
「AMI治療の新しいスタンダード：吸引力と通過性に優れるExport Advance アスピレーションカテーテル」

演者

Operator
PCI Live Demonstration

9.5

IVUS Commentator

08:30-11:45、13:15-17:30

08:30-11:45

13:15-17:30

PCI Live Session 1-1

（時計台記念病院）

（新古賀病院）

佐藤　勝彦

（自治医科大学附属病院）

川﨑　友裕

（三重ハートセンター）西川　英郎

08:30-10:15

中継施設 JCHO 北海道病院

HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

進行役

勝木　孝明

座長

コメンテーター

（産業医科大学病院）園田　信成

ミニレクチャー1

（北光記念病院）鈴木　丈二

（北光記念病院）大村　計

（札幌東徳洲会病院）八戸　大輔

（札幌東徳洲会病院）山崎　誠治

（JCHO 北海道病院）管家　鉄平

共催：日本メドトロニック㈱

FRI

9
・
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（JCHO 北海道病院）五十嵐　慶一

（JCHO 北海道病院）五十嵐　康己

（手稲渓仁会病院）廣上　貢

（洛和会丸太町病院）上田　欽造

（豊橋ハートセンター）土金　悦夫

IVUS Commentator

（心臓血管研究所付属病院）及川　裕二

（大阪府済生会中津病院）志手　淳也

（豊橋ハートセンター）寺島　充康

Program
プログラム

FRI

CO-SPONSOR: アボット バスキュラー ジャパン㈱
東芝メディカルシステムズ㈱

日本メドトロニック㈱
ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱



PCI Live Session 1-210:15-11:45

HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

9.5

Luncheon Seminer 1

（JCHO 北海道病院）

（帝京大学医学部附属病院）

五十嵐　慶一

上妻　謙

（済生会横浜市東部病院）伊藤　良明

12:00-13:00

座長

演者

共催：ボストン・サインティフィック ジャパン㈱

「The New Standard“RX Guiding Extension”」

演者

（北光記念病院）

（葛西昌医会病院）

野崎　洋一

（昭和大学病院）

朝倉　靖

（横浜栄共済病院）道下　一朗

進行役

濱嵜　裕司

座長

コメンテーター

（帝京大学医学部附属病院）上妻　謙

ミニレクチャー2

（市立札幌病院）牧野　隆雄

（国立病院機構北海道医療センター）藤田　雅章

（心臓血管センター北海道大野病院）岩切　直樹

（市立札幌病院）牧野　隆雄 共催：日本ライフライン㈱

PCI Live Session 1-313:15-14:30

「OFDI Guided PCI」

演者

（心臓血管センター北海道大野病院）

（星総合病院）

山下　武廣

（済生会山口総合病院）

木島　幹博

（東邦大学医療センター大橋病院）中村　正人

進行役

小野　史朗

座長

コメンテーター

（豊橋ハートセンター）木下　順久

ミニレクチャー３

（国立病院機構北海道医療センター）明上　卓也

（市立千歳市民病院）竹内　剛

（砂川市立病院）清水　紀宏

（北光記念病院）野崎　洋一 共催：テルモ㈱

FRI
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「The Ultimate DES has Arrived  ～PREMIER™ Performance.～」

Program
プログラム

FRI



PCI Live Session 1-414:30-16:00

HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

9.5

「New Penetration Catheter “ASAHI Caravel”」

演者

（時計台記念病院）

（豊橋ハートセンター）

佐藤　勝彦

鈴木　孝彦

進行役

スーパーバイザー

（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）小松　宣夫

（さくら会高橋病院）高橋　玲比古

座長

ミニレクチャー4

（星総合病院）氏家　勇一

コメンテーター

（東海大学医学部付属八王子病院）松陰　崇

（旭川厚生病院）貴田岡　享

（江別市立病院）四戸　力也

（心臓血管研究所付属病院）及川　裕二 共催：朝日インテックJセールス㈱

FRI
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PCI Live Session 1-516:00-17:30

「やっぱりプレミア！  Best performance and result」

演者

（北光記念病院）

（豊橋ハートセンター）

野崎　洋一

鈴木　孝彦

進行役

スーパーバイザー

（秋田県成人病医療センター）佐藤　匡也

（東宝塚さとう病院）大辻　悟

座長

ミニレクチャー5

（心臓血管研究所付属病院）矢嶋　純二

コメンテーター

（春日部中央総合病院）清水　稔

（宮崎市郡医師会病院）柴田　剛徳

（北見赤十字病院）斉藤　高彦

（北海道大学病院）榊原　守

（心臓血管センター 金沢循環器病院）堀田　祐紀 共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

Program
プログラム

FRI



Fireside Seminer 1 17:30-18:30

HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

9.5

（東邦大学医療センター大橋病院）

（福岡山王病院）

中村　正人

横井　宏佳

座長

演者

（遠軽厚生病院）鈴木　孝英

（王子総合病院）加藤　伸郎

ディスカッサー

共催：Cook Japan㈱

FRI
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「Zilver PTX : is the best choice for primary SFA stenting ?」

Luncheon Seminer 2

（時計台記念病院）

（春日部中央総合病院）

佐藤　勝彦

安藤　弘

12:00-13:00

HALL　B(ロイトンホールCD：3F)

座長

演者

共催：㈱メディコン

Co-Medical Session 113:15-15:00

（札幌心臓血管クリニック）宮本　秋生

演者

座長

「CTO病変に対する治療戦略 ～CROSSERの使用経験～」

「○○guide PCI」

「CROSSERの臨床成績」

（いわき市立総合磐城共立病院）山本　義人

「CROSSERの使用経験」

（山形大学医学部附属病院）高橋　大

「CROSSERの使用経験」

（JCHO 北海道病院）奥田　正穂

「IVUS guide PCIの実際」

（北光記念病院）谷原　孝典

「OCT guide PCIの実際」

（札幌心臓血管クリニック）近藤　浩

「FFR guide PCIの実際」

Program
プログラム

FRI



15:00-17:30

HALL　B(ロイトンホールCD：3F)

9.5

（札幌心臓血管クリニック）笹盛　幹文

（北光記念病院）玉澤　充

座長

（星総合病院）添田　信之

（仙台厚生病院）富田　紀雄

（北光記念病院）近藤　優一

（手稲渓仁会病院）石川　嗣峰

コメンテーター

FRI
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「いろいろな症例について聞いてみよう」Co-Medical symposium

演者

（手稲渓仁会病院）菅原　誠一

「初めての旅（TAVI）」

（時計台記念病院）板橋　望

「当院でのPPIについて」

（札幌心臓血管クリニック）本間　喜大

「当院でのロータブレーター症例」

（名古屋ハートセンター）山口　敏和

「Rota使用時のコメディカルの役割」

Fireside Seminer 217:30-18:30

（北光記念病院）

（済生会横浜市東部病院）

野崎　洋一

村松　俊哉

座長

演者

共催：アストラゼネカ㈱

「PCI治療の新しい展望と薬物治療について」

Luncheon Seminer 3

（心臓血管センター北海道大野病院）

（東邦大学医療センター大橋病院）

山下　武廣

中村　正人

12:00-13:00

HALL　C(ハイネスホール：2F)

座長

演者

共催：サノフィ㈱

「PADにおけるATIS予防の重要性」

Program
プログラム

FRI



13:30-14:15

HALL　C(ハイネスホール：2F)

9.5

（時計台記念病院）浦澤　一史

（春日部中央総合病院）安藤　弘

座長

（森之宮病院）川﨑　大三

（星総合病院）清野　義胤

（時計台記念病院）越田　亮司

（遠軽厚生病院）鈴木　孝英

レフリー

FRI
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「My best & worst case」PPI編Case Presentation

演者

（国立病院機構呉医療センター）西山　浩彦

「高度石灰化を伴った左鎖骨下動脈狭窄症に対して血管内治療（EVT）を行った一例」

（熊本総合病院）田山　信至

「DFA jailを躊躇し、びまん性SFAステント再狭窄を来した症例の血管内治療」

（伊勢赤十字病院）堀口　昌秀

「腹部大動脈瘤グラフト置換術後慢性期にkinkによる血栓閉塞をきたし血管内治療を施行した2例」

Program
プログラム

14:15-16:00

（東北薬科大学病院）片平　美明

（大阪大学）角辻　暁

座長

（京都市立病院）岡田　隆

（名古屋第二赤十字病院）七里　守

（豊橋ハートセンター）那須　賢哉

（恵み野病院）成田　浩二

レフリー

「My best & worst case」PCI編1Case Presentation

演者

（江戸川病院）山下　達也

「stent留置直後にstent内からno flowとなり、t-PAを使用し、bail outに成功した一例」

（兵庫県立姫路循環器病センター）河野　慎吾

「MDCT施行翌日に急性冠症候群を発症し救急搬送された二例」

（耳原総合病院）石原　昭三

「多量の血栓処理に苦慮したRCAのAMI」

（北摂総合病院）永松　航

「RCA CTOのAV-PD分岐部をレトログレード手技にて保護した一例」

（所沢ハートセンター）土井　宏

「第一中隔枝-4PLコラテチャネルより4PDにワイヤー挿入・保護しつつ、同一チャネルより#3遠位部CTOへの
  ワイヤー穿通を行い、4PDを失うことなくレトログレードPCIを成功し得たRCA#3CTOの一例」

（財団医療法人 中村病院）兼八　正憲

「ワイヤー抜去後に左前下行枝および左回旋枝が完全閉塞した特発性冠動脈解離の一例」

（横浜栄共済病院）加藤　大雅

「七転び八起きの一例」

FRI


