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ご 案 内

会期　2023年 4月13日（木）～15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�
〒 530-0011�大阪市北区大深町3-1　グランフロント大阪北館B2F

参加登録
KCJL2023ウェブサイトより参加登録をお願いいたします。
当日受付に参加登録申込メールをご提示ください。
https://www.kcjl.gr.jp/2023/registration.html

参加登録期間1 
2023年2月1日（水）～3月21日（火）

参加登録期間2 
2023年3月22日（水）～4月15日（土）

メディカル 16,000円 メディカル 20,000円

サージカル（4/15 1日券） 5,000円 サージカル（4/15 1日券） 5,000円

コメディカル 3,000円 コメディカル 4,000円

企業 16,000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。（事前参加登録不要）�
以下のいずれかの証明書を当日必ずご持参ください。
　・所属長の捺印のある研修医証明書
　・研修医と記された病院名札
　・学生証

取得可能単位
CVIT 専門医認定医制度資格更新単位　申請中
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

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�/�E-mail�kcjl@kcjl.gr.jp
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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14日（金）

9:00～13:00 

カテ室に役立つ基礎知識
さぁ！春です！この季節たくさんの初々しい若手スタッフがカテ室に飛び込
んできます！今年もKCJLでは冠動脈の解剖からPCIデバイスのいろいろ
まで知っておいてほしい基礎をみっちり4時間！新人さんの勉強にと言いつ
つ先輩も復習してみませんか？新しい発見があるかも。

第1部　9:00～10:20
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）

谷岡　　怜（神戸大学医学部附属病院	臨床工学技士）

冠解剖とCAG	
二上　倫嗣（星総合病院	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）

被ばく低減	
有田　豊広（東宝塚さとう病院	診療放射線技師）

カテ室で使う薬剤	
湯面　真吾（山口県済生会山口総合病院	看護師）

第2部　10:25～11:45
座　　　　長	 木下　昌樹（岡崎市民病院	臨床工学技士）

白樫　貴宏（大阪府済生会中津病院	臨床工学技士）

GWとGC	
假屋　成耕（兵庫県立尼崎総合医療センター	臨床工学技士）

balloon	
植田　将史（高清会高井病院	臨床工学技士）

stent	
立山　　洸（大津赤十字病院	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）

第3部　11:50～13:00
座　　　　長	 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）

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）

IABP	
鈴木　惟司（京都第一赤十字病院	臨床工学技士）

VA-ECMO	
木下　昌樹（岡崎市民病院	臨床工学技士）

14:15～15:45 

看護師のキャリアを考える
看護師として働く上でモチベーションはとても大切となると思います。自分
のキャリアを形成するとはどういうことなのか、先人の歩んできた歴史を学
ぶことにより自分のキャリアについて考えていただくセッションです。

座　　　　長	 木下　博子（岸和田徳洲会病院　看護師）

中村　康雄（正心会岡本石井病院　看護師）

ジプシーナース	
大竹陸希光（大阪警察病院　看護師）

スペシャリストを目指し、そして今	
山崎　早苗（東海大学医学部付属病院　看護師）

自分が歩んできた道	
島袋　朋子（湘南鎌倉総合病院　看護師）

15:45～17:15 

循環器領域の生理検査ってどんなもの？
生理検査は検査技師さんの専売特許！でも検査から得られるデータはみ
んなのもの！患者さんが安全に治療を受けるためには私たちメディカルス
タッフがその情報を知っておかなくてはなりません。プロの検査技師さん
に知っておくべき所見の見方、注目すべきポイントについて、すべての職
種にわかるように解説していただきます。

座　　　　長	 清水　速人（近森病院　臨床検査技師）

血液検査の知識	
白﨑　頌人（倉敷中央病院　臨床検査技師）

負荷運動検査の知識	
樫本　浩之（近森病院　臨床検査技師）

心エコーの基礎知識	
山崎　正之（大阪府済生会中津病院　臨床検査技師）

PAD評価の検査	
永井美枝子（済生会横浜市東部病院　臨床検査技師）

Co-medical TheaterⅠ ルーム 1+2



＊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14日（金）

9:00～11:00 

カテーテル治療の進化を辿る1: 
デバルキング
風船で膨らませる治療が始まってから40年余り。今のPCIはあの手この手
のデバイスが沢山あります。いい物を、上手く使う。そのためにはスタッフ
がデバイスを知っていることが大切です。私たちメディカルスタッフもデバ
イスを知り、起こりうる合併症を知ることによって、適切に安全にデバルキ
ングデバイスを使おう！

座　　　　長	 徳永　政敬（東宝塚さとう病院	臨床工学技士）

山口　敏和（あいちハートクリニック	臨床工学技士）

Rotablator	
北里　祐樹（東宝塚さとう病院	臨床工学技士）

ダイアモンドバック	
舘　　智子（京都桂病院	臨床工学技士）

ELCA	
岡　　佳伴（加古川中央市民病院	臨床工学技士）

DCA	
添田　信之（星総合病院	臨床工学技士）

11:00～13:00 

PVC ablationで必要な解剖ってどんなん？
Sound	Starで、あんなとこやこんなとこまで見えちゃう♡　今までなんとな
く分かったつもりになっていた解剖を、Sound	Starで徹底的に覗いて見
ちゃいました♡　これさえ聞けば、PVCなんて怖くない！

座　　　　長	 井野　裕也（京都桂病院	臨床工学技士）

辻本　紘史（蘇生会総合病院	臨床工学技士）

PVC	ablationにおける心臓解剖の重要性	
三木　悠資（加古川中央市民病院	臨床工学技士）

Carto	soundを使用したPVC	ablation	
塩野　　敦（大阪労災病院	臨床工学技士）

14:15～15:45 

カテーテル治療の進化を辿る2: 
外科領域との融合
カテ治療も日々日々進化を遂げています。内科領域と外科領域の融合に
よって、より低侵襲に、より治療効果の高い治療が次々と登場していま
す。私たちも内科領域から飛び出して外科領域とのコラボできるスキルが
求められます。まずはどのような治療があるのか知っておきましょう。

座　　　　長	 假屋　成耕（兵庫県立尼崎総合医療センター	臨床工学技士）

徳永　政敬（東宝塚さとう病院	臨床工学技士）

インペラ	
村上　堅太（名古屋徳洲会総合病院	臨床工学技士）

TAVI	
谷岡　　怜（神戸大学医学部附属病院	臨床工学技士）

マイトラクリップ	
玉井　利奈（倉敷中央病院　臨床検査技師）

リードレスPM	
山下　友樹（京都桂病院	臨床工学技士）

15:45～17:00 

EVTを学んでみない？
EVTが今、熱い！患者さんは歩くことに不自由を感じているところから、
EVTを受けることによって、歩きやすくなった実感を得る。患者さんの喜び
は大きい。そんな治療に関われることの喜び。EVTを知ることで更なるやり
がいを感じましょう。今回はシャントPTAについても一緒に学んでみましょ
う。

座　　　　長	 岡　　佳伴（加古川中央市民病院	臨床工学技士）

木下　昌樹（岡崎市民病院	臨床工学技士）

診断・治療	
矢津　優子（岸和田徳洲会病院	臨床工学技士）

デバイス	
松田　翔希（奈良県立総合医療センター	臨床工学技士）

シャントPTA	
人見　泰正（桃仁会病院	臨床工学技士）

17:00～18:15 

合併症からのリカバリー
私たちカテ室のメディカルスタッフは、合併症からのリカバリーのためにい
るといっても過言ではありません。カテ室には各セクションのプロフェッ
ショナルが揃っています。カテ中にどうしても起こりうる合併症から患者さ
んをチーム力で守る。合併症の予測からリカバリーまでをカテ室のプロ
フェッショナルが語ります。

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 有田　豊広（東宝塚さとう病院	診療放射線技師）

林　　彩子（康生会武田病院	看護師）

プレゼンター	 福田　友規（康生会武田病院	臨床工学技士）

Co-medical TheaterⅡ ルーム 3



＊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（土）

9:00～11:00 

さぁ、みんな、論文を書こう！！
なぜ論文を書くの？と言うあなた！！　書きたいけど、どうしたらいいのかわか
らないあなたへ、きっと何かヒントが得られるに違いありません。苦手分野
を克服して、自分達の医療を次世代に伝えていこう！！

座　　　　長	 森　　直己（大阪警察病院	循環器内科）

大竹陸希光（大阪警察病院	看護師）

伝授‼	最初の一歩	
	加藤　京一	
（昭和大学大学院保健医療学研究科/診療放射線領域）

論文書けたら何でも出来る！	
西垣　孝行（森ノ宮医療大学　臨床工学科）

楽しんで論文を書くために	―	倫理の視点	
中澤　栄輔（東京大学医学部医療倫理学分野）

11:00～13:00 
心臓カテーテルにおける看護師は、さまざまな知識が要求されます。経験
者は自分の中で整理ができていたり、自施設のルーチンに慣れている方
もいたりするかもしれません。しかし、ここでもう一度カテ看護総集編でカ
テーテル看護の基礎をしっかり学んでカテ看護力アップに繋げましょう。

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）

看護総集編①　PCI編
看護師に見える冠動脈造影の基礎	

今井　俊輔（岐阜ハートセンター	診療放射線技師）

看護師の苦手なカテ中の心電図の基礎	
村澤　孝秀（東京大学医学部附属病院	臨床工学技士）

PCI看護	
小川　朋美（心臓血管研究所附属病院	看護師）

看護総集編②　PPI編
看護師の為の下肢造影とドプラーの基礎	

真壁　　伸（東京蒲田病院　循環器内科）

PPI看護	
白井　晴奈（大阪警察病院	看護師）

14:15～14:45 

看護総集編③　ABL編
心臓カテーテルにおける看護師は、さまざまな知識が要求されます。経験
者は自分の中で整理ができていたり、自施設のルーチンに慣れている方
もいたりするかもしれません。しかし、ここでもう一度カテ看護総集編でカ
テーテル看護の基礎をしっかり学んでカテ看護力アップに繋げましょう。

座　　　　長	 大野　隼人（京都桂病院	看護師）

中村　康雄（正心会岡本石井病院	看護師）

看護に繋がるABL基礎	
湯面　真吾（山口県済生会山口総合病院	看護師）

14:45～15:15 

心臓カテーテル室の医療安全を考える
心臓カテーテル室では、スタッフ不在、口頭指示、緊急など、医療安全的
に危険な場面がよくあります。改めて医療安全について考えましょう。

座　　　　長	 大野　隼人（京都桂病院	看護師）

中村　康雄（正心会岡本石井病院	看護師）

医療安全の目線でカテ室をみてみよう	
木下　博子（岸和田徳洲会病院	看護師）

15:15～15:45 

看護師のタスクシフトを考える 
～直接介助セミナー～
近年、タスクシフト・シェアが提言され、造影剤の投与、圧迫止血が可能と
なっています。看護師として清潔介助に入った経験者の話を通じて、看護
に結びついた一例を報告します。その後にみんなでディスカッションしてい
きたいと思います。

座　　　　長	 今井　俊輔（岐阜ハートセンター	診療放射線技師）

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 湯面　真吾（山口県済生会山口総合病院	看護師）

演　　　　者	 中村　康雄（正心会岡本石井病院	看護師）

15:45～17:15 

心電図パーフェクトレクチャー
心電図と聞くだけで「どこを見ればいいのかわからない」「不整脈を見落と
したらどうしよう」なんて苦手意識を感じていませんか？このセッションを通
じて基本とコツを身につけて、「心電図って面白い」「もっと勉強してみよ
う」と気持ちを切り替えてみませんか？「ECGブラボォー」って思えるように
なりましょう。

座　　　　長	 床櫻　嘉裕（大阪警察病院	看護師）

野崎　暢仁（高の原中央病院	臨床工学技士）

徐脈性不整脈と心停止	
辻井　正人（三重ハートセンター	臨床検査技師）

虚血の心電図	
三宅　穂岳（京都民医連中央病院	臨床検査技師）

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）

Co-medical TheaterⅠ ルーム 1+2



＊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（土）

9:00～10:50 

看護師と共に管理する遠隔モニタリング
看護師、臨床工学技士のスペシャリストに自施設の遠隔モニタリングを活
用した患者管理、心不全管理についてお話頂き、ディスカッションを行い
ます。

座　　　　長	 髙垣　　勝（滋賀県立総合病院	臨床工学技士）

原光　佑一（岸和田徳洲会病院	臨床工学技士）

どうする岡崎　	
～臨床工学技士から見た遠隔モニタリングの活用～	

宇井　雄一（岡崎市民病院	臨床工学技士）

どうする岡崎　
～看護師から見た遠隔モニタリングの活用～	

細田紗也香（岡崎市民病院	看護師）

当院におけるデバイスチーム医療	
箕浦　寛弥（浜松赤十字病院	臨床工学技士）

チームにおけるデバイスナースの役割	
加藤　未和（浜松赤十字病院	看護師）

11:00～12:50 

さらなる高みをめざす心臓電気生理学
～EPSの重要性、その道理から最新のトレンドまでを知る～

ペーシング手技(バースト、エクストラ、エントレインメント、PPIなど）を中心
にスペシャリストがお届けする教育セッションです。ラボデータを元にあら
ゆるポイントを解説。

座　　　　長	 小倉　敬士（京都府立医科大学附属病院	臨床工学技士）

長谷川慎一（滋賀県立総合病院	臨床工学技士）

ペーシング手技の道理・上室性頻拍から学ぶ	
内田　文也（三重ハートセンター	臨床検査技師）

心室頻拍症例でのペーシング手技	
筏　　雄亮（桜橋渡辺病院	臨床工学技士）

14:15～15:45 

Imaging最前線
イメージングの世界はここまで進んでます！　IVUS、OCT/OFDIについて
それぞれの特徴や臨床での活用方法、tips	and	 tricksを紹介します。明
日からどんどん活用できる内容が盛りだくさんです！そして、ワイヤーを使わ
ずにFFRを推定する方法!?最新のバーチャルFFRについて学びましょう。

座　　　　長	 福田　友規（康生会武田病院	臨床工学技士）

山口　敏和（あいちハートクリニック	臨床工学技士）

バーチャルFFRってなんですか？	
今井　俊輔（岐阜ハートセンター	診療放射線技師）

IVUS	：	臨床でのtips	and	tricks	
平田　和也（小樽市立病院	臨床工学技士）

OCT/OFDI	：	そのメリットとデメリット	
渡邊佳代子（京都桂病院	臨床工学技士）

15:45～17:15 

PCIのDeepな手技の世界に浸ってみません
か?
CTO-PCIについて学んでみませんか？基礎から3D-wir ing、Tip	
detection	さらにはopen	vesselでの活用方法などをレクチャー。PCIの
Deepな手技について理解し、ステップアップ！	CTOもチーム医療が大
切。みんなで協力し、成功に導きましょう！　メディカルスタッフの理解が成
功のカギ！？

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）

二上　倫嗣（星総合病院	臨床工学技士）

CTO-PCI概論	
平田　和也（小樽市立病院	臨床工学技士）

3Dワイヤリング	
川村　克年（桜橋渡辺病院	診療放射線技師）

Tip	Detection	法について	
深田　陽平（三田市民病院	臨床工学技士）
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