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“精緻”

2022.4.14木～16土

岡村　篤徳
（桜橋渡辺病院）

小林　智子
（京都桂病院）

小山　忠明
（神戸市立医療センター中央市民病院）

辻　　貴史
（草津ハートセンター）

浜中　一郎
（洛和会丸太町病院）

吉川　糧平
（三田市民病院）

代表世話人

■ 開催日

2022.4.14木

代表世話人

メルパルク京都
■ 会　場

※Web配信とのハイブリッド開催予定

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

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

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

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専門医認定制度資格更新単位 6点
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SustainableDesignLeanDesignALARADesign

3つのコンセプトで生まれ変わった

血管撮影システムTriniasが

医療の現場をまた一歩、未来へと進めます。

現場の“リアル”を解決する

据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 ［血管撮影システム Trinias］
製造販売認証番号  224ABBZX00053000

血 管 撮 影 シ ス テ ム

Scan me,
feel Trinias!

● A4 / カラー
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Coronary
世話人

岡田　正治
（淡海医療センター）

片岡　亨
（ベルランド総合病院）

木下　法之
（康生会武田病院）

全　　完
（京都府立医科大学）

滝内　伸
（東宝塚さとう病院）

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）

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
（清恵会病院）

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）

畔柳　 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）

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
（ミナミ整形外科・内科循環器科）

高垣　勝
（滋賀県立総合病院）

徳永　政敬
（東宝塚さとう病院）

野崎　暢仁
（高の原中央病院）

KCJL2022 開催にあたって
　“ 精緻 ”

第20回近畿心血管治療ジョイントライブ（KCJL）を 2022年 4月 14日 ( 木 ) から 16日 ( 土 ) の 3
日間開催いたします。
第18回、19回は、コロナの感染状況を鑑みて、Web配信とさせていただきました。現時点で、来春は
会場開催も行える可能性があると判断し、Webと会場開催のHybrid 形式での開催を計画しています。皆様
方の状況を鑑みて、参加方法を選択していただけましたらと考えます。ただし、コロナの感染状況によりま
しては、Webのみでの開催の可能性はございます。今後も、適宜、状況を見極めて、開催方法を決定して
いきたいと思います。今回は、コロナ前とほぼ同様に、ライブ会場2つに加えて、各種コース別の講演会場
もご用意し、この2年間で新たに得られた知見やデバイスも積極的に提示・情報提供を行わせていただくよ
うに、プログラム企画を進めております。
今回のメインテーマは、精緻とさせていただきました。世界に誇る日本人の気質は、精密かつ緻密性です。
日本でPCI が開始されて、40年以上経過しました。PCI には経験と感覚も重要な要素ですが、理論と現象
を基盤としたこの精緻性を手技の根底に据えることで、さらなる日本のPCI の進化へと繋がると考えます。
今回は、このテーマを意識した内容で、開催させていただく所存でございます。
2022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　岡 村 � 篤 徳  　
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ご 案 内
会期　2022年 4月14日（木）～16日（土）

会場　メルパルク京都（Web配信とのハイブリッド開催予定）

参加登録
ウェブサイトより参加登録をお願いいたします。
https://www.kcjl.gr.jp/2022/registration.html
参加登録を頂きました皆様へは、会期前にご登録メールへ視聴URLをご案内いたします。

-  参加登録期間 1： 
2022年2月1日（火）～4月10日（日）
　�メディカル　16,000円�
サージカル（1日券）　5,000円�
コメディカル　3,000円�
企業　16,000円

-  参加登録期間 2： 
2022年4月11日（月）～4月16日（土）
　�メディカル　20,000円�
サージカル（1日券）　5,000円�
コメディカル　4,000円�
企業　20,000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（KCJL 参加登録ページよりダウンロード可能）を
添付ください。

KCJL2022ウェブサイト「参加登録」ページURL：https://www.kcjl.gr.jp/2022/registration.html

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

取得可能単位
CVIT 専門医認定制度資格更新単位　6点
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 専門医認定制度資格更新単位」「CVIT 心血管インターベンション技師制度（ITE）資格更新単位」
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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Co-medical Theater Ⅱ

会議室 B

会議室 A

Co-medical Theater Ⅰ

Advance Intervention Theater

エレベーター

エレベーター

Faculty Lounge

事務局本部

エレベーター

Theme Live Theater

Discussion Theater Ⅰ

Discussion Theater Ⅱ（4/15）
Surgical Theater（4/16）

7F

6F

5F

4F

8F

Floor Plan

研修室2

研修室3・4

エレベーター

エレベーター

受付

会議室 C

スタジオ1

会議室 D

大文字

参加登録受付　メルパルク京都 6Ｆ
【受付時間】 4/14木 14：30▶17：30
 4/15金 8：30▶17：00
 4/16土 8：30▶16：00
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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

9：00～10：30 11：25～12：55
Advance Live 2
スーパーバイザー
大辻　　悟
座長
岡田　正治 濱嵜　裕司
コメンテーター
坂本　裕樹 田辺　正喜 朴　　幸男
平沼　永敏 松尾　浩志 松室　明義
山口　淳一
ミニレクチャー
櫻井　将之

14：15～15：45
Advance Live 3
スーパーバイザー
鈴木　孝彦
座長
浜中　一郎 矢嶋　純二
コメンテーター
岡　　俊治 樋口　義治 福原　　怜
藤井　健一 藤田　　博 舛田　一哲
水谷　一輝
ミニレクチャー
小出　正洋

16：15～17：45
Advance Live 4
スーパーバイザー
五十嵐康己
座長
川﨑　友裕 山田愼一郎
コメンテーター
浅輪浩一郎 奥津　匡暁 小堀　裕一
関　　淳也 坪川　明義 兵庫　匡幸
森田　　孝

9：00～10：30
Theme Live 1
スーパーバイザー
小野　史朗
座長
上田　恭敬 阿部　　充
コメンテーター
明石晋太郎 川尻　健司 民田　浩一
中谷　晋平 西部　　彰 正村　克彦
渡邉　真言

11：25～12：55
Theme Live 2
スーパーバイザー
西川　英郎
座長
坂上　祐司 木下　順久
コメンテーター
浅田　紘平 榎本　志保 貞松　研二
柴田　浩遵 中井　健仁 森川　喬生
横井　研介
ミニレクチャー
鈴木　智詞

14：15～15：45
Theme Live 3
スーパーバイザー
矢坂　義則
座長
木下　法之 本江　純子
コメンテーター
和泉　匡洋 岡田　　隆 奥村　啓之
辻本　　充 鳥羽　敬義 松尾　仁司
元廣　将之
ミニレクチャー
池岡　邦泰

16：15～17：45

9：00～10：00
石灰化病変を克服する
座長
片岡　　亨 水谷　一輝
ディスカッサー
木下　順久 樋上　裕起
福原　　怜
演者
山口　智大 江守　裕紀
鹿島　由史 小林　智子

10：30～11：30
Imaging guided PCI
座長
新家　俊郎 山本　克浩
ディスカッサー
小出　正洋 鳥羽　敬義
演者
長谷川勝之 藤井　健一
大竹　寛雅

12：00～13：00
PAD CTOへのEVT
｢達人の流儀｣
座長
河原田修身 滝内　　伸
ディスカッサー
加藤　　拓 田崎　淳一
松岡　俊三
演者
丹　　通直 滝村　英幸
椿本　恵則

14：15～15：45

Advance Intervention Theater 9：00～17：45
ライブ中継施設 …… 三田市民病院 オペレーター（手技順） …… 高谷　具史 永松　　航 中村　　茂 吉川　糧平 長谷川勝之

Imagingコメンテーター …… 五十嵐宣明 大竹　寛雅 若山　克則

Theme Live Theater 9：00～17：45
ライブ中継施設 …… 桜橋渡辺病院 オペレーター（手技順） …… 石原　隆行 全　　　完 片岡　　亨 岡村　篤徳 名越　良治 石原　昭三

Imagingコメンテーター …… 伊藤　大輔 宮井　伸幸

Advance Live 1
スーパーバイザー
志手　淳也
座長
辻　　貴史  弘永　　潔
コメンテーター
赤羽目聖史 角谷　　誠 高島　弘行
寺本　智彦 廣畑　　敦 堀井　　学
八巻　　多

Theme Live 4
スーパーバイザー
許　　永勝
座長
新家　俊郎 中澤　　学
コメンテーター
上田　　博 大塚　文之 小田　　強
田仲　信行 中川　　厚 廣岡　慶治
横井　宏和
ミニレクチャー
久米　輝善

16：15～17：00
SHDケースディスカッション
座長
岡井　　主
当麻　正直
コメンテーター
市堀　泰裕
伊藤　之康
髙木　健督
田村　俊寛
演者
佐賀　俊介
八木　典章
福石　悠太

Discussion Theater Ⅰ 9：00～17：00

16：15～18：00
働き方改革の最前線: 
私たちは何処を目指すべきなのか
「特定行為とタスクシフト」
座長
中川　義久 平田　和也
演者
中川　義久 半崎　隼人 平田　和也
加藤　　守

9：00～11：00
ビギナーからの脱却(1)
イメージングとデバルキング
座長
野崎　暢仁 平田　和也
演者
北里　祐樹 添田　信之 渡邊佳代子
白樫　貴宏

11：00～13：00
心電図パーフェクトレクチャー
座長
福田　友規 三浦　晃裕
演者
辻井　正人 清水　速人 増田　信弥
辻本　紘史 小倉　敬士

14：15～15：45
補助循環法: その原理と仕組み
座長
白樫　貴宏 武田　一哉
演者
鈴木　惟司 木下　昌樹 徳永　政敬

Co-medical Theater Ⅱ 9：00～18：00

9：00～13：00
カテに役立つ基礎知識

座長
谷岡　　怜 徳永　政敬
演者
立山　　洸 安藤　洋亮 國井　由花
二上　倫嗣

第1部 9：00～10：45

座長
武田　一哉 舘　　智子
演者
川野　　彰 玉澤　　充 西谷　佑也
谷岡　　怜 中村　康雄

第2部 10：50～13：00

14：30～15：30
男らしい看護特集１
「こんな世の中に学ぶ楽しさを！
だれでも参加できる、
博士と助手の豚の心臓解剖」
座長
今井　俊輔 中村　康雄
コメンテーター
村澤　孝秀
演者
松本　康宏 湯面　真吾

16：15～18：00
ペースメーカー植込術の実際
座長
小林　　博 中村　佳奈
演者
井野　裕也 野崎　暢仁 三浦　晃裕
高垣　　勝

Co-medical Theater Ⅰ 9：00～18：00

18：00～19：30
ADRの方向性を考える 
-Stingray or Tip detection-
座長
岡村　篤徳 辻　　貴史
コメンテーター
永井　宏幸 横井　研介 吉川　糧平
演者
羽原　真人 鹿島　由史 松田　洋彰
岡村　篤徳 田中　康太

18：00～19：40
ステントを使わないインターベンション 
座長
小林　智子 南都　伸介
演者
舩津　篤史 柴田　浩遵 管家　鉄平
松尾　浩志 楠山　貴教

SHDセッション
低侵襲治療時代のTAVRとSAVRの選択を考える
座長
新家　俊郎 全　　　完
コメンテーター
澤田　隆弘 当麻　正直 中澤　　学
山田愼一郎 山本　真功
演者
伊藤　敏明 桑原　謙典 山田　章貴
ビデオライブ
高橋　伸幸

10：40～11：20
スペシャルセミナー
徹底討論 ～ Blade Master ～
座長
小林　智子
コメンテーター
福原　　怜 水谷　一輝
榎本操一郎
演者
舛田　一哲 宇津　賢三
共催…
ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

10：40～11：20
スペシャルセミナー
“SAKURABASHI Style”
～Novel techniques for complex PCI～
座長
岡村　篤徳
片岡　　亨
演者
田中　康太
鈴木　智詞

共催…ニプロ㈱ テルモ㈱Focus Live & Mini Lecture ㈱カネカメディックスFocus Live & Mini Lecture

13：10～14：10
ランチョンセミナー
Speedy Healing 
～ 今さら聞けないDESの
　 違い ～
座長
浜中　一郎
演者
岩崎　清隆 外海　洋平
共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

15：50～16：10
コーヒーブレイク
セッション
PCIに残された
課題：DM患者
治療最前線
座長
全　　　完
演者
南　　尚賢
共催…
アボットメディカルジャパン（同）

15：50～16：10
コーヒーブレイク
セッション
Guide Wireが
通らないと何も
始まらない！
～コンプレックスEVT
に新たな選択肢～
座長
滝内　　伸
演者
深井　邦剛
共催…
朝日インテックJセールス㈱

9：00～10：30
EVT Challenging Case 1
座長
小松　宣夫 澤田　隆弘
コメンテーター
臼井　公人 住吉　晃典 野村　哲矢
演者
中尾　　優 相川　博音 十倉　大輔
黄　　俊憲 岩崎　義弘 菅江　宏樹

10：30～11：45
Coronary Challenging Case 1
座長
平瀬　裕章 八巻　　多
コメンテーター
岡　　俊治 津田　卓眞
羽田　哲也
演者
浜本　琢郎 松三　博明
横田　　駿 須藤　　究
門井　彰宏

11：45～13：00
Coronary Challenging Case 2
座長
臼井　公人 加藤　大雅
コメンテーター
大塚　開希 道明　武範
舩津　篤史 横井　宏和
演者
西山　茂樹 秦　　武弘
矢部　敬之 河野　直樹
髙松　一明

14：15～15：45
Coronary Challenging Case 3
座長
川尻　健司 瓦林　孝彦
コメンテーター
角谷　　誠 小池　淳平
寺本　智彦 山口　淳一
演者
水上　浩行 東野奈生子
三軒　豪仁 佐々木郁磨
松田　英之 吉田　　律

16：15～18：00
EVT Challenging Case 2
座長
小林　智子 高島　弘行
コメンテーター
笠行　典章 木下　　愼 小池　淳平
滝内　　伸
演者
中村　裕一 児玉　健二 佐々木郁磨
後藤　大輝 稲垣　裕介 西庵　邦彦
永井　泰斗

Discussion Theater Ⅱ 9：00～18：00

15：50～16：10
コーヒーブレイク
セッション
New Digital 
Revolution 
ー新たな展開ー
座長
西田　育功
演者
髙橋　邦彰
山田愼一郎
共催…
ハートフロー・ジャパン（同）

13：10～14：10
ランチョンセミナー
Ultimaster Clinical Update 
～DATAから見えてくる
Ultimaster Nagomiへの期待～
座長
中澤　　学 松岡　俊三
演者
村松　　崇 木下　順久

共催…テルモ㈱

共催…オーバスネイチメディカル㈱
　　　ニプロ㈱
　　　㈱フィリップス・ジャパン
　　　ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱
　　　メディキット㈱

メディキット㈱Focus Live

ニプロ㈱Focus Live

テルモ㈱Focus Live & Mini Lectureアボットメディカルジャパン（同）Focus Live & Mini Lecture

アボットメディカルジャパン（同）Focus Live & Mini Lecture
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➡P11,12

➡P15

➡P16,17

➡P18

➡P19

➡P13,14

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
18：00～19：30
3D wiring
-Open vesselからCTO PCIまで-
座長
岡村　篤徳 浜中　一郎
演者
岡村　篤徳 鈴木　智詞 下地顕一郎
吉川　糧平 石川　正人

【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
小林　智子

コメンテーター
伊藤　良明
長谷川勝之
南　　丈也
山口真一郎
ミニレクチャー
長谷川勝之

CTO Live 1  15：00～16：30
スーパーバイザー
大辻　　悟
座長
浜中　一郎
吉川　糧平

コメンテーター
太田垣宗光
津田　卓眞
樋上　裕起
松野　俊介
ミニレクチャー
松野　俊介

CTO Live 2  16：30～18：00

Advance Intervention Theater 15：00～19：30 ➡P8

15：00～18：00
CCTI@KCJL2022　CTO-PCI に心臓CT はいる？いらない？企画

座長
奥津　匡暁 山田愼一郎
ディスカッサント
武田　義弘 仲野　泰啓
野路　善博 増田　尚己
山崎　慶太 玉置　紘也
演者
Sang-Min Park
貞松　研二

第1部 15：00～16：15　～その壱～
座長
武田　義弘 藤本　善英
ディスカッサント
進　　智康 田辺　正喜
唐原　　悟 福原　　怜
山田愼一郎
演者
奥津　匡暁 芹川　　威
仲野　泰啓

第2部 16：15～18：00　～その弐～

演者
佐藤　達志
宇津　賢三

18：00～18：45
皆さん、どんな患者に
BAVしていますか？

演者
前淵　大輔
宇津　賢三

19：15～20：00
BAV後は
どうしてますか？

演者
今西　純一
岩崎　正道

18：45～19：15
バルーンサイズは
どうしていますか？

18：00～20：00
第13回BAV Club @KCJL2022
「BAVを始めてみて不安なことを全部聞いてみました」

共催…東レ㈱／東レ・メディカル㈱、ニプロ㈱、BAV Club

座長
嶋田　芳久 中村　　茂
ディスカッサント
明石晋太郎 石橋　健太 西尾　　亮 八巻　　多

Theme Live Theater 15：00～20：00 ➡P9,10

LIVE LIVE LIVE LIVE

LIVE

LIVE LIVE LIVE LIVE

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㈱

★ 

★

★

★ 

★ 

★ 

★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ 

★ 

★ ★ ★ ★ 

★ ★ 

★ ★ ★ ★ 

★印のセッション収録ビデオを4月22日（金）から1か月間オンデマンド配信いたします。
　ライブセッションのオンデマンド配信はございません。
　ライブ中のミニレクチャーにつきましては、一部配信いたします。
　該当レクチャーは、オンデマンド配信画面上にてご確認いただけます。



Advance Intervention Theater 9：00～17：15

Theme Live Theater 9：00～17：15

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

４
月
16
日 

㈯

9：00～10：30 11：10～12：40
Advance Live 6
スーパーバイザー
上田　欽造
座長
吉川　糧平 寺島　充康
コメンテーター
伊藤　大輔 太田垣宗光 高橋　　徹
武田　輝規 道明　武範 中村　大輔

13：55～15：25
Advance Live 7
スーパーバイザー
華岡　慶一 林　　孝俊
座長
山本　　孝 久保　隆史
コメンテーター
石原　隆行 上原　良樹 名越　良治
西尾　壮示 樋上　裕起 平瀬　裕章
ミニレクチャー
浜中　一郎

15：45～17：15
Advance Live 8
スーパーバイザー
西田　育功
座長
片岡　　亨 那須　賢哉
コメンテーター
五十嵐宣明 加藤　大雅 小池　淳平
小出　正洋 清水　眞澄 中野　　顯
山田　貴之

9：00～10：30
Theme Live 5
座長
飯田　　修 野崎　洋一 山本　義人
コメンテーター
相川　博音 於久　幸治 滝村　英幸
野村　哲矢
ミニレクチャー
黒田　浩史

11：10～12：40
Theme Live 6
座長
全　　　完 小松　宣夫 田崎　淳一
コメンテーター
上林　大輔 椿本　恵則 西尾　　学
西野　雅巳
ミニレクチャー
植野　啓介

13：55～15：25 15：45～17：15

9：00～10：50
MEワークショップ①
「これが欲しかった！動画で学ぶEPS！」
司会
栗山　　蒼 松本　景史
コメンテーター
内田　文也 塩野　　敦

11：00～12：50
MEワークショップ②
「語らせていただきます。“３Dマッピングの真髄”」
司会
長谷川慎一 山下　友樹
演者
原光　佑一 塩野　　敦 菊池　佳峰

9：00～10：00
分岐部病変を斬る
～目指せ、知識と技術の二刀流～
座長
村里　嘉信 矢坂　義則
ディスカッサー
岩崎　正道 中村　大輔
宮井　伸幸
演者
山田愼一郎 髙木　健督
澤田　隆弘

9：00～13：00
カテ看護総集編

10：30～11：30
ACS Theater
座長
澤田　隆弘 山本　　孝
コメンテーター
浅田　紘平 猪野　　靖
木下　　愼 小出　正洋
ビデオライブ
松濱　考志
演者
岩崎　正道 久保　俊介

11：40～12：40
症例から学ぶ
Physiology guided PCI
座長
木下　法之 松尾　仁司
ディスカッサー
塩野　泰紹 外海　洋平
藤田　　博
演者
田中　信大 菊田　雄悦
川瀬世史明

13：55～15：25
CTO PCI 感覚から理論への脱却
座長
石原　昭三 岡村　篤徳
演者
上田　　博 長谷川勝之 松尾　浩志
永井　宏幸 田辺　正喜 永松　　航

14：15～15：45 16：15～18：00
急変への対処
心を燃やせ! その1秒が患者を救う!
座長
野崎　暢仁 福田　友規
コメンテーター
玉澤　　充 平田　　剛 松尾かおる

ライブ中継施設
　…… 京都桂病院

オペレーター（手技順） …… 岡田　正治　　福原　　怜　　小林　智子
Imagingコメンテーター …… 小林　智子

ライブ中継施設 
　…… 洛和会丸太町病院

オペレーター（手技順） …… 辻　貴史　舩津　篤史　浜中　一郎
カテ室コメンテーター …… 上田　欽造　Imagingコメンテーター …… 上月　周

ライブ中継施設 
　…… 洛和会丸太町病院

オペレーター（手技順） …… 上月　　周　　藤原　昌彦　　川﨑　大三
Imagingコメンテーター …… 山口真一郎

Peripheral

ライブ中継施設 
　…… 京都桂病院

オペレーター（手技順） …… 飯田　　修　　椿本　恵則　　滝内　　伸
Imagingコメンテーター …… 小林　智子

Discussion Theater Ⅰ 9：00～17：00

Co-medical Theater Ⅰ 9：00～18：00

14：15～15：45
PCI デバイスの基礎を学ぶ
座長
塩田　裕啓 柳田　開成
演者
野崎　暢仁 深田　陽平 植田　将史
平田　和也

16：15～18：00
ビギナーからの脱却(2)
今なぜそのデバイス？
座長
白樫　貴宏 深田　陽平
演者
塩田　裕啓 山口　敏和 柳田　開成
舘　　智子

Co-medical Theater Ⅱ 9：00～18：00

12：10～13：10
ランチョンセミナー
座長
村上　博久
演者
小山　忠明

共催…エドワーズライフサイエンス㈱

9：00～12：00
ビデオライブ『AVRにおける各種弁輪拡大の詳細』
座長
畔栁　智司 小山　忠明
コメンテーター
北村　英樹 坂口　元一 恒吉　裕史
演者
小山　忠明 大北　　裕 伊藤　敏明
山岸　正明 江原　夏彦

13：10～13：40
スポンサード
セッションⅠ
『MICSのRedo』
座長
秦　　広樹
演者
岡本　一真
阿部　恒平

14：20～15：50
MEセッション
座長
鈴木　友彰
演者
稲垣　伸光 山本　浩史 大平　順之
岡田　恒典

15：50～17：00
この症例どうする？
-難渋した症例-
座長
西　　宏之
コメンテーター
岡田　健次 湊谷　謙司
演者
榊原　　裕 福井　伸哉
村上　博久

17：10～19：10
Evening Hands-on Seminar
『Bio-Bentall』
演者
福村　好晃
講師
岡本　一真 畔栁　智司 小山　忠明
鈴木　友彰 西　　宏之 沼田　　智
村上　博久

※Hands-onセッションのため、会場開催のみ（Web配信なし）となります。

Surgical Theater 9：00～19：10

Theme Live 7
座長
曽我　芳光 藤原　昌彦 松岡　俊三
コメンテーター
臼井　公人 三軒　豪仁 田村　俊寛
永井　泰斗 宮澤　　豪
ミニレクチャー
川﨑　大三

Theme Live 8
座長
川﨑　大三 丹　　通直 当麻　正直
コメンテーター
加藤　　拓 習田　　龍 住吉　晃典
松田　　晋
ミニレクチャー
福永　匡史

男らしい看護特集２

座長
中村　康雄
村澤　孝秀
コメンテーター
今井　俊輔
湯面　真吾
演者
松本　康宏

①14：15～14：40
ボールで解る心臓の
解剖

座長
中村　康雄
村澤　孝秀
コメンテーター
今井　俊輔
真壁　　伸
松本　康宏
湯面　真吾
演者
中村　友紀

②14：45～15：45
男らしいビデオライブ
デモンストレーション

共催…
アボットメディカルジャパン（同）

13：45～14：15
スポンサード
セッションⅡ
『COR-KNOT』
座長
沼田　智
演者
坂口　太一

共催…㈱バイタル

10：05～10：25
コーヒーブレイク
セッション
HBR症例に対する
Resolute Onyx
の有用性
～添付文書改訂の
根拠と使用経験～
座長
中上　拓男
演者
榎本操一郎

共催…
日本メドトロニック㈱

10：30～11：10
スペシャルセミナー
IIVUSを活用した
Modern PCIを
再考する
座長
藤井　健一
演者
野口　将彦
岡本　直高

10：30～11：10
スペシャルセミナー
EVTにおける
Physiologyの活用
『Pressure 
Catheterへの期待』
座長
中村　　茂
演者
横井　宏佳

共催…
ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

共催…アシスト・ジャパン㈱

12：55～13：55
ランチョンセミナー
”日本発” MLD-MAX 
2Pullback Guided 
SMART PCI
座長
中澤　　学
演者
中村　大輔 小出　正洋

共催…アボットメディカルジャパン（同）

12：55～13：55
ランチョンセミナー
Coroflex ISAR NEO：
the latest data and 
clinical advantages 
of the ultra-thin strut 
DES
座長
高谷　具史
演者
齋藤　聡男 生田　旭宏

共催…ニプロ㈱

15：25～15：45
コーヒーブレイク
セッション
Entry Site 
Management 
for successful 
EVT
座長
高島　弘行
演者
住吉　晃典

共催… テルモ㈱

15：25～15：45
コーヒーブレイク
セッション
CXIは2.3Frに
進化しても
イケてるのか？
座長
藤原　昌彦
演者
福永　匡史

共催… 
クックメディカルジャパン（同）

15：25～15：45
コーヒーブレイク
セッション
ACS二次予防
における積極的
脂質低下療法の
意義
座長
松岡　俊三
演者
樋口　義治

共催… 
アムジェン㈱／
アステラス製薬㈱

15：45～17：00
Coronary Challenging Case 4
座長
大竹　寛雅 小堀　裕一
コメンテーター
猪野　　靖 永井　宏幸
光定　伸浩
演者
山本　隆介 田原奈津子
田中　　慧 政野　智也
中井　健仁

テルモ㈱Mini Lecture

キヤノンメディカルシステムズ㈱Mini Lecture

テルモ㈱、日本メドトロニック㈱Focus Live
ニプロ㈱Mini Lecture

ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱Focus Live
カーディナルヘルスジャパン（同）Mini Lecture

アシスト・ジャパン㈱Focus Live
㈱フィリップス・ジャパンMini Lecture

㈱メディコンFocus Live

低侵襲治療における石灰化病変への挑戦：
SCJ@KCJL2022
座長
高橋玲比古 舛谷　元丸
演者
藤井　健一 大久保宗則 松尾　仁司
木下　法之 中村　　茂 吉町　文暢
笠井　智司 齋藤　　滋

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

SLDC合同ケースカンファレンス@KCJL
『若手術者のComplex PCIへの挑戦』
座長
岡村　篤徳 古谷　純吾
コメンテーター
鈴木　孝英 椿本　恵則 永松　　航
明上　卓也
演者
田中　康太 下岡　良典 舛田　一哲
岩田　周耕

Advance Live 5
スーパーバイザー
赤阪　隆史 松原　徹夫
座長
岡村　篤徳 及川　裕二
コメンテーター
井上　文隆 下司　　徹 嶋田　芳久
武田　吉弘 永松　　航 藤田　真也
森　　益規
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➡P20,21

➡P22,23

➡P24,25

➡P26,27

➡P28 18：00～19：30 ➡P25

18：00～19：30 ➡P25➡P29

LIVE LIVE LIVE LIVE

LIVE LIVE LIVE LIVE

座長
騰　　由香
木下　博子
演者
村澤　孝秀
今井　俊輔
KCJL看護部世話人一同

9：00～9：45
PCI

座長
騰　　由香
木下　博子
演者
鈴木　健之
真壁　　伸
KCJL看護部世話人一同

9：50～11：05
PPI

座長
騰　　由香
大竹陸希光
演者
出口 沙都
KCJL看護部世話人一同

11：10～11：55
ABL 

座長
大竹陸希光
木下　博子
演者
中屋　貴子

12：00～13：00
カテ室のスキンケア
『プロがプロに教える！カテ室ナース
  が知ってお得なスキンケア』 

共催…日本メドトロニック㈱
　　　日本ライフライン㈱

★印のセッション収録ビデオを4月22日（金）から1か月間オンデマンド配信いたします。
　ライブセッションのオンデマンド配信はございません。
　ライブ中のミニレクチャーにつきましては、一部配信いたします。
　該当レクチャーは、オンデマンド配信画面上にてご確認いただけます。

★ 

★ 

★ 

★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ 

★ ★ 

★ ★ ★ ★ 

★

★ ★
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＊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。

Advance Intervention Theater � 7F スタジオ1

4月14日（木）

14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と大辻悟先生を迎えて、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 �

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）

	 小林　智子（京都桂病院）

コメンテーター	 伊藤　良明（済生会横浜市東部病院）

	 長谷川勝之（東宝塚さとう病院）

	 南　　丈也（ミナミ整形外科・内科循環器科）

	 山口真一郎（洛和会丸太町病院）

ミニレクチャー
Importance of perpendicular projections 
for guidewire manipulation 
 長谷川勝之（東宝塚さとう病院）

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㈱

16:30～18:00 �

CTO Live 2
スーパーバイザー	 大辻　　悟（東宝塚さとう病院）

座　　　　長	 浜中　一郎（洛和会丸太町病院）

	 吉川　糧平（三田市民病院）

コメンテーター	 太田垣宗光（関西医科大学総合医療センター）

	 津田　卓眞（名古屋掖済会病院）

	 樋上　裕起（大津赤十字病院）

	 松野　俊介（心臓血管研究所付属病院）

ミニレクチャー
The new concept of guidewire 
manipulation in CTO PCI 
 松野　俊介（心臓血管研究所付属病院）

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㈱

18:00～19:30 �

3D wiring　 
-Open vesselからCTO PCIまで-
座　　　　長	 岡村　篤徳（桜橋渡辺病院）

	 浜中　一郎（洛和会丸太町病院）

PCIにおける3D wiringの役割 
 岡村　篤徳（桜橋渡辺病院）

Open vesselへの活用 
 鈴木　智詞（近畿大学奈良病院）

DCAへの活用 
 下地　顕一郎（済生会宇都宮病院）

CTO: Angio-based 3D wiring 
 吉川　糧平（三田市民病院）

CTO: IVUS-based 3D wiring 
 石川　正人（藤田医科大学病院）

CTO: IVUS-based ADR 
 岡村　篤徳（桜橋渡辺病院）
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＊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。

	
CCTI@KCJL2022

15:00～16:15 第1部
CTO-PCI に心臓CT はいる？いらない？企画 ～その壱～

座　　　　長	 奥津　匡暁（新東京病院）	 山田愼一郎（北播磨総合医療センター）

ディスカッサント	 武田　義弘（市立ひらかた病院）	 仲野　泰啓（九州大学）

	 野路　善博（福井県立病院）	 増田　尚己（上尾中央総合病院）

	 山崎　慶太（大阪大学）	 玉置　紘也（東可児病院）

	 The role of CCTA for CTO intervention (tentative) 
   Sang-Min Park（Nowon	Eulji	Medical	Center,	Eulji	University	College	of	Medicine,	Korea）

	 Our perspective on the utilization of cardiac CT for CTO lesions 
   貞松　研二（大牟田市立病院）

16:15～18:00 第2部
CTO-PCI に心臓CT はいる？いらない？企画 ～その弐～

座　　　　長	 武田　義弘（市立ひらかた病院）	 藤本　善英（国際医療福祉大学塩谷病院）

ディスカッサント	 進　　智康（東可児病院）	 田辺　正喜（野崎徳洲会病院）

	 唐原　　悟（東京曳舟病院）	 福原　　怜（兵庫県立尼崎総合医療センター）

	 山田愼一郎（北播磨総合医療センター）

	 症例提示 
   奥津　匡暁（新東京病院）

	 My strategy without CCTA 
   芹川　威（福岡和白病院）

	 My strategy with CCTA 
   仲野　泰啓（九州大学）

Theme Live Theater� 6F 会議室C

4月14日（木）
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＊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。

	
第13回BAV�Club�@KCJL2022
「BAVを始めてみて不安なことを全部聞いてみました」

18:00～18:45 皆さん、どんな患者にBAVしていますか？
座　　　　長	 嶋田　芳久（城山病院）	 中村　　茂（京都桂病院）

ディスカッサント	 明石晋太郎（浜田医療センター）	 石橋　健太（明石医療センター）

	 西尾　　亮（淀川キリスト教病院）	 八巻　　多（名寄市立総合病院）

	 「 失神を繰り返す重症大動脈弁狭窄症を合併する86歳維持透析患者に対する緊急BAVの一例」 
   佐藤　達志（京都桂病院）

	 「BAVを始めて1年目。こういう症例にBAVしました」 宇津　賢三（甲南医療センター）

Discussion	「こんな症例が来たら、実際どうしていますか？」	
	    宇津　賢三（甲南医療センター）

共催…BAV	Club

18:45～19:15 バルーンサイズはどうしていますか？
座　　　　長	 嶋田　芳久（城山病院）	 中村　　茂（京都桂病院）

ディスカッサント	 明石晋太郎（浜田医療センター）	 石橋　健太（明石医療センター）

	 西尾　　亮（淀川キリスト教病院）	 八巻　　多（名寄市立総合病院）

	 「経胸壁心エコーでここまで見よう！」 
    今西　純一（兵庫県立淡路医療センター）

	 「淡路ではこうしています！」 
    岩崎　正道（兵庫県立淡路医療センター）

Discussion	「この症例なら何mmから何mm？」	
	    岩崎　正道（兵庫県立淡路医療センター）

共催…ニプロ㈱　	
BAV	Club

19:15～20:00 BAV後はどうしてますか？
座　　　　長	 嶋田　芳久（城山病院）	 中村　　茂（京都桂病院）

ディスカッサント	 明石晋太郎（浜田医療センター）	 石橋　健太（明石医療センター）

	 西尾　　亮（淀川キリスト教病院）	 八巻　　多（名寄市立総合病院）

	 「BAV後のフォローデータについて」 
    前淵　大輔（新久喜総合病院）

Discussion	1	「Bridge目的のBAVって、実際はどんな流れになっていますか？」	
	    宇津　賢三（甲南医療センター）

Discussion	2	「BAV後の再狭窄は何で判断していますか？再狭窄にはどういう対応されていますか？」	
	    宇津　賢三（甲南医療センター）

共催…東レ㈱／東レ・メディカル㈱	
BAV	Club　 　　　　　

Theme Live Theater� 6F 会議室C

4月14日（木）
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＊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。

Advance Intervention Theater� 7F スタジオ1
三田市民病院からはCTO症例を中心に、石灰化病変を含めた5例の放映を予定しています。
施行可能施設が増えたrotablatorやOASの使い分けの議論やそれぞれのtipsも交えて放映します。
CTO症例においては、retrograde approachは勿論、3D wiringやtip detection法、ADRなどもお見せ出来ればと思っています。

4月15日（金）

中 継 施 設 	 三田市民病院
オペレーター	 高谷　具史（兵庫県立姫路循環器病センター）	 中村　　茂（京都桂病院）
　　（手技順）	 永松　　航（北摂総合病院）

Imagingコメンテーター	 五十嵐宣明（神戸赤十字病院）	 若山　克則（三田市民病院）

9:00～10:30 �

Focus Live
Advance Live 1
スーパーバイザー	 志手　淳也（大阪府済生会中津病院）

座　　　　長	 辻　　貴史（草津ハートセンター）

	 弘永　　潔（福岡市民病院）

コメンテーター	 赤羽目聖史（京都岡本記念病院）

	 角谷　　誠（加古川中央市民病院）

	 高島　弘行（市立長浜病院）

	 寺本　智彦（さくら総合病院）

	 廣畑　　敦（心臓病センター榊原病院）

	 堀井　　学（市立奈良病院）

	 八巻　　多（名寄市立総合病院）

共催…メディキット㈱

10:40～11:20 �

スペシャルセミナー
「	徹底討論	～	Blade	Master	～」
座　　　長	 小林　智子（京都桂病院）

コメンテーター	 福原　　怜（兵庫県立尼崎総合医療センター）

	 水谷　一輝（近畿大学病院）

	 榎本操一郎（天理よろづ相談所病院）

石灰化病変でのWolverineTM有効活用を考える 
 舛田　一哲（宇治徳洲会病院）

非石灰化にもWolverineTMという選択 
 宇津　賢三（甲南医療センター）

共催…ボストン・サイエンティフィック	ジャパン㈱

11:25～12:55 �

Focus Live
Advance Live 2
スーパーバイザー	 大辻　　悟（東宝塚さとう病院）

座　　　　長	 岡田　正治（淡海医療センター）

	 濱嵜　裕司（おおたかの森病院）

コメンテーター	 坂本　裕樹（静岡県立総合病院）

	 田辺　正喜（野崎徳洲会病院）

	 朴　　幸男（関西医科大学総合医療センター）

	 平沼　永敏（赤穂市民病院）

	 松尾　浩志（八尾徳洲会総合病院）

	 松室　明義（清仁会洛西ニュータウン病院）

	 山口　淳一（東京女子医科大学）

ミニレクチャー
PCI Complex lesion -LMT treatment- 
 櫻井　将之（おおたかの森病院）

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
「	Speedy	Healing	～	今さら聞けない
DESの違い	～」
座　　　長	 浜中　一郎（洛和会丸太町病院）

エキスパートに学ぶ！ステント医工学 
 岩崎　清隆（早稲田大学先端生命医科学センター）

ステント留置後の血管Healingってどれも同じな
の？～ MECHANISM AMI RCT ～ 
 外海　洋平（大阪大学大学院医学系研究科）

共催…ボストン・サイエンティフィック	ジャパン㈱
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＊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。

Advance Intervention Theater� 7F スタジオ1
三田市民病院からはCTO症例を中心に、石灰化病変を含めた5例の放映を予定しています。
施行可能施設が増えたrotablatorやOASの使い分けの議論やそれぞれのtipsも交えて放映します。
CTO症例においては、retrograde approachは勿論、3D wiringやtip detection法、ADRなどもお見せ出来ればと思っています。

4月15日（金）

14:15～15:45 �

Focus Live
Advance Live 3
スーパーバイザー	 鈴木　孝彦（豊橋ハートセンター）

座　　　　長	 浜中　一郎（洛和会丸太町病院）

	 矢嶋　純二（心臓血管研究所付属病院）

コメンテーター	 岡　　俊治（県立広島病院）

	 樋口　義治（大阪警察病院）

	 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　　博（西宮渡辺心臓脳・血管センター）

	 舛田　一哲（宇治徳州会病院）

	 水谷　一輝（近畿大学病院）

ミニレクチャー
Bifurcation LesionにNagomiは和むのか？ 
 小出　正洋（京都岡本記念病院）

共催…テルモ㈱

15:50～16:10 �

コーヒーブレイクセッション
「	PCIに残された課題：DM患者治療
最前線」
座　　　長	 全　　　完（京都府立医科大学附属病院）

Complex CaseにおけるXIENCEの強み 
 南　　尚賢（北里大学）

共催…アボットメディカルジャパン（同）

16:15～17:45 �

Advance Live 4
スーパーバイザー	 五十嵐康己（JA北海道厚生連	札幌厚生病院）

座　　　　長	 川﨑　友裕（新古賀病院）

	 山田愼一郎（北播磨総合医療センター）

コメンテーター	 浅輪浩一郎（守口生野記念病院）

	 奥津　匡暁（新東京病院）

	 小堀　裕一（戸田中央総合病院）

	 関　　淳也（滋賀県立総合病院）

	 坪川　明義（福井赤十字病院）

	 兵庫　匡幸（京都第一赤十字病院）

	 森田　　孝（大阪急性期・総合医療センター）

18:00～19:30 �

ADRの方向性を考える  
-Stingray or Tip detection-
座　　　　長	 岡村　篤徳（桜橋渡辺病院）

	 辻　　貴史（草津ハートセンター）

コメンテーター	 永井　宏幸（近畿大学奈良病院）

	 横井　研介（佐賀大学医学部附属病院）

	 吉川　糧平（三田市民病院）

日本のStingray-ADR手技 
 羽原　真人（豊橋ハートセンター）

Stingray-ADRの成功率を上げるには 
 鹿島　由史（医療法人	札幌ハートセンター	札幌心臓血管クリニック）

New ADR wire: Conquest Pro 12 STの活用法 
 松田　洋彰（名古屋ハートセンター）

Tip detection-ADRとは 
 岡村　篤徳（桜橋渡辺病院）

Tip detection-ADRの症例提示 
 田中　康太（桜橋渡辺病院）

中 継 施 設 	 三田市民病院
オペレーター	 吉川　糧平（三田市民病院）	 長谷川勝之（東宝塚さとう病院）
　　（手技順）

Imagingコメンテーター	 五十嵐宣明（神戸赤十字病院）	 大竹　寛雅（神戸大学医学部附属病院）

	 若山　克則（三田市民病院）
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＊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。

Theme Live Theater� 6F 会議室C
石灰化、分岐部、CTO病変でのテーマ別に、最新の知見と手技を取り入れながらも、日常臨床に活かせる教育的内容でのライブを行わせ
ていただきます。PCIを始めて5～10年目の先生方に是非ご視聴いただければと思います。

4月15日（金）

中 継 施 設 	 桜橋渡辺病院
オペレーター	 石原　隆行（関西労災病院）	 全　　　完（京都府立医科大学附属病院）
　　（手技順）	 片岡　　亨（ベルランド総合病院）

Imagingコメンテーター	 伊藤　大輔（京都第一赤十字病院）

9:00～10:30 �

Focus Live
Theme Live 1
スーパーバイザー	 小野　史朗（済生会山口総合病院）

座　　　　長	 上田　恭敬（国立病院機構大阪医療センター）

	 阿部　　充（国立病院機構京都医療センター）

コメンテーター	 明石晋太郎（浜田医療センター）

	 川尻　健司（松原徳洲会病院）

	 民田　浩一（社会医療法人愛仁会明石医療センター）

	 中谷　晋平（兵庫県立西宮病院）

	 西部　　彰（尼崎新都心病院）

	 正村　克彦（社会医療法人財団中村病院）

	 渡邉　真言（奈良県立医科大学）

共催…ニプロ㈱

10:40～11:20 �

スペシャルセミナー
「	“SAKURABASHI	Style”		
～Novel	techniques	for	complex	PCI～」
座　　　長	 岡村　篤徳（桜橋渡辺病院）

	 片岡　　亨（ベルランド総合病院）

GUIDEPLUS 5Frを使用した“NIP-Lock”の 
有用性の検討と実臨床での利用 
 田中　康太（桜橋渡辺病院）

DCAの閾値を下げる！Tip detection 法を用い
たDCA 
 鈴木　智詞（近畿大学奈良病院）

共催…ニプロ㈱

11:25～12:55 �

Focus Live
Theme Live 2
スーパーバイザー	 西川　英郎（三重ハートセンター）

座　　　　長	 坂上　祐司（清恵会病院）

	 木下　順久（豊橋ハートセンター）

コメンテーター	 浅田　紘平（滋賀医科大学附属病院）

	 榎本　志保（大阪府済生会野江病院）

	 貞松　研二（大牟田市立病院）

	 柴田　浩遵（大阪府済生会中津病院）

	 中井　健仁（奈良県西和医療センター）

	 森川　喬生（心臓病センター榊原病院）

	 横井　研介（佐賀大学医学部附属病院）

ミニレクチャー
Tip detection法のtips ～初期から観た3年～ 
 鈴木　智詞（近畿大学奈良病院）

共催…テルモ㈱

13:10～14:10 �
ランチョンセミナー
「	Ultimaster	Clinical	Update		
～DATAから見えてくるUltimaster	
Nagomiへの期待～」
座　　　長	 中澤　学（近畿大学医学部）

	 松岡　俊三（宇治徳洲会病院）

MASTER DAPTからの知見を実臨床に活かす 
 村松　　崇（藤田医科大学病院）

分岐部治療におけるUltimaster Nagomiへの
期待 
 木下　順久（豊橋ハートセンター）

共催…テルモ㈱
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＊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。

Theme Live Theater� 6F 会議室C
石灰化、分岐部、CTO病変でのテーマ別に、最新の知見と手技を取り入れながらも、日常臨床に活かせる教育的内容でのライブを行わせ
ていただきます。PCIを始めて5～10年目の先生方に是非ご視聴いただければと思います。

4月15日（金）

14:15～15:45 �

Focus Live
Theme Live 3
スーパーバイザー	 矢坂　義則（公立豊岡病院）

座　　　　長	 木下　法之（康生会武田病院）

	 本江　純子（菊名記念病院）

コメンテーター	 和泉　匡洋（近畿中央病院）

	 岡田　　隆（京都市立病院）

	 奥村　啓之（医療法人協仁会小松病院）

	 辻本　　充（ベリタス病院）

	 鳥羽　敬義（神戸大学）

	 松尾　仁司（岐阜ハートセンター）

	 元廣　将之（関西医科大学）

ミニレクチャー
『High Risk PCIにおけるOCTの役割』 
 池岡　邦泰（大阪医療センター）

共催…アボットメディカルジャパン（同）

15:50～16:10 �

コーヒーブレイクセッション
「	New	Digital	Revolution		
－新たな展開－」
座　　　長	 西田　育功（高清会高井病院）

Latest Update -CT+FFRCTの有用性- 
 髙橋　邦彰（近畿大学）

My New Digital World -FFRCTの活用法- 
 山田愼一郎（北播磨総合医療センター）

共催…ハートフロー・ジャパン（同）

16:15～17:45 �

Focus Live
Theme Live 4
スーパーバイザー	 許　　永勝（草津ハートセンター）

座　　　　長	 新家　俊郎（昭和大学）

	 中澤　　学（近畿大学医学部）

コメンテーター	 上田　　博（高清会	高井病院）

	 大塚　文之（国立循環器病研究センター）

	 小田　　強（島根県立中央病院）

	 田仲　信行（大津市民病院）

	 中川　　厚（日本生命病院）

	 廣岡　慶治（大阪府済生会千里病院）

	 横井　宏和（洛和会音羽病院）

ミニレクチャー
分岐部攻略「PBED」 
 久米　輝善（川崎医科大学）

共催…㈱カネカメディックス

18:00～19:40 �

「ステントを使わないインターベンション」
座　　　長	 小林　智子（京都桂病院）

	 南都　伸介（西宮市立中央病院）

ステントレス治療におけるDiamondbackの使い所 
 舩津　篤史（京都桂病院）

高度石灰化病変に対するNon-stent strategy 
～Rotablator ™ + Wolverine ™の併用～ 
 柴田　浩遵（大阪府済生会中津病院）

Aperta NSEを用いたstent-less治療 
 管家　鉄平（華岡青洲記念病院）

ステントレスストラテジー ScoreflexTRIOの可能性 
 松尾　浩志（八尾徳洲会総合病院）

AngioSculpt Evoの通過性とスコアリング効果の両立 
 楠山　貴教（ツカザキ病院）

共催…オーバスネイチメディカル㈱　　　　　	
ニプロ㈱　　　　　　　　　　　		　	
㈱フィリップス・ジャパン　　　　　 	　	
ボストン・サイエンティフィック	ジャパン㈱	
メディキット㈱　　　　　　　　　　　

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）	 名越　良治（大阪府済生会中津病院）
　　（手技順）	 石原　昭三（耳原総合病院）

Imagingコメンテーター	 宮井　伸幸（康生会武田病院）
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＊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。

Discussion TheaterⅠ � 6F 会議室D
KCJLで恒例となっておりますディスカッションシアターです。本セッションでは、ライブでは伝えることの出来ない様々なテクニックや明日から
のインターベンションに使える知識を参加者の皆様とともにディスカッションするセッションです。奮ってのご参加をお待ちしています。

4月15日（金）

9:00～10:00 �

石灰化病変を克服する
座　　　　長	 片岡　　亨（ベルランド総合病院）

	 水谷　一輝（近畿大学病院）

ディスカッサー	 木下　順久（豊橋ハートセンター）

	 樋上　裕起（大津赤十字病院）

	 福原　　怜（兵庫県立尼崎総合医療センター）

俺のAtherectomy 理論 (deviceの使い分けと安全
かつ至適実施のための考え方) 
 山口　智大（大阪公立大学）

俺のAtherectomy 理論 (deviceの使い分けと安全
かつ至適実施のための考え方) 
 江守　裕紀（和歌山県立医科大学）

Rotablatorの理論/屈曲病変の克服方法 
 鹿島　由史（医療法人	札幌ハートセンター	札幌心臓血管クリニック）

OASの理論/安全な使い方・こんな使い方は合併症が
起こる 
 小林　智子（京都桂病院）

10:30～11:30 �

Imaging guided PCI
座　　　　長	 新家　俊郎（昭和大学）

	 山本　克浩（関西医科大学総合医療センター）

ディスカッサー	 小出　正洋（京都岡本記念病院）

	 鳥羽　敬義（神戸大学）

CT所見を石灰化治療戦略に活かす 
 長谷川勝之（東宝塚さとう病院）

IVUS所見を石灰化治療戦略に活かす 
 藤井　健一（関西医科大学）

OFDI/OCT所見を石灰化治療戦略に活かす 
 大竹　寛雅（神戸大学医学部附属病院）

12:00～13:00 �

PAD CTOへのEVT｢達人の流儀｣
座　　　　長	 河原田修身（阪和記念病院）

	 滝内　　伸（東宝塚さとう病院）

ディスカッサー	 加藤　　拓（洛和会音羽病院）

	 田崎　淳一（日本赤十字社和歌山医療センター）

	 松岡　俊三（宇治徳洲会病院）

AI領域 
 丹　　通直（カレスサッポロ時計台記念病院）

FP領域 
 滝村　英幸（総合東京病院）

BK領域 
 椿本　恵則（京都第二赤十字病院）

14:15～15:45 �

SHDセッション　 
低侵襲治療時代のTAVRとSAVRの選択を考える
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	 澤田　隆弘（加古川中央市民病院）

	 当麻　正直（兵庫県立尼崎総合医療センター）

	 中澤　　学（近畿大学医学部）

	 山田愼一郎（北播磨総合医療センター）

	 山本　真功（豊橋ハートセンター）

Keynote Lecture： MICS AVR最新の話題 
 伊藤　敏明（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院）

高度腎機能障害を伴う有症候性severe ASに対し
TAVIを選択した一例 
 桑原　謙典（岸和田徳洲会病院）

パーキンソン病、レビー小体型認知症の症例に対する
MICS AVR 
 山田　章貴（北播磨総合医療センター）

ビデオライブ: Mitraclip 
 高橋　伸幸（兵庫県立姫路循環器病センター）

15:50～16:10 �

コーヒーブレイクセッション
「	Guide	Wireが通らないと何も始まら
ない！～コンプレックスEVTに新たな
選択肢～」
座　　　長	 滝内　　伸（東宝塚さとう病院）

演　　　者	 深井　邦剛（近江八幡市立総合医療センター）

共催…朝日インテックJセールス㈱

16:15～17:00 �

SHDケースディスカッション
座　　　　長	 岡井　　主（大阪公立大学）

	 当麻　正直（兵庫県立尼崎総合医療センター）

コメンテーター	 市堀　泰裕（大阪警察病院）

	 伊藤　之康（西宮渡辺心臓脳・血管センター）

	 髙木　健督（国立循環器病研究センター）

	 田村　俊寛（天理よろづ相談所病院）

膜様部中隔瘤を合併する重症大動脈弁狭窄症に対し
て経カテーテル大動脈弁植え込み術を行った一例 
 佐賀　俊介（兵庫県立尼崎総合医療センター）

TAVI弁の選択を再考するきっかけとなったsmall 
annulusの１例 
 八木　典章（滋賀医科大学医学部附属病院）

維持透析加療中に心肺停止をきたした再発性重症大
動脈弁狭窄症に対して急性期にAVRを行った1例 
 福石　悠太（兵庫県立淡路医療センター）
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＊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。

Discussion TheaterⅡ � 8F 大文字

4月15日（金）

9:00～10:30 �

EVT Challenging Case 1
座　　　　長	 小松　宣夫（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）

	 澤田　隆弘（加古川中央市民病院）

コメンテーター	 臼井　公人（舞鶴共済病院）

	 住吉　晃典（桜橋渡辺病院）

	 野村　哲矢（京都中部総合医療センター）

Eluviaのfractureに伴う完全閉塞にEVTを施行した
一例 
 中尾　　優（東京女子医科大学病院）

アクセスルートが限られる症例にR2Pを併用し良好な
治療成績を得た一例 
 相川　博音（東邦大学医療センター大森病院）

膝窩動脈よりSFA-CTOに対してステント留置を行った
症例 
 十倉　大輔（大阪医科薬科大学）

総大腿動脈高度石灰化病変に対しcalc-pick法を用い
て血管内治療を行なった1例 
 黄　　俊憲（京都桂病院）

閉塞を繰り返す人工血管置換術後の膝窩動脈捕捉症
候群に対し、EVTを施行し血行再建に成功した1例 
 岩崎　義弘（京都桂病院）

アプローチの限られたlong CTO病変に対して工夫を
要した一例 
 菅江　宏樹（大阪労災病院）

10:30～11:45 �

Coronary Challenging Case 1
座　　　　長	 平瀬　裕章（高岡みなみハートセンター　みなみの杜病院）

	 八巻　　多（名寄市立総合病院）

コメンテーター	 岡　　俊治（県立広島病院）

	 津田　卓眞（名古屋掖済会病院）

	 羽田　哲也（さくら会高橋病院）

RCA入口部に再狭窄を繰り返す難治性病変に併発し
た冠動脈瘤の1症例 
 浜本　琢郎（長崎医療センター）

高度石灰化を伴うTVDの1例 
 松三　博明（みなみ野循環器病院）

重症3枝病変のST上昇型急性冠症候群に対して経皮
的冠動脈形成術による血行再建を施行して救命した1
例 
 横田　　駿（神戸赤十字病院）

高度な屈曲を伴う石灰化病変に対し, Rotablatorを用
いてstentless PCIを施行した一例 
 須藤　　究（京都桂病院）

2枝CTOを含む3枝病変症例においてCTO retry時に
Rotablatorを要した一例 
 門井　彰宏（神戸赤十字病院）

11:45～13:00 �

Coronary Challenging Case 2
座　　　　長	 臼井　公人（舞鶴共済病院）

	 加藤　大雅（福井県立病院）

コメンテーター	 大塚　開希（国立病院機構長崎医療センター）

	 道明　武範（小倉記念病院）

	 舩津　篤史（京都桂病院）

	 横井　宏和（洛和会音羽病院）

LADの高度石灰化病変の治療中に冠動脈穿孔をきた
し止血に難渋した一例 
 西山　茂樹（埼玉石心会病院）

左室低形成症候群・Fontan術後の大動脈弁盲端に形
成された血栓から血栓閉塞による心筋梗塞を発症した
症例 
 秦　　武弘（東京女子医科大学病院）

治療に難渋した高度石灰化を伴う右冠動脈慢性完全閉
塞病変に対するPCI 
 矢部　敬之（東邦大学医療センター大森病院）

Guidingの安定性不良のRCA近位部CTOに対して
OTW balloonを用いて正確なワイヤー操作が可能と
なった一例 
 河野　直樹（兵庫県立尼崎総合医療センター）

大動脈へ突出したステント内再狭窄に対して経カテー
テル的大動脈弁埋め込み術後に経皮的冠動脈形成術
を施行した一例 
 髙松　一明（京都府立医科大学附属病院）
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＊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。

Discussion TheaterⅡ � 8F 大文字

4月15日（金）

14:15～15:45 �

Coronary Challenging Case 3
座　　　　長	 川尻　健司（松原徳洲会病院）

	 瓦林　孝彦（多根総合病院）

コメンテーター	 角谷　　誠（加古川中央市民病院）

	 小池　淳平（京都桂病院）

	 寺本　智彦（さくら総合病院）

	 山口　淳一（東京女子医科大学病院）

冠動脈内で断裂したワイヤーが回収困難であった一例 
 水上　浩行（寿泉堂綜合病院）

経皮的冠動脈形成術施行2週間後に石灰化結節の進
展による急性冠症候群を発症した1例 
 東野奈生子（関西労災病院）

IVUSガイドにて形成された偽腔にレトロワイヤーが迷
入し、治療に難渋した一例 
 三軒　豪仁（博慈会記念総合病院）

Rota Perfolation 
 佐々木郁磨（名古屋掖済会病院）

左冠動脈主幹部心筋梗塞を合併した大動脈解離に対し
て経皮的冠動脈形成術、PCPS導入後に上行部弓部置
換術を施行し救命しえた一例 
 松田　英之（兵庫県立尼崎総合医療センター）

冠動脈瘤を伴うLMT分岐部, 石灰化病変に対して積極
的なdebulkingとDCBによるStentless PCIで治療
し良好な転機をたどった1例 
 吉田　　律（慈恵医科大学柏病院）

16:15～18:00 �

EVT Challenging Case 2
座　　　　長	 小林　智子（京都桂病院）

	 高島　弘行（市立長浜病院）

コメンテーター	 笠行　典章（香芝生喜病院）

	 木下　　愼（神戸市立医療センター中央市民病院）

	 小池　淳平（京都桂病院）

	 滝内　　伸（東宝塚さとう病院）

EVTで治療しえた特発性上腸間膜動脈解離の１例 
 中村　裕一（星総合病院）

腕頭動脈解離性動脈瘤に対してVIABAHN VBX留置
を行った1例 
 児玉　健二（小倉記念病院）

血栓コントロールのつかなかったSFA-CTO症例 
 佐々木郁磨（名古屋掖済会病院）

高度石灰化膝下病変への血行再建時に断裂した遺残
バルーンの回収に成功したCLTI症例 
 後藤　大輝（京都府立医科大学）

補助循環デバイスの入れ替えに際し、穿刺部トラブル
を来した1例 
 稲垣　裕介（東京女子医科大学病院）

AngioSculpt破裂後に回収困難となった一例 
 西庵　邦彦（森之宮病院）

VIABAHN VBX留置後の急性閉塞に対し、血栓溶解
療法を施行した一例 
 永井　泰斗（三郷中央総合病院）
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＊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。

4月15日（金）

9:00～13:00 �

カテに役立つ基礎知識
「これからカテ室で働く」「基礎を再確認したい」そんなあなたに贈るセッ
ション。
定番のセッションだからこそスペシャルな講師陣・プレゼンテーションは抜
群の完成度	！今回もこのセッションは見逃せません。

9:00～10:45　第1部
座　　　　長	 谷岡　　怜（神戸大学医学部附属病院	臨床工学技士）

	 徳永　政敬（東宝塚さとう病院	臨床工学技士）

心臓と冠動脈の解剖 
 立山　　洸（大津赤十字病院	臨床工学技士）

冠動脈CT 
 安藤　洋亮（草津ハートセンター	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 
 二上　倫嗣（星総合病院	臨床工学技士）

10:50～13:00　第2部
座　　　　長	 武田　一哉（舞鶴共済病院	臨床工学技士）

	 舘　　智子（京都桂病院	臨床工学技士）

被ばく低減 
 川野　　彰（医仁会武田総合病院	放射線技師）

FFRと安静時指標 
 玉澤　　充（北光記念病院	臨床工学技士）

PCIの基本手技 
 西谷　佑也（製鉄記念広畑病院	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）

カテ室で使う薬剤 
 中村　康雄（東京蒲田病院	看護師）

14:30～15:30 �

男らしい看護特集１
「�こんな世の中に学ぶ楽しさを！だれでも参加できる、�
博士と助手の豚の心臓解剖」

このセミナーでは、豚の心臓を解剖します。実際の解剖を理解するのには
いちばん近道だと思います。
解剖を指導するのは皆さんご存知（？）博士と助手です。
冠動脈だけでなく、アブレーションやストラクチャーにも絶対に役立ちます。
徹底的に解剖を理解して、質問して皆さんの理解を深めます。みなさんの
心カテ学習にFingers	Crossed！

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	 村澤　孝秀（東京大学医学部附属病院	臨床工学技士）

演　　　　者	 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）

16:15～18:00 �

ペースメーカー植込術の実際
「カテ室のことは何でも知っておきたい。」
今回はカテ室で行われることも多いペースメーカー植込術にフォーカス！
植え込み手技どんなことしてるの？モードって何？から術後管理まで、ペー
スメーカ患者さんが植え込みから退院までに関わるすべてのスタッフに届
けます。

座　　　　長	 小林　　博（大阪警察病院	臨床検査技師）

	 中村　佳奈（桜橋渡辺病院	看護師）

ペースメーカーの構造と機能 
 井野　裕也（京都桂病院	臨床工学技士）

植込み手術の実際 
 野崎　暢仁（高の原中央病院	臨床工学技士）

モードと設定の考え方 
 三浦　晃裕（奈良県立医科大学附属病院	臨床工学技士）

術後管理と外来フォロー 
 高垣　　勝（滋賀県立総合病院	臨床工学技士）

Co-medical TheaterⅠ� 5F 会議室A
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＊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。

Co-medical TheaterⅡ� 5F 会議室B

4月15日（金）

9:00～11:00 �

ビギナーからの脱却(1)��
イメージングとデバルキング
デバルキングPCIはイメージングがストラテジーを組み立てる。私たちが視
るイメージングモダリティからプラークの性状やロケーションを読み解き、
術者と情報共有。
貴方と術者のコミュニケーションがPCI成功のキーポイント！
更なるスキルアップを目指す貴方へ。アドバンスな世界へ導きます。

座　　　　長	 野崎　暢仁（高の原中央病院	臨床工学技士）

	 平田　和也（小樽市立病院	臨床工学技士）

ROTA 
 北里　祐樹（東宝塚さとう病院	臨床工学技士）

DCA 
 添田　信之（星総合病院	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 
 白樫　貴宏（大阪府済生会中津病院	臨床工学技士）

11:00～13:00 �

心電図パーフェクトレクチャー
いつも満員御礼の心電図レクチャーをより充実させて単独のセッションに
しました。
基礎から実践へと貴方を導きます。

座　　　　長	 福田　友規（康生会武田病院	臨床工学技士）

	 三浦　晃裕（奈良県立医科大学附属病院	臨床工学技士）

心電図の基本 
 辻井　正人（三重ハートセンター	臨床検査技師）

徐脈性不整脈と心停止 
 清水　速人（近森病院	臨床検査技師）

虚血の心電図 
 増田　信弥（京都民医連中央病院	臨床工学技士）

頻脈性不整脈-1  心房細動と心房粗動 
 辻本　紘史（蘇生会総合病院	臨床工学技士）

頻脈性不整脈-2  AVRT、AVNRT、AT 
 小倉　敬士（京都府立医科大学附属病院	臨床工学技士）

14:15～15:45 �

補助循環法:�その原理と仕組み
「さぁ補助循環だ、急ごう。でも...自信がない」
そんなイザというときのために。
補助循環を最前線で動かすプロフェッショナルが、基本的な原理から観
察ポイントまで、分かりやすく解説。
IABP、ECMO、インペラーについて知ってるようで知らなかったニッチな
情報もたっぷりです。

座　　　　長	 白樫　貴宏（大阪府済生会中津病院	臨床工学技士）

	 武田　一哉（舞鶴共済病院	臨床工学技士）

大動脈バルーンパンピング法: IABP 
 鈴木　惟司（京都第一赤十字病院	臨床工学技士）

経皮的心肺補助法: PCPS/ECMO 
 木下　昌樹（岡崎市民病院	臨床工学技士）

補助循環用ポンプカテーテル: IMPELLA 
 徳永　政敬（東宝塚さとう病院	臨床工学技士）

16:15～18:00 �

働き方改革の最前線:�私たちは何処を目指す
べきなのか「特定行為とタスクシフト」
2024年に実施される医師の働き方改革。
私たちコメディカルスタッフが何処を目指すべきなのか？他施設はどうして
いるの？貴方の施設の業務改革に繋げる。
タスクシフト・タスクシェアは自分の業務を改めて考えるチャンスです！

座　　　　長	 中川　義久（滋賀医科大学	循環器内科）

	 平田　和也（小樽市立病院	臨床工学技士）

医師の働き方改革について 
 中川　義久（滋賀医科大学	循環器内科）

特定行為認定看護師より現状報告 
 半崎　隼人（大阪府済生会中津病院	看護師）

臨床工学技士のカテ室でのタスクシフトの現状 
 平田　和也（小樽市立病院	臨床工学技士）

放射線技師のタスクシフト 
 加藤　　守（秋田県立循環器・脳脊髄センター	放射線技師）

C
o

ro
na

ry
Surg

ic
a

l
C

o
-m

e
d

ic
a

l   4.15



20

＊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。

Advance Intervention Theater 7F スタジオ1
Advance Intervention Theaterでは、plaque debulkingを効果的に使用するインターベンションを議論したいと考えています。DCAと
rotablator/OASは、血管内イメージングを活用することで、安全でより効果的な治療結果をえることができます。しかし、これらのdebulking
デバイスは致命的な合併症に繋がることもあり、使用頻度の低い施設では敷居が高くなっています。今回はライブを通じて、これらのデバ
イス使用時のtip & trickを含め、治療戦略の決定方法を議論したいと考えています。活発な討議を宜しくお願いします。

4月16日（土）

9:00～10:30 �

Advance Live 5
スーパーバイザー	 赤阪　隆史（和歌山県立医科大学）

	 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）

	 及川　裕二（心臓血管研究所付属病院）

コメンテーター	 井上　文隆（大和橿原病院）

	 下司　　徹（彦根市立病院）

	 嶋田　芳久（城山病院）

	 武田　吉弘（郡山青藍病院）

	 永松　　航（北摂総合病院）

	 藤田　真也（浜松医療センター）

	 森　　益規（若草第一病院）

10:30～11:10 �

スペシャルセミナー
「	IVUSを活用したModern	PCIを再考
する」
座　　　長	 藤井　健一（関西医科大学）

石灰化病変におけるIVUS Calcium Scoreの活用 
 野口　将彦（東京ベイ・浦安市川医療センター）

LMT病変におけるIVUS-guided optimal 
stenting 
 岡本　直高（大阪労災病院）

共催…ボストン・サイエンティフィック	ジャパン㈱

11:10～12:40 �

Advance Live 6
スーパーバイザー	 上田　欽造（高瀬記念病院）

座　　　　長	 吉川　糧平（三田市民病院）

	 寺島　充康（豊橋ハートセンター）

コメンテーター	 伊藤　大輔（京都第一赤十字病院）

	 太田垣宗光（関西医科大学総合医療センター）

	 高橋　　徹（秋田県立循環器・脳脊髄センター）

	 武田　輝規（湖東記念病院）

	 道明　武範（小倉記念病院）

	 中村　大輔（大阪大学大学院医学系研究科）

12:55～13:55 �
ランチョンセミナー
「	”日本発”	MLD-MAX	2Pullback	
Guided	SMART	PCI」
座　　　長	 中澤　学（近畿大学医学部）

エビデンスに基づくOCTガイドPCI 
 中村　大輔（大阪大学大学院医学系研究科）

Ultreonがもたらす新しいOCTガイドPCI 
 小出　正洋（京都岡本記念病院）

共催…アボットメディカルジャパン（同）

中 継 施 設 	 京都桂病院
オペレーター	 岡田　正治（淡海医療センター）	 福原　　怜（兵庫県立尼崎総合医療センター）
　　（手技順）	 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）

C
o

ro
na

ry   4.14
Surg

ic
a

l
C

o
-m

e
d

ic
a

l
C

o
ro

na
ry   4.16

Surg
ic

a
l

C
o

-m
e

d
ic

a
l



21

＊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。

Advance Intervention Theater 7F スタジオ1

4月16日（土）

午後は冠動脈疾患に対するインターベンションを放映します。高度石灰化病変、LMT分岐部病変、慢性完全閉塞病変等のcomplex 
PCIを、参加されている先生方とdiscussionしながら治療いたします。是非御参加ください。

中 継 施 設 	 洛和会丸太町病院
オペレーター	 辻　　貴史（草津ハートセンター）	 舩津　篤史（京都桂病院）
　　（手技順）	 浜中　一郎（洛和会丸太町病院）

カテ室コメンテーター	 上田　欽造（高瀬記念病院）

Imagingコメンテーター	 上月　　周（大阪府済生会中津病院）

13:55～15:25 �

Advance Live 7
スーパーバイザー	 華岡　慶一（華岡青洲記念病院）

	 林　　孝俊（兵庫県立淡路医療センター）

座　　　　長	 山本　　孝（公立甲賀病院）

	 久保　隆史（公立那賀病院）

コメンテーター	 石原　隆行（関西労災病院）

	 上原　良樹（水戸ブレインハートセンター）

	 名越　良治（大阪府済生会中津病院）

	 西尾　壮示（草津ハートセンター）

	 樋上　裕起（大津赤十字病院）

	 平瀬　裕章（高岡みなみハートセンター　みなみの杜病院）

ミニレクチャー

Alphenix Biplaneの使用経験 
 浜中　一郎（洛和会丸太町病院）

共催…キヤノンメディカルシステムズ㈱

15:25～15:45 �

コーヒーブレイクセッション
「	Entry	Site	Management	for	
successful	EVT」
座　　　長	 高島　弘行（市立長浜病院）

EVT治療での穿刺＆止血マネジメント最前線 
 住吉　晃典（桜橋渡辺病院）

共催…テルモ㈱

15:45～17:15 �
Advance Live 8
スーパーバイザー	 西田　育功（高清会高井病院）

座　　　　長	 片岡　　亨（ベルランド総合病院）

	 那須　賢哉（豊橋ハートセンター）

コメンテーター	 五十嵐宣明（神戸赤十字病院）

	 加藤　大雅（福井県立病院）

	 小池　淳平（京都桂病院）

	 小出　正洋（京都岡本記念病院）

	 清水　眞澄（京都九条病院）

	 中野　　顯（彦根市立病院）

	 山田　貴之（大手前病院）
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＊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。

Theme Live Theater� 6F 会議室CPeripheral

午前は洛和会丸太町病院より放映いたします。我々循環器内科医にとっても、末梢血管に対する治療は必須のものとなりました。さらに
EVTについては多くのデバイスの進化がみられます。Live Demonstrationを通して最新の治療を学べる場にしたいと考えます。

4月16日（土）

中 継 施 設 	 洛和会丸太町病院
オペレーター	 上月　　周（大阪府済生会中津病院）	 藤原　昌彦（岸和田徳洲会病院）
　　（手技順）	 川﨑　大三（森之宮病院）

Imagingコメンテーター	 山口真一郎（洛和会丸太町病院）

9:00～10:30 �

Focus Live
Theme Live 5
座　　　　長	 飯田　　修（関西労災病院）

	 野崎　洋一（北光記念病院）

	 山本　義人（いわき市医療センター）

コメンテーター	 相川　博音（東邦大学医療センター大森病院）

	 於久　幸治（国立病院機構長崎医療センター）

	 滝村　英幸（総合東京病院）

	 野村　哲矢（京都中部総合医療センター）

共催…テルモ㈱　　　 　	
日本メドトロニック㈱

ミニレクチャー

EVTでのOFDIの活用法と撮像方法のtips 
 黒田　浩史（兵庫県立淡路医療センター）

共催…テルモ㈱

10:30～11:10 �

スペシャルセミナー
「	EVTにおけるPhysiolosyの活用
『Pressure	Catheterへの期待』」
座　　　長	 中村　　茂（京都桂病院）

演　　　者	 横井　宏佳（福岡山王病院）

共催…アシスト・ジャパン㈱

11:10～12:40 �

Focus Live
Theme Live 6
座　　　　長	 全　　　完（京都府立医科大学附属病院）

	 小松　宣夫（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）

	 田崎　淳一（日本赤十字社和歌山医療センター）

コメンテーター	 上林　大輔（市立福知山市民病院）

	 椿本　恵則（京都第二赤十字病院）

	 西尾　　学（京都田辺中央病院）

	 西野　雅巳（大阪労災病院）

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
NSE PTAの活きる道 
 植野　啓介（八尾市立病院）

共催…ニプロ㈱

12:55～13:55 �
ランチョンセミナー
「	Coroflex	ISAR	NEO：the	latest	data	
and	clinical	advantages	of	the		
ultra-thin	strut	DES」
座　　　長	 高谷　具史（兵庫県立姫路循環器病センター）

Coroflex ISAR NEO  Ultra thin Strut DES
への期待 
 齋藤　聡男（大阪市立総合医療センター）

Coroflex ISAR NEOの有用性と当院での使用
経験 
 生田　旭宏（倉敷中央病院）

共催…ニプロ㈱
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＊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。

Theme Live Theater� 6F 会議室CPeripheral

4月16日（土）

13:55～15:25 �

Focus Live
Theme Live 7
座　　　　長	 曽我　芳光（小倉記念病院）

	 藤原　昌彦（岸和田徳洲会病院）

	 松岡　俊三（宇治徳洲会病院）

コメンテーター	 臼井　公人（舞鶴共済病院）

	 三軒　豪仁（博慈会記念総合病院）

	 田村　俊寛（天理よろづ相談所病院）

	 永井　泰斗（三郷中央総合病院）

	 宮澤　　豪（彦根市立病院）

共催…アシスト・ジャパン㈱
ミニレクチャー

「CTO病変におけるVassalloⓇGTの使い分け」 
 川﨑　大三（森之宮病院）

共催…カーディナルヘルスジャパン（同）

15:25～15:45 �

コーヒーブレイクセッション
「	CXIは2.3Frに進化してもイケてるの
か？」
座　　　長	 藤原　昌彦（岸和田徳洲会病院）

演　　　者	 福永　匡史（森之宮病院）

共催…クックメディカルジャパン（同）

15:45～17:15 �

Focus Live
Theme Live 8
座　　　　長	 川﨑　大三（森之宮病院）

	 丹　　通直（カレスサッポロ時計台記念病院）

	 当麻　正直（兵庫県立尼崎総合医療センター）

コメンテーター	 加藤　　拓（洛和会音羽病院）

	 習田　　龍（りんくう総合医療センター）

	 住吉　晃典（桜橋渡辺病院）

	 松田　　晋（浜田医療センター）

共催…㈱メディコン
ミニレクチャー

PV.018 OTW IVUSがかなり良い件 
 福永　匡史（森之宮病院）

共催…㈱フィリップス・ジャパン

中 継 施 設 	 京都桂病院
オペレーター	 飯田　　修（関西労災病院）	 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）

Imagingコメンテーター	 小林　智子（京都桂病院）

Theme Live Theaterでは日々進歩している末梢血管治療戦略をライブでup-gradeしたいと考えています。SFA領域では、冠動脈同様
DCB/DESの臨床成績も蓄積されつつあります。CTO病変ではガイドワイヤーのバリエーションのみならず、ワイヤー通過テクニックや併
用デバイスも多様になっています。通常開催のライブでは、気おくれしやすい質問やコメントも、webを活用して気軽にできると思います。ぜ
ひ、参加型ライブとして、皆さんで熱い議論を交わしましょう。 
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＊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。

Discussion TheaterⅠ� 6F 会議室D

4月16日（土）

9:00～10:00 �

分岐部病変を斬る  
〜目指せ、知識と技術の二刀流〜
座　　　　長	 村里　嘉信（国立病院機構九州医療センター）

	 矢坂　義則（公立豊岡病院）

ディスカッサー	 岩崎　正道（兵庫県立淡路医療センター）

	 中村　大輔（大阪大学大学院医学系研究科）

	 宮井　伸幸（康生会武田病院）

LM分岐部のstenting strategy 
～Provisional v.s. 2-stent?～ 
 山田愼一郎（北播磨総合医療センター）

Imagingを活用したLM分岐部治療 
 髙木　健督（国立循環器病研究センター）

LM分岐部におけるDCA活用のポイント 
 澤田　隆弘（加古川中央市民病院）

10:05～10:25 �

コーヒーブレイクセッション
「	HBR症例に対するResolute	Onyxの
有用性～添付文書改訂の根拠と	
使用経験～」
座　　　長	 中上　拓男（近江八幡市立総合医療センター）

演　　　者	 榎本操一郎（天理よろづ相談所病院）

共催…日本メドトロニック㈱

10:30～11:30 �

ACS Theater
座　　　　長	 澤田　隆弘（加古川中央市民病院）

	 山本　　孝（公立甲賀病院）

コメンテーター	 浅田　紘平（滋賀医科大学附属病院）

	 猪野　　靖（新宮市立医療センター）

	 木下　　愼（神戸市立医療センター中央市民病院）

	 小出　正洋（京都岡本記念病院）

ビデオライブ： 
COVID-19時代のSTEMI治療 
 松濱　考志（加古川中央市民病院）

症例提示： 
Slow flow予防を考慮したAMI治療（perfusion 
balloonの有用性) 
 岩崎　正道（兵庫県立淡路医療センター）

ACS治療におけるImpella導入基準 
 久保　俊介（倉敷中央病院）

11:40～12:40 �

症例から学ぶ　Physiology guided PCI
座　　　　長	 木下　法之（康生会武田病院）

	 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）

	 外海　洋平（大阪大学大学院医学系研究科）

	 藤田　　博（西宮渡辺心臓脳・血管センター）

FFR 
 田中　信大（東京医科大学八王子医療センター）

Resting index 
 菊田　雄悦（福山循環器病院）

FFRCT/Angio-based FFR 
 川瀬世史明（岐阜ハートセンター）

13:55～15:25 �

CTO PCI 感覚から理論への脱却
座　　　　長	 石原　昭三（耳原総合病院）

	 岡村　篤徳（桜橋渡辺病院）

CTO病変を有する患者の術前評価・血管造影・ 
PCIの目的 
 上田　　博（高清会	高井病院）

CTO PCIにおける心臓CTの活用 
 長谷川勝之（東宝塚さとう病院）

順行性アプローチ: 基本手技 
 松尾　浩志（八尾徳洲会総合病院）

CTO病変におけるIVUSの応用 
 永井　宏幸（近畿大学奈良病院）

逆行性アプローチ: 基本手技 
 田辺　正喜（野崎徳洲会病院）

CTO PCIの安全性: 合併症を起こさないための 
PCI手技 
 永松　　航（北摂総合病院）

15:25～15:45 �

コーヒーブレイクセッション
「	ACS二次予防における積極的脂質
低下療法の意義」
座　　　長	 松岡　俊三（宇治徳洲会病院）

積極的脂質低下療法による虚血性心疾患リスク
管理 
 樋口　義治（大阪警察病院）

共催…アムジェン㈱　　	
アステラス製薬㈱

KCJLで恒例となっておりますディスカッションシアターです。本セッションでは、ライブでは伝えることの出来ない様々なテクニックや明日から
のインターベンションに使える知識を参加者の皆様とともにディスカッションするセッションです。奮ってのご参加をお待ちしています。

C
o

ro
na

ry   4.14
Surg

ic
a

l
C

o
-m

e
d

ic
a

l
C

o
ro

na
ry   4.16

Surg
ic

a
l

C
o

-m
e

d
ic

a
l



25

＊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。

18:00～19:30 �

「	低侵襲治療における石灰化病変へ
の挑戦：SCJ@KCJL2022」
座　　　長	 高橋　玲比古（さくら会高橋病院）

	 舛谷　元丸（はくほう会セントラル病院）

AI vs 人間の目：石灰化病変の診断 
 藤井　健一（関西医科大学）

Ultrasoundで石灰の奥と裏を読む！ 
 大久保宗則（岐阜ハートセンター）

FFR and FFR CTと石灰化 
 松尾　仁司（岐阜ハートセンター）

Rotaの適応、Rotaの限界 
 木下　法之（康生会武田病院）

ダイヤモンドは砕けない 
 中村　　茂（京都桂病院）

スコアリングバルーンあれこれ 
 吉町　文暢（東海大学医学部付属八王子病院）

今こそさらに細いガイディングカテーテルエクス
テンションを！ 
 笠井　智司（東海大学医学部付属八王子病院）

ショックウエーブ 
 齋藤　　滋（湘南鎌倉総合病院）

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

18:00～19:30 �

SLDC合同ケースカンファレンス@KCJL 
『若手術者のComplex PCIへの挑戦』
座　　　　長	 岡村　篤徳（桜橋渡辺病院）

	 古谷　純吾（華岡青洲記念病院）

コメンテーター	 鈴木　孝英（旭川厚生病院）

	 椿本　恵則（京都第二赤十字病院）

	 永松　　航（北摂総合病院）

	 明上　卓也（北海道医療センター）

演　　　　者	 田中　康太（桜橋渡辺病院）

	 下岡　良典（恵み野病院）

	 舛田　一哲（宇治徳洲会病院）

	 岩田　周耕（名寄市立総合病院）

15:45～17:00 �

Coronary Challenging Case 4
座　　　　長	 大竹　寛雅（神戸大学医学部附属病院）

	 小堀　裕一（戸田中央総合病院）

コメンテーター	 猪野　　靖（新宮市立医療センター）

	 永井　宏幸（近畿大学奈良病院）

	 光定　伸浩（住友病院）

複雑なresidual lumenのため治療に難渋した左回旋
枝高度狭窄の1例 
 山本　隆介（高岡みなみハートセンター）

IVUS tip detection法にてLAD CTOへの治療を経
験した一例 
 田原奈津子（神戸赤十字病院）

balloon stuckによりステント体外抜去を引き起こし
た一症例 
 田中　　慧（関西医科大学総合医療センター）

0.014 inch wireでの病変通過及びRota wireへの
交換に難渋した高度石灰化病変の一例 
 政野　智也（神戸赤十字病院）

高度石灰化を伴う3枝病変に対してロータブレータに
よるデバルキングを行い治療した1例 
 中井　健仁（奈良県西和医療センター）

Discussion TheaterⅠ� 6F 会議室D

4月16日（土）

KCJLで恒例となっておりますディスカッションシアターです。本セッ
ションでは、ライブでは伝えることの出来ない様々なテクニックや明日
からのインターベンションに使える知識を参加者の皆様とともにディ
スカッションするセッションです。奮ってのご参加をお待ちしています。

Co-medical TheaterⅠ� 5F 会議室A

Co-medical TheaterⅡ� 5F 会議室B
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＊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。

Surgical Theater� 8F 大文字

9:00～12:00 �

ビデオライブ 
『AVRにおける各種弁輪拡大の詳細』
座　　　　長	 畔栁　智司（岸和田徳洲会病院）

	 小山　忠明（神戸市立医療センター中央市民病院）

コメンテーター	 北村　英樹（名古屋ハートセンター）

	 坂口　元一（近畿大学医学部）

	 恒吉　裕史（静岡県立総合病院）

Nicks法 
 小山　忠明（神戸市立医療センター中央市民病院）

AVRでのManougiuan法を中心にNicks法以外での
弁輪拡大法 
 大北　　裕（高槻病院）

MICS－AVRでの弁輪拡大 
 伊藤　敏明（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院）

Konno法を用いた大動脈弁輪拡大術 
 山岸　正明（京都府立医科大学）

生体弁SVDに対するTAVIでのValve in Valve 
 江原　夏彦（神戸市立医療センター中央市民病院）

12:10～13:10 �
ランチョンセミナー
座　　　長	 村上　博久（兵庫県立姫路循環器病センター）

PhysioFlexリングを用いた完全鏡視下MICSで
の複雑病変に対する僧帽弁形成術 
 小山　忠明（神戸市立医療センター中央市民病院）

共催…エドワーズライフサイエンス㈱

13:10～13:40 �
スポンサードセッションⅠ 

『MICSのRedo』
座　　　長	 秦　　広樹（徳島大学病院）

再手術例に対するMICS僧帽弁置換 
 岡本　一真（近畿大学医学部）

高度肺癒着症例に対するMICS僧帽弁手術 
 阿部　恒平（聖路加国際病院）

共催…アボットメディカルジャパン（同）

13:45～14:15 �
スポンサードセッションⅡ 

『COR-KNOT』
座　　　長	 沼田　　智（京都府立医科大学）

複雑手術、低侵襲手術におけるCOR-KNOTの有
用性 
 坂口　太一（兵庫医科大学）

共催…㈱バイタル

14:20～15:50 �

MEセッション
座　　　長	 鈴木　友彰（滋賀医科大学）

当院の脳分離回路の工夫とトラブル事例について持
続的血液冠灌流による心拍動下でArch Repairを
行った新生児体外循環の一例 
 稲垣　伸光（和歌山県立医科大学附属病院）

人工心肺離脱困難時に一酸化窒素療法が有効であっ
た症例 
 山本　浩史（滋賀医科大学）

当院におけるECMOシステムの紹介 
 大平　順之（兵庫医科大学病院）

COVID-19に対するECMOの運用に関する高知県
の取り組みと第5波での経験 
 岡田　恒典（高知医療センター）

15:50～17:00 �

この症例どうする？-難渋した症例-
座　　　長	 西　　宏之（大阪医療センター）

コメンテーター	 岡田　健次（神戸大学）

	 湊谷　謙司（京都大学医学部附属病院）

walk in後に突然のショック状態を呈し、診断に苦慮し
た緊急手術の1例 
 榊原　　裕（高松赤十字病院）

PCPS,IABP留置のVSPに対し、術後僧帽弁形成術
を追加した症例 
 福井　伸哉（関西ろうさい病院）

急性期大動脈解離手術の悲劇 
 村上　博久（兵庫県立姫路循環器病センター）

毎回ホットな討論が繰り広げられる午前中のビデオセッションですが今回のテーマは大動脈弁置換での弁輪拡大としました。TAVIでの
Valve in Valveが生体弁SVDの一つの選択肢として確立された今、弁輪拡大をしてより大きな生体弁で置換しておきたいと考える症例も
増えてくると考えられ、この手技を取り上げました。ランチョンセミナーでは人工弁輪についてエキスパートの先生に講演をいただく予定で
す。午後からは２つのスポンサードセッションを設けています。1つ目はMICSでの再手術を、２つ目はようやく日本にも導入されたコアノットを
使用しての手術としています。MEセッションでは人工心肺回路の工夫とトラブルシューティング、そしてECMOについても人工心肺技師の
方 と々一緒に討論する予定です。毎回好評である難渋した症例は今回も示唆に富む症例を提示する予定です。最後のイブニングセミナー
は前回にできなかったバイオベントール手術を再度取り上げます。エキスパートの先生からの座学の後で我々世話人も参加して熱い指導の
下にウェットラボを行う予定ですので奮ってご参加ください。

4月16日（土）
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＊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。

4月16日（土）

Surgical Theater� 8F 大文字

17:10～19:10 �

Evening Hands-on Seminar 
『Bio-Bentall』
Double sewing ring techniqueによる 
Bio-Bentallー手術と再手術における有用性ー 
 福村　好晃（徳島赤十字病院）

講　　　師	 岡本　一真（近畿大学医学部）

	 畔栁　智司（岸和田徳洲会病院）

	 小山　忠明（神戸市立医療センター中央市民病院）

	 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）

	 村上　博久（兵庫県立姫路循環器病センター）

共催…日本メドトロニック㈱	
日本ライフライン㈱　

※ Hands-onセッションのため、会場開催のみ（Web配信な
し）となります。

今回のHands-on セミナーは「Bentall手術」をテーマといたしました。心臓血管外科医として独り立ちしてしまったあとに初めて遭遇すること
もある手術の一つであり、指導者なしで取り組まなければならない場面が突然やってくるかもしれません。ポイントは基部から出血しないコツ
と冠動脈ボタン吻合です。今回は、徳島赤十字病院福村先生の講義とともにmodified Bentall手術を勉強します。修練医から専門医まで
幅広い先生方の参加を期待します。この機会に是非、参加してみてください。
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＊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。

Co-medical TheaterⅠ� 5F 会議室A

4月16日（土）

9:00～13:00 �

カテ看護総集編
PCI・PPIからABLのカテ看護に必要なポイントを短時間の集中講座
最後にカテ看護に必要なスキンケアについては、あなたの看護の質が上
がります。

9:00～9:45 
PCI
座　　　　長	 騰　　由香（神戸市立医療センター中央市民病院	看護師）

	 木下　博子（岸和田徳洲会病院	看護師）

誰でもわかる心電図集中講座 
 村澤　孝秀（東京大学医学部附属病院	臨床工学技士）

心臓の血管が見えるようになる 
 今井　俊輔（岐阜ハートセンター	放射線技師）

ここがポイント！カテ看護 
 KCJL看護部世話人一同

9:50～11:05 
PPI
座　　　　長	 騰　　由香（神戸市立医療センター中央市民病院	看護師）

	 木下　博子（岸和田徳洲会病院	看護師）

あなたもこれで足好きになる 
～足ならではのポイント～ 
 鈴木　健之（東京都済生会中央病院　循環器内科）

エコーや画像からわかるドプラー聴診のポイント 
 真壁　　伸（東京蒲田病院　循環器内科）

PPI看護 
 KCJL看護部世話人一同

11:10～11:55 
ABL�
座　　　　長	 騰　　由香（神戸市立医療センター中央市民病院	看護師）

	 大竹陸希光（大阪警察病院	看護師）

元ナースが伝えたい　～ABLの楽しみ方～ 
 出口　沙都（アボットメディカルジャパン合同会社）

ABL看護 
 KCJL看護部世話人一同

12:00～13:00 
カテ室のスキンケア『プロがプロに教える！�
カテ室ナースが知ってお得なスキンケア』
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）

演　　　　者	 中屋　貴子（国立循環器病研究センター	皮膚・排泄ケア特定認定看護師）

14:15～14:40 �

男らしい看護特集２�①�
「ボールで解る心臓の解剖」
前日に続く解剖は、ボールを使った冠動脈の理解です。
皆さんの声の足跡をもとに、改良を重ねてよりかんたんになりました。これ
でカテ室でＢＡＮされなくなる！

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）

	 湯面　真吾（山口県済生会山口総合病院	看護師）

演　　　　者	 松本　康宏（湘南東部総合病院	看護師）

14:45～15:45 �

男らしい看護特集２�②�
「男らしいビデオライブデモンストレーション」
いつもと同じビデオライブと思いのあなた、ソンナコトナイヨ！いつもよりパ
ワーアップしてます。
もちろんビデオライブなので、いつでもストップする準備をして皆さんの参
加をお待ちしております。
これに参加すればこんなに好きになっちゃっていいのというぐらい心カテを
思うようになります！最後は君しか勝たん！

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）

	 真壁　　伸（東京蒲田病院	循環器内科）

	 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）

演　　　　者	 中村　友紀（岡村記念病院	看護師）

16:15～18:00 �

急変への対処��
心を燃やせ!�その1秒が患者を救う!
昨年好評だった急変への対処セッションを今年も開催します。
各々の職種に求められる役割を今一度考えて、ひとりひとりが何をするべ
きかを見つめ直し、チームワーク	により「効率の良い急変対応」を目指しま
しょう。

座　　　　長	 野崎　暢仁（高の原中央病院	臨床工学技士）

	 福田　友規（康生会武田病院	臨床工学技士）

コメンテーター	 玉澤　　充（北光記念病院	臨床工学技士）

	 平田　　剛（大手前病院	放射線技師）

	 松尾かおる（京都第一赤十字病院	看護師）

18:00～19:30 �
低侵襲治療における石灰化病変への挑戦：
SCJ@KCJL2022
詳細　➡⇨ P25
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＊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。

4月16日（土）

Co-medical TheaterⅡ� ５F 会議室B

9:00～10:50 �

MEワークショップ①��
「これが欲しかった！動画で学ぶEPS！」
教科書では学べない！臨床ではありえない！動画を用いたEPSの勉強！
シミュレータを用いて臨床に沿った形でEPSを一緒に学び、一緒に知識
を深める！そんな企画です♡

司　　　　会	 栗山　　蒼（JCHO大阪病院	臨床工学技士）

	 松本　景史（JCHO大阪病院	臨床工学技士）

コメンテーター	 内田　文也（三重ハートセンター	臨床検査技師）

	 塩野　　敦（大阪労災病院	臨床工学技士）

11:00～12:50 �

MEワークショップ②��
「語らせていただきます。“３Dマッピングの真髄”」
各社ある3Dマッピング。
その魅力・機能・使い方に関して3Dマッピングを愛して止まない演者が語
ります。

司　　　　会	 長谷川慎一（滋賀県立総合病院	臨床工学技士）

	 山下　友樹（京都桂病院	臨床工学技士）

CARTO 
 原光　佑一（岸和田徳洲会病院	臨床工学技士）

EnSite 
 塩野　　敦（大阪労災病院	臨床工学技士）

Rhythmia 
 菊池　佳峰（大阪急性期・総合医療センター	臨床工学技士）

14:15～15:45 �

PCI�デバイスの基礎を学ぶ
知っていて損はない！全職種に向けて情報発信します。
患者さんを助けるために開発されたひとつひとつのデバイス。
構造や機能、使い方、そんなこんなを知っていれば、興味と愛着を感じデ
バイス出しも楽しくなります。

座　　　　長	 塩田　裕啓（ミナミ整形外科・内科循環器科	臨床工学技士）

	 柳田　開成（三菱京都病院	臨床工学技士）

ガイドカテ 
 野崎　暢仁（高の原中央病院	臨床工学技士）

ガイドワイヤー 
 深田　陽平（三田市民病院	臨床工学技士）

バルーン 
 植田　将史（高清会高井病院	臨床工学技士）

ステント 
 平田　和也（小樽市立病院	臨床工学技士）

16:15～18:00 �

ビギナーからの脱却(2):��
今なぜそのデバイス？
たくさんあるデバイスの中から、なぜ今それを選んだの?なぜ今それを使う
の?
そんな疑問を感じたことはありませんか。このセッションでは「スペシャリス
トが聞きたい話」=「マニアすぎるデバイストーク」を各演者の独自の目線
で熱く話してもらいます。
スペシャリストの知識欲を満たしてくれるディープな世界をお楽しみ下さ
い。

座　　　　長	 白樫　貴宏（大阪府済生会中津病院	臨床工学技士）

	 深田　陽平（三田市民病院	臨床工学技士）

マイクロカテ 
 塩田　裕啓（ミナミ整形外科・内科循環器科	臨床工学技士）

リカバリーデバイス 
 山口　敏和（あいちハートクリニック	臨床工学技士）

末梢保護と血栓吸引 
 柳田　開成（三菱京都病院	臨床工学技士）

DCB 
 舘　　智子（京都桂病院	臨床工学技士）

18:00～19:30 �
SLDC合同ケースカンファレンス@KCJL
『若手術者のComplex�PCIへの挑戦』
詳細　➡⇨ P25
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協賛企業一覧
近畿心血管治療ジョイントライブ2022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　

テルモ株式会社

アボットメディカルジャパン合同会社

（2022年4月6日現在）

Gold

ニプロ株式会社

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

アシスト・ジャパン株式会社

日本メドトロニック株式会社

アステラス製薬株式会社 

アムジェン株式会社

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

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

クックメディカルジャパン合同会社

株式会社島津製作所

武田薬品工業株式会社

Silver

Bronze

株式会社カネカメディックス

メディキット株式会社

朝日インテックJセールス株式会社

エドワーズライフサイエンス株式会社

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

日本ライフライン株式会社

ハートフロー・ジャパン合同会社

株式会社バイタル

株式会社フィリップス・ジャパン

株式会社増富

株式会社メディコン

持田製薬株式会社
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