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Discussion Theater　Educational Theater



＊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 Theater ルーム 9
KCJL恒例のディスカッションシアターを今年も開催します。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14日（金）

9:00～10:00 

プロフェッショナルBTKの流儀
座　　　　長	 越田　亮司（星総合病院）

滝内　　伸（東宝塚さとう病院）

コメンテーター	 加藤　　拓（洛和会音羽病院）

丹　　通直（カレスサッポロ時計台記念病院）

Distal	puncture	+	extreme	puncture	
原口　拓也（札幌心臓血管クリニック）

Trans-collateral	angioplasty	(TCA)	
椿本　恵則（京都第二赤十字病院）

IVUS	guided	BTK	strategy	
早川　直樹（旭中央病院）

10:40～11:40 

EVT Challenging Case
座　　　　長	 滝内　　伸（東宝塚さとう病院）

丹　　通直（カレスサッポロ時計台記念病院）

強皮症を背景としたBTK	3枝のCTOによるCLTI患者
に対して、IVUS	guided	parallel	wiringを用いて血
行再建に成功した一例	

市原　慎也（総合病院	国保旭中央病院）

ワイヤー通過困難な後脛骨動脈から足底動脈に及ぶ
慢性完全閉塞に対して、TOPAZテクニックが有効で
あった一例	

山口　航平（済生会横浜市東部病院）

IVUSガイドおよび金属針での直接穿刺を併用するこ
とで治療し得た高度石灰化総大腿動脈症例	

三輪　宏美（国保旭中央病院）

Virtual	PQ	Bypassで治療し得た膝窩動脈瘤閉塞の
一症例	

飛田　一樹（湘南鎌倉総合病院）

11:45～12:45 

治療困難症例から学ぶSHD
座　　　　長	 髙木　健督（国立循環器病研究センター）

中澤　　学（近畿大学医学部）

コメンテーター	 高橋　伸幸（兵庫県立はりま姫路総合医療センター）

当麻　正直（兵庫県立尼崎総合医療センター）

溝手　　勇（大阪大学医学部附属病院）

冠動脈疾患を合併した重症大動脈弁狭窄症に対して
PCIとMICS-CABG、TSc-TAVIを二期的に施行した
透析患者の一例	

和田　輝明（和歌山県立医科大学）

postBAV後に状況が一変したTAV	in	SAVの１例	
八木　典章（滋賀医科大学医学部附属病院）

TAVI時に急性大動脈解離を合併した症例	
石淵かすみ（東宝塚さとう病院）

14:15～15:45 

石灰化病変を克服する
座　　　　長	 岡田　正治（淡海医療センター）

中野　　顯（彦根市立病院）

ディスカッサー	 太田垣宗光（関西医科大学総合医療センター）

田辺　正喜（野崎徳洲会病院）

永井　宏幸（近畿大学奈良病院）

石灰化病変を克服する　-	Rotablator	-	
浅田　紘平（滋賀医科大学附属病院）

石灰化病変を克服する　-	Diamondback-	
道明　武範（小倉記念病院）

石灰化病変を克服する　-	my	best	or	worst	case	-	
舛田　一哲（宇治徳洲会病院）

左主幹部分岐部の石灰化結節に対する治療の一例	
津田　卓眞（名古屋掖済会病院）

15:50～16:10 
コーヒーブレイクセッション
日常臨床におけるCMD診断の重要性
座　　　長	 寺井　英伸（心臓血管センター金沢循環器病院）

CCS診療におけるCMD測定の意義を考える	
横井　宏佳（福岡山王病院）

共催…アボットメディカルジャパン（同）

16:15～17:45 

EVTエキスパートに学ぶ窮地からの脱出方法
座　　　　長	 滝内　　伸（東宝塚さとう病院）

舩津　篤史（京都桂病院）

ディスカッサー	 太田垣宗光（関西医科大学総合医療センター）

黄　　俊憲（日本医科大学武蔵小杉病院）

後藤　大輝（京都府立医科大学附属病院）

Nightmare症例から脱出するコツ	
山本　義人（いわき市医療センター）

GW通過に難渋した緒骨動脈閉塞病変	
越田　亮司（星総合病院）

禍福糾纆	
丹　　通直（カレスサッポロ時計台記念病院）



＊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。
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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14日（金）

18:00～19:30 

SCJ@KCJL2023 
明日から確実にできる遠位橈骨動脈アプローチ
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	 大久保宗則（岐阜ハートセンター）

筧　　和剛（近畿大学病院）

髙田　昌紀（医療法人川崎病院）

仲川　将志（大阪市立総合医療センター）

なぜ？dRAなの？	
武田　輝規（湖東記念病院）

絶対上手く穿刺できるヒミツ（触診編）	
舛谷　元丸（はくほう会セントラル病院）

絶対上手く穿刺できるヒミツ（エコーガイド編）	
吉町　文暢（東海大学医学部付属八王子病院）

ACSでもdRAが最高	
山田　健志（さくら会高橋病院）

dRAやらない理由はない！	
松隂　　崇（埼玉医科大学総合医療センター）



＊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 Theater ルーム 9
KCJL恒例のディスカッションシアターを今年も開催します。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（土）

9:00～10:00 

Impella導入でACS治療戦略は変わるのか？
座　　　　長	 片岡　　亨（ベルランド総合病院）

澤田　隆弘（加古川中央市民病院）

コメンテーター	 浅田　紘平（滋賀医科大学附属病院）

中谷　和弘（住友病院）

和田　輝明（和歌山県立医科大学）

当院のACSにおける	Impella使用～低心機能高度石
灰化多枝病変～	

寺尾　侑也（加古川中央市民病院）

Impellaを用いたはり姫のECPR戦略	
舛本　慧子（兵庫県立はりま姫路総合医療センター）

Impellaの合併症について	
岡本　直高（大阪労災病院）

10:30～11:30 

分岐部病変スペシャリストからの提言
座　　　　長	 村里　嘉信（国立病院機構九州医療センター）

山田愼一郎（北播磨総合医療センター）

ディスカッサー	 石原　隆行（関西労災病院）

嶋田　芳久（城山病院）

松野　俊介（心臓血管研究所付属病院）

管家流Bifurcation	PCI	(DLCの使い方など）	
管家　鉄平（華岡青洲記念病院）

はり姫流Bifurcation	PCI	(DCA・DCB)	
高谷　具史（兵庫県立はりま姫路総合医療センター）

Bifurcation	PCI:	Making	it	simple	without	ignorance	
村里　嘉信（国立病院機構九州医療センター）

11:45～13:00 

Coronary Challenging Case
座　　　　長	 山口　淳一（東京女子医科大学病院）

山田愼一郎（北播磨総合医療センター）

Antegradeからmicrosnareを持ち込みretrograde	
wireを引き込むことで血行再建に成功した一例	

西山　茂樹（埼玉石心会病院）

Tip	detection法による3D	wiringで通過した経路はデバイス不通過
でありtip	detection法よるantegrade	dissection	and	reentry
へ切り替え成功した石灰化を伴う慢性完全閉塞性病変の一例	

川上　将司（飯塚病院）

高度石灰化病変にRotaWireがスタックしbailoutした
後、halfway	rotational	atherectomyで治療した一例	

山田　隆弘（東京女子医科大学付属足立医療センター）

LMT四分岐病変に対してDCAを用いることでcomplex	
stentingを避けることができた不安定狭心症の一例	

櫻井　将之（おおたかの森病院）

IABP補助下でDCAを用いて一期的血行再建を施行
した心不全増悪期のACS	3VDの1例	

井ノ口　安紀（総合病院国保旭中央病院）

13:10～14:10 
ランチョンセミナー
シンプル病変から石灰化病変まで、
OCTとDESを用いたPCIの適正な 
ストラテジーとは
座　　　長	 吉川　糧平（三田市民病院）

TBD	
鳥居　　翔（東海大学医学部付属病院）

分岐部病変におけるXienceTM	ステントの有用性	
髙木　健督（国立循環器病研究センター）

共催…アボットメディカルジャパン（同）

14:15～15:45 

難渋したPCI症例: エキスパートはどう治療す
るか
スーパーバイザー	 西田　育功（高清会高井病院）

座　　　　長	 上田　　博（高清会高井病院）

角谷　　誠（加古川中央市民病院）

ディスカッサー	 榎本　志保（大阪府済生会野江病院）

柴田　浩遵（阪和記念病院）

辻本　　充（ベリタス病院）

演者・ディスカッサー
CABG後のdouble	LAD-CTO	

樋上　裕起（岐阜ハートセンター）

LMT分岐部石灰化結節病変	
川尻　健司（松原徳洲会病院）

TBA	
嶋田　芳久（城山病院）

CTO	proximal	cap同定困難症例	
舛田　一哲（宇治徳洲会病院）

15:50～16:10 
コーヒーブレイクセッション
LAUNCHER™ 発売20周年～
Launcherガイディングカテーテルの有
用性について～
座　　　長	 松尾　浩志（八尾徳洲会総合病院）

演　　　者	 福原　　怜（兵庫県立尼崎総合医療センター）

共催…日本メドトロニック㈱
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16:15～17:45 

徹底討論！CTO症例に難渋した際に何を考え
対処すべきか？
スーパーバイザー	 矢坂　義則（公立豊岡病院）

座　　　　長	 石原　昭三（耳原総合病院）

松尾　浩志（八尾徳洲会総合病院）

ディスカッサー	 浅輪浩一郎（守口生野記念病院）

寺本　智彦（さくら総合病院）

永井　宏幸（近畿大学奈良病院）

平沼　永敏（赤穂市民病院）

ワイヤー通過に難渋したLAD	CTO	
加藤　大雅（福井県立病院）

Average	Operatorが心がけるCTO	PCI	
松本　大典（淀川キリスト教病院）

難渋したRCA	CTO	－	治療戦略アルゴリズムを考える	
永松　　航（北摂総合病院）



＊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）

9:00～10:00 

もう一度CAG／PCIの基本を学ぼう
座　　　　長	 木下　法之（康生会武田病院）

横井　宏和（洛和会音羽病院）

冠動脈造影と術前準備	
松岡　俊三（宇治徳洲会病院）

ガイドカテの種類と選択	
臼井　公人（舞鶴共済病院）

ガイドワイヤーの種類と操作	
石原　昭三（耳原総合病院）

バルーンとステントの種類と選択	
横井　宏和（洛和会音羽病院）

10:00～11:00 

基礎から学ぶCTO
座　　　　長	 辻　　貴史（草津ハートセンター）

平瀬　裕章（高岡みなみハートセンター　みなみの杜病院）

CTO	PCIの術前検査と治療戦略	
八巻　　多（札幌厚生病院）

CTOワイヤーの種類と使い方	
樋上　裕起（岐阜ハートセンター）

アンテグレードアプローチの基本テクニック	
松野　俊介（心臓血管研究所付属病院）

レトログレードチャンネル通過とreverse	CARTのコツ	
下地顕一郎（済生会宇都宮病院）

CTO	PCIの合併症とその対策	
川尻　健司（松原徳洲会病院）

11:00～12:00 

症例から学ぶPhysiology guided PCI
座　　　　長	 民田　浩一（社会医療法人愛仁会明石医療センター）

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）

柴田　浩遵（阪和記念病院）

FFR/resting	index	
菊田　雄悦（福山循環器病院）

Angiography-derived	FFR	
谷垣　　徹（岐阜ハートセンター）

FFR-CT	
鳥羽　敬義（神戸大学）

12:00～13:00 

PCIに活かすImaging活用術
スーパーバイザー	 上田　恭敬（国立病院機構大阪医療センター）

座　　　　長	 大竹　寛雅（神戸大学医学部附属病院）

名越　良治（大阪府済生会中津病院）

血管内視鏡をPCIに活かす	
上野　雅史（近畿大学病院）

複雑病変に対するIVUSの活用法	
田中　康太（桜橋渡辺病院）

複雑病変に対するOCTの活用法	
中村　大輔（大阪大学大学院医学系研究科）

13:10～14:10 
ランチョンセミナー
e-Ultimaster ならびに MASTER DAPTの結果を実
臨床でどう活かすか？ -大規模臨床研究からの見解-
座　　　長	 中澤　　学（近畿大学医学部）

高島　弘行（市立長浜病院）

（仮）大規模レジストリーからの考察	
藏満　昭一（小倉記念病院）

（仮）MASTER	DAPTの結果から考察するHBR
患者の抗血小板療法	

村松　　崇（藤田医科大学）

共催…テルモ㈱

14:15～15:15 

そうだ、EVTを始めよう！
座　　　　長	 小林　智子（京都桂病院）

原　　正剛（淡海医療センター）

コメンテーター	 福永　匡史（森之宮病院）

宮井　伸幸（康生会武田病院）

穿刺とアプローチの考え方	
田崎　淳一（日本赤十字社和歌山医療センター）

ガイドワイヤーの選択	
椿本　恵則（京都第二赤十字病院）

バルーン治療の基本	
上月　　周（大阪府済生会中津病院）

病変に応じたステント選択方法	
住吉　晃典（桜橋渡辺病院）

Educational Theater ルーム 7
今からインターベンションを始める先生から中堅の先生方までを対象に、実臨床で活躍中の先生方に講師をお願いして、幅広い内容で構成させていただきました。
インターベンションの分野も、未だ多くの学びがあります。ライブでは学べない部分も多く提供できると思いますので、奮ってご参加いただけましたらと思います。



＊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）

15:20～16:20 

合併症に負けるな！適切な予防と対処を徹底討論
座　　　　長	 羽原　真人（豊橋ハートセンター）

藤田　真也（浜松医療センター）

パネリスト	 浅輪浩一郎（守口生野記念病院）

加藤　大雅（福井県立病院）

楠山　貴教（ツカザキ病院）

Coronary	ruptureを来した症例	
井口　朋和（ベルランド総合病院）

冠動脈解離で治療に難渋した症例	
小出　正洋（京都岡本記念病院）

16:30～17:30 

学術セッション ―論文・ケースレポートの書き方―
座　　　　長	 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）

ディスカッサー	 外海　洋平（大阪大学大学院医学系研究科）

鳥羽　敬義（神戸大学）

症例報告を書こう	
山本　裕之（兵庫県立はりま姫路総合医療センター）

論文を読む際に注意すること	
山田愼一郎（北播磨総合医療センター）

今日から始める論文執筆	
中村　大輔（大阪大学大学院医学系研究科）

Educational Theater ルーム 7
今からインターベンションを始める先生から中堅の先生方までを対象に、実臨床で活躍中の先生方に講師をお願いして、幅広い内容で構成させていただきました。
インターベンションの分野も、未だ多くの学びがあります。ライブでは学べない部分も多く提供できると思いますので、奮ってご参加いただけましたらと思います。



当 日 参 加 登 録事 前 参 加 登 録

3月22日（水）～4月15日（土）2月1日（水）～3月21日（火）

KCJL事務局
〒440-0886 愛知県豊橋市東小田原町48 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 

16,000円（全日参加）

     5,000円（4/15参加）

3,000円（全日参加）

16,000円（全日参加）

20,000円（全日参加）

  5,000円（4/15参加）

4,000円（全日参加）

20,000円（全日参加）

メ デ ィ カ ル

サージカル （1日券）

コ メ デ ィ カ ル

企　　　　　　業

メ デ ィ カ ル

サージカル （1日券）

コ メ デ ィ カ ル

企　　　　　　業

KCJLホームページよりご登録いただけます。 https://www.kcjl.gr.jp/2023/
登録受付期間　2022年12月1日（木）～2023年1月31日（火）正午まで

会場アクセス

症 例 募 集

採択された演者はKCJL2023の参加費無料!
優秀症例に選ばれると、Faculty of the yearとして
KCJL2024に招聘!!
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発表形式 パソコンでのスライドを利用しての口述発表

募集カテゴリー 1. Coronary Challenging Case
2. EVT Challenging Case

応募方法

受付期間内にフォームからご登録いただき、査読用 PowerPoint スライドをご提出ください。

1. 登録フォームに必要事項（応募カテゴリー、演題、演者、共同演者、所属施設、200字程度の抄録）を入力してください。

2. 登録完了時にお送りする確認メールに記載の
Dropbox へ、登録症例内容をまとめたPowerPointスライド（10枚以内）の
アップロードをお願いします。 
PowerPoint スライドについても、受付期間内にご提出を
お願いいたします。

採択発表

症例の採否、発表形式の詳細につきましては、
2月下旬頃ホームページに掲載いたしますのでご確認ください。
症例の採否は世話人に一任となりますのでご了承願います。




