

ビデオライブ「ベントール」
座　　　　長	 小山　忠明（神戸市立医療センター中央市民病院）
	 村上　博久（兵庫県立姫路循環器病センター）
コメンテーター	 坂口　元一（近畿大学病院）
	 塩瀬　　明（九州大学）
	 湊谷　謙司（京都大学医学部附属病院）
再手術としてのBentall手術 
 伊藤　敏明（名古屋第一赤十字病院）
Stanford A型急性大動脈解離でのBentall手術 
 上原　京勲（国立循環器病研究センター）
Bentall再手術時の工夫 
 松森　正術（一般財団法人	住友病院）
Bentall手術での工夫 
 福井　寿啓（熊本大学）
ベントール手術で気を付けていること 
 鈴木　友彰（滋賀医科大学）

11:30～12：10　ランチブレイク
※この時間帯でお弁当を配布いたします。

12:10～13:00 �
ランチョンセミナー7
「	冠動脈治療の最前線」
座　　　長	 岡田　健次（神戸大学）
市中教育病院での冠動脈バイパス術 
 西　　宏之（大阪医療センター）
両側内胸動脈を用いたOPCAB 
  下川　智樹 

（日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院/帝京大学医学部附属病院）

共催…テルモ㈱
※セミナー中の飲食はお控えください。

13:10～14:20 �

MEセッション
「弓部置換�脳保護」
座　　　　長	 沼田　　智（京都府立医科大学附属病院）
コメンテーター	 田中　裕史（新東京病院）
	 吉田　　靖（大阪大学大学院医学系研究科）
当院における弓部置換手術の脳保護 
 吉田　匡毅（京都府立医科大学）
弓部置換手術時における当院の脳保護 
 渡邉　恵三（愛仁会高槻病院）
弓部置換時の脳保護法の実際、成績 
 馬場　洋樹（滋賀医科大学医学部附属病院）

14:30～15:40 �

ディベートセッション1 
「�Sutureless�Valve」
座　　　　長	 柴田　利彦（大阪市立大学）
	 西　　宏之（大阪医療センター）
Intuityの経験：サイジングの重要性 
 戸田　宏一（大阪大学）
Perceval初期導入のポイント 
 塩瀬　　明（九州大学）
RATアプローチでのPercevalの使用経験 
 中村　喜次（千葉西総合病院）
右肋間開胸MICSにおけるIntuityの使用経験 
 伊藤　敏明（名古屋第一赤十字病院）

15:50～17:00 �

ディベートセッション2
「この症例どうする？-難渋した症例-」
座　　　　長	 内田　直里（八尾徳洲会総合病院）
	 畔栁　智司（岸和田徳洲会病院）
コメンテーター	 岡本　一真（近畿大学医学部）
	 西村　好晴（和歌山県立医科大学）
bentall術後IEにより、左室流出路再建+DVRを施行し
た症例 
 畔栁　智司（岸和田徳洲会病院）
10年にわたり手術を重ねたマルファン症候群の一例 
 鈴木　友彰（滋賀医科大学）
完全鏡視下MICSにおける出血合併症 
 細羽　創宇（名古屋第一赤十字病院）

KCJL 2021 Surgicalを4月10日（土）に開催いたします。午前中のビデオセッションではベントール手術を取り上げます。composite graft の
縫合、冠動脈ボタンの再建方法、解離症例、再手術症例、基部感染などバラエティーに富んだ症例での手術手技ビデオを供覧しコメンテー
ターの先生も交えて討論する予定です。ランチョンセミナーを挟んで午後からのME セッションでは弓部置換の脳保護について人工心肺技師と
一緒に討論します。ディベートセッションではいよいよ日本でも導入されたsutureless valve を取り上げ、Intuity Elite とPerceval それぞれにつ
いて経験豊富な先生からのレクチャーを予定しています。毎回ホットな議論となる難渋した症例は今回も行う予定です。今回も若手医師から術
者まで楽しむことのできるプログラムになっており、臨床工学技士、看護師の方も心臓手術に接することのできる良い機会になると思います。会
場は参加予定人数の倍近い設定の部屋を用意しており、万全の感染症対策のもと皆様の安全を第一に考えて準備させていただきます。

4月10日（土）
会場：�ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター　

ルーム3�
＊ウェブ配信とのハイブリッド開催

B2F

ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター 
ルーム3 

Floor Plan

ルーム3

受 付



協賛企業一覧
近畿心血管治療ジョイントライブ2021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

（2021年4月6日現在）

Gold

テルモ株式会社

アシスト・ジャパン株式会社

ニプロ株式会社

日本メドトロニック株式会社

株式会社カネカメディックス

アムジェン株式会社

エドワーズライフサイエンス株式会社

オーバスネイチメディカル株式会社

小野薬品工業株式会社

カーディナルヘルスジャパン合同会社

クックメディカルジャパン合同会社

興和株式会社

サノフィ株式会社

シーマン株式会社

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

株式会社島津製作所

ゼオンメディカル株式会社

Silver

Bronze

株式会社フィリップス・ジャパン

朝日インテックJセールス株式会社

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

株式会社メディコン

第一三共株式会社

武田薬品工業株式会社

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

日本メジフィジックス株式会社

日本ライフライン株式会社

株式会社バイタル

株式会社ホクシンメディカル

株式会社増富

メディキット株式会社

持田製薬株式会社

株式会社ライトテック

リヴァノヴァ株式会社
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