
Operator
PCI Live Demonstration

9.6

IVUS Commentator

08:30-11:45、13:15-17:30

08:30-11:45

13:15-17:30

中継施設 北光記念病院

（産業医科大学病院）園田　信成

SAT
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・
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（北光記念病院）野崎　洋一

（湘南鎌倉総合病院/札幌東徳洲会病院）齋藤　滋

（済生会横浜市東部病院）村松　俊哉

（昭和大学横浜市北部病院）落合　正彦

（名寄市立総合病院）八巻　多

IVUS Commentator

（府中恵仁会病院/岐阜ハートセンター）本江　純子

（豊橋ハートセンター）那須　賢哉

（いわき市立総合磐城共立病院）山本　義人

Program
プログラム

SAT

「グローバルにおけるDESの変遷・今後のDESの位置づけ」

PCI Live Session 2-108:30-10:15

HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

（JCHO 北海道病院）五十嵐　康己

加藤　修

進行役

スーパーバイザー

（東海大学医学部）吉町　文暢

（東北薬科大学病院）片平　美明

座長

（さくら会高橋病院）羽田　哲也

コメンテーター

（新東京病院）中村　淳

（洛和会丸太町病院）浜中　一郎

（小樽市立脳・循環器・こころの医療センター）高川　芳勅

演者

ミニレクチャー6

（製鉄記念室蘭病院）坂本　賢一

（スタンフォード大学）池野　文昭 共催：テルモ㈱

CO-SPONSOR: アボット バスキュラー ジャパン㈱
㈱カネカメディックス

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㈱
メディキット㈱



9.6

Program
プログラム

HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

座長

演者

「Optimal Treatment Strategy for Small Vessel」

PCI Live Session 2-210:15-11:45

（JCHO 北海道病院）五十嵐　慶一

加藤　修

進行役

スーパーバイザー

（石川県立中央病院）金谷　法忍

（三重ハートセンター）西川　英郎

（仙台オープン病院）加藤　敦

コメンテーター

（自治医科大学附属病院）勝木　孝明

（高岡市民病院）平瀬　裕章

（札幌医科大学）國分　宣明

ミニレクチャー7

（JCHO 北海道病院）古谷　純吾

（心臓血管センター北海道大野病院）山下　武廣 共催：アボット バスキュラー ジャパン㈱

Luncheon Seminer 4

（久留米大学病院）

（新古賀病院）

上野　高史

（近森病院）川井　和哉

川﨑　友裕

12:00-13:00

座長

演者

共催：アボット バスキュラー ジャパン㈱

共催：日本メドトロニック㈱

PCI Live Session 2-313:15-14:30

（JCHO 北海道病院）五十嵐　康己

演者

進行役

「次世代冠動脈治療の現状と展望 - From Stents to Scaffolds -」

（京都桂病院）中村　茂

（佐賀大学）挽地　裕

コメンテーター

（所沢ハートセンター）櫻田　真己

（琉球大学大学院）岩淵　成志

（済生会福岡総合病院）芹川　威

（市立旭川病院）石井　良直

（我汝会 さっぽろ病院）

（佐賀大学）

斉藤　俊一

（葛西昌医会病院）朝倉　靖

「分岐部病変治療におけるResolute Integrityの有用性」

挽地　裕

演者

ミニレクチャー8

SAT

SAT
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共催：㈱カネカメディックス

PCI Live Session 2-414:30-16:00

（JCHO 北海道病院）五十嵐　慶一

座長

進行役

（草津ハートセンター）許　永勝

コメンテーター

（豊橋ハートセンター）松原　徹夫

（亀田総合病院）松村　昭彦

（耳原総合病院）石原　昭三

（NTT東日本札幌病院）川嶋　望

（葛西昌医会病院）

（済美会昭和病院）舛谷　元丸

「Emerging KANEKA new device for CTO」

朝倉　靖

演者

ミニレクチャー9

9.6
SAT
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Program
プログラム

HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

PCI Live Session 2-5

（JCHO 北海道病院）

（横浜栄共済病院）

五十嵐　康己

道下　一朗

16:00-17:30

進行役

座長

共催：ニプロ㈱

（ながさきハートクリニック）坂井　秀章

（京都市立病院）岡田　隆

（名古屋第二赤十字病院）七里　守

（仙台厚生病院）滝沢　要

（JCHO 札幌北辰病院）北　宏之

（新札幌循環器病院）

（JCHO 北海道病院）

大坪　光典

「SeQuent Pleaseの使用経験」

管家　鉄平

コメンテーター

演者

ミニレクチャー10

SAT



Operator
PPI Live Demonstration08:30-11:45

中継施設 時計台記念病院

（時計台記念病院）浦澤　一史

（福岡山王病院）横井　宏佳

Operator
PPI Live Demonstration13:15-17:30

（遠軽厚生病院）鈴木　孝英

（菊名記念病院）宮本　明

（時計台記念病院）越田　亮司

9.6
SAT
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Program
プログラム

PPI Live Session 108:30-10:15

HALL　B(ロイトンホールCD：3F)

「Tobu Style～SmartStentの成績」

演者

（時計台記念病院）

（いわき市立総合磐城共立病院）

佐藤　勝彦

上田　欽造

進行役

カテ室コメンテーター

（洛和会丸太町病院）

山本　義人

（国立循環器病研究センター病院）河原田　修身

座長

ミニレクチャー11

（豊橋ハートセンター）松原　徹夫

コメンテーター

（岸和田徳洲会病院）藤原　昌彦

（仙台厚生病院）鈴木　健之

（NTT東日本札幌病院）川嶋　望

（SSJ札幌整形循環器病院）尾崎　威文

（国立病院機構北海道医療センター）明上　卓也

（済生会横浜市東部病院）小林　範弘

「New Micro catheter MIZUKIの使用経験」

演者

ミニレクチャー12

（春日部中央総合病院）安藤　弘 共催：㈱カネカメディックス

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

（浅大腿動脈）

CO-SPONSOR: ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱
ボルケーノ・ジャパン㈱

東芝メディカルシステムズ㈱

SAT
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Program
プログラム

HALL　B(ロイトンホールCD：3F)
PPI Live Session 2

（手稲渓仁会病院）

（東海大学医学部）

廣上　貢

伊苅　裕二

10:15-11:45

進行役

座長

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

（新古賀病院）川﨑　友裕

（いわき市立総合磐城共立病院）山本　義人

カテ室コメンテーター

「BTK  intervention における　bi-directional approachの有用性」

演者

ミニレクチャー13

（市立札幌病院）檀浦　裕

「2014年日本における最強のディバィス群と今後の課題」

演者

（春日部中央総合病院）安藤　弘

「近未来における新たな治療戦略」

（時計台記念病院）浦澤　一史

（頸動脈）

（豊橋ハートセンター）木下　順久

コメンテーター

（星総合病院）清野　義胤

（旭川厚生病院）塩越　隆広

（帯広協会病院）吉田　一郎

（王子総合病院）加藤　伸郎

（札幌白石記念病院）藤井　徳幸

Luncheon Seminer 5

（時計台記念病院）佐藤　勝彦

12:00-13:00

座長

大塚製薬㈱
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

CO-SPONSOR: ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱
ボルケーノ・ジャパン㈱

SAT
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Program
プログラム

HALL　B(ロイトンホールCD：3F)
PPI Live Session 3

（心臓血管センター北海道大野病院）

（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）

山下　武廣

小松　宣夫

13:15-14:30

進行役

座長

共催：日本メドトロニック㈱

（仙台厚生病院/東京蒲田病院）井上　直人

「本気で押すならOTW」

演者

ミニレクチャー14

（仙台厚生病院）鈴木　健之

共催：東芝メディカルシステムズ㈱

「被曝マネージメント（気づけば意識も変わる）－患者さんのためにも、自分のためにも－」

演者

ミニレクチャー15

（高瀬クリニック）大井田　史継

（腸骨動脈）

（東海大学医学部）吉町　文暢

コメンテーター

（仙台厚生病院）鈴木　健之

（JCHO 北海道病院）岡林　宏明

（苫小牧市立病院）町田　正晴

（札幌東徳洲会病院）山崎　誠治

（新札幌循環器病院）山田　陽一

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㈱

PPI Live Session 4

（手稲渓仁会病院）

（春日部中央総合病院）

廣上　貢

安藤　弘

14:30-16:00

進行役

座長

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

（京都桂病院）中村　茂

「IVUS-guided EVT for Femoro-popliteal and BK Lesions」

演者

ミニレクチャー16

（兵庫医科大学病院）福永　匡史

（膝下動脈）

（森之宮病院）川﨑　大三

コメンテーター

（済生会横浜市東部病院）平野　敬典

（札幌心臓血管クリニック）鹿島　由史

（恵み野病院）牧口　展子

（市立札幌病院）檀浦　裕

ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱CO-SPONSOR:

SAT

SAT
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・
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Program
プログラム

HALL　B(ロイトンホールCD：3F)
PPI Live Session 5

（心臓血管センター北海道大野病院）

（信州大学医学部附属病院）

山下　武廣

宮下　裕介

16:00-17:30

進行役

座長

共催：オーバスネイチメディカル㈱

（秋田県成人病医療センター）佐藤　匡也

「Orbusneich PTA Products ～POBAでの有用性と可能性～ 」

演者

ミニレクチャー17

（春日部中央総合病院）安藤　弘

（浅大腿動脈）

（洛和会丸太町病院）浜中　一郎

コメンテーター

（星総合病院）氏家　勇一

（勤医協中央病院）鈴木　隆司

（小樽協会病院）高木　千佳

（KKR札幌医療センター）白井　真也

（JR札幌病院）長谷川　徹

CO-SPONSOR: テルモ㈱
東芝メディカルシステムズ㈱

Slender Club Japan AWARD 2014 @ SLDC

（東海大学医学部付属八王子病院）松陰　崇

17:40-19:10

座長

（さくら会高橋病院）羽田　哲也

「FFRiFR (Four French iFR) ～4Fr診断カテーテルを用いた冠動脈iFR測定の可能性～」

<Slender Club Japan 2014 Award Competition>

（東海大学）吉町　文暢

座長

<mini lecture>

（済美会昭和病院）舛谷　元丸

総評＆各賞の発表

<commendation ceremony of SCJ AWARD 2014>

演者

（中村病院）正村　克彦

「Future of less invasive intervention meddle east experience」

演者

（International medical center-jeddah-Saudi Arabia）Khalid Tammam

（小樽市立脳・循環器・こころの医療センター）高川　芳勅

「ピン・ピン」

（東海大学）村上　力

「5Frだからこそ、RCA入口部のOCTが観察し得た一例」

（国立病院機構　災害医療センター）加藤　隆一

「RCA　CTOに対する1P1G technique」

（兵庫医科大学病院）松本　一真

「冠動脈造影画像を用いた部分血流予備量比測定の試み」

SAT
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Program
プログラム

08:30-10:00

HALL　C(ハイネスホール：2F)

（札幌白石記念病院）小林　暦光

座長

「カテ業務に必要な基礎知識①」Co-Medical Session 2

演者

（手稲渓仁会病院）鈴木　学

「冠動脈の走行とCAG」

（札幌心臓血管クリニック）山下　雅敏

「虚血心疾患の心電図変化」

12:00-13:00

（福岡山王病院）横井　宏桂

（岐阜ハートセンター）松尾　仁司

座長

Luncheon Seminer 6

演者

（JCHO 北海道病院）管家　鉄平

（札幌東徳洲会病院）八戸　大輔

（JCHO 北海道病院）原田　祐輔

「治療対象となる全身血管の解剖」

（札幌医科大学附属病院）小倉　圭史

「CTAの見かた」

10:00-11:45

（手稲渓仁会病院）那須　敏裕

座長

「カテ業務に必要な基礎知識②」

「始めよう！iFR®　- エキスパートに聞く！iFR®の疑問と実際 -」

Co-Medical Session 3

演者

（札幌医科大学附属病院）橋本　佳苗

「もっと知りたい！ スワンガンツカテーテル」

（JCHO 北海道病院）上西　由希子

「カテ室看護のポイント」

（札幌心臓血管クリニック）根本　貴史

「除脈性・頻脈性不整脈の見分け方」

（JCHO 北海道病院）西部　幸一

「治療後の薬剤管理」

（北光記念病院）近藤　和夫

「心臓リハビリについて」

共催：ボルケーノ・ジャパン㈱

SAT
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13:15-14:15

HALL　C(ハイネスホール：2F)

（JCHO 北海道病院）平田　和也

（札幌医科大学附属病院）橋本　佳苗

座長

循環器救急Session

演者

（札幌医科大学）長谷　守

「院外心停止に対する蘇生治療、心拍再開後ケアの実際～ビデオデモンストレーション」

14:15-15:10

（札幌心臓血管クリニック）宮本　秋生

座長

「カテ室でパニックにならないために」Co-Medical Session 4

「Lacrosse NSE ALPHA (NON SLIP ELEMENT)の使用経験」

演者

（札幌東徳洲会病院）梶原　弘巳

「血行動態の把握」

（星総合病院）菊池　康昭

「合併症対策」

15:10-15:30

（札幌白石記念病院）小林　暦光

座長

Coffee Break Session

演者

（JCHO 北海道病院）平田　和也

「Lacrosse NSE　ALPHAの使用経験」

共催：㈱グッドマン

15:30-17:30

（JCHO 北海道病院）平田　和也

（札幌白石記念病院）小林　暦光

座長

「デバイスを理解しよう」Co-Medical Session 5

演者

（市立旭川病院）山口　和也

「ガイドカテーテル」

（手稲渓仁会病院）山内　貴司

「ガイドワイヤー」

（JCHO 北海道病院）大山　雄也

「マイクロカテーテル」

（旭川赤十字病院）貝沼　宏樹

「バルーン」

（北海道循環器病院）藤澤　典史

「ステント」

（心臓血管センター北海道大野病院）伊勢谷　佑希

「ELCA」

SAT



コメンテーター
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17:40-19:40

HALL　C(ハイネスホール：2F)

（JCHO 北海道病院）平田　和也 （北光記念病院）玉澤　充

（高岡市民病院）平瀬　裕章

座長

北海道YES Club Meeting 

演者 「当院での取組みの歴史（仮）」

（星総合病院）添田　信之

08:45-10:15

HALL　D(リージェントホール：2F)

（星総合病院）木島　幹博 （製鉄記念室蘭病院）松木　高雪

座長

（昭和大学病院）濱嵜　裕司

（心臓血管研究所付属病院）矢嶋　純二

（札幌厚生病院）佐藤　俊也

（札幌医科大学）長谷　守

レフリー

Case Presentation

演者

（第二岡本総合病院）田辺　正喜

「Successful bail-out PCI of the tortuous LCX-CTO after transected & remained guidewire 
     　　　within CTO segment with tips and tricks for IVUS guidance」

（戸田中央総合病院）小堀　裕一

「閉塞期間が約30年で高度石灰化を伴うCTOに対し、RotablatorによるSide Branch Techniqueが有効であった一例」

（国立病院機構 災害医療センター）加藤　隆一

「遅発性ステント血栓症に対するBest Treatmentは？」

（東大阪市立総合病院）竹井　義純

「左回旋枝のCTO failure症例に対し、血管内視鏡、IVUSがbailoutに有用であった1症例」

（済生会宇都宮病院）下地　顕一郎

「Blunt miracle neo3 was effective in intravascular tracking of very long RCA CTO with unclear route」

（済生会西条病院）金子　伸吾

「New method for TRI-CTO using Guideliner」

「My best & worst case」PCI編2

【Co-Medical Session】「～医師とコメディカルの連携～」

審査員

（JCHO 北海道病院）五十嵐　康己

（兵庫県立姫路循環器病センター）矢坂　義則

（高岡市民病院）平瀬　裕章

（心臓血管研究所付属病院）矢嶋　純二

座長

（産業医科大学病院）園田　信成

（遠軽厚生病院）鈴木　孝英

（名寄市立総合病院）八巻　多

演　者

（旭川厚生病院）下岡　良典

（耳原総合病院）石原　昭三

（時計台記念病院）丹　通直

（東京警察病院）新田　宗也 （済生会福岡総合病院）芹川　威

（JR札幌病院）長谷川　徹

【Medical Session】「Case Competition～私の人生最悪のPCI～」

SAT

共催：アボット バスキュラー ジャパン㈱
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10:25-11:45

HALL　D(リージェントホール：2F)

（JCHO Hokkaido Hospital）Yasumi Igarashi

（Severance Cardiovascular Hospital, Yonsei University College of Medicine,Korea）Yang soo Jang

（Toyohashi Heart Center）Mitsuyasu Terashima

Chair

（Gachon University,Gil Medical Center,Korea）Seung-Hwan Han

「My best or worst case in 2013 -2014」

（Hyogo Brain and Heart Center）Yoshinori Yasaka

Presentation

（Engaru Kosei General Hospital）Takahide Suzuki

（Boramae Medical Center,Korea）Jae-Bin Seo

（Myongji Hospital,Korea）Yun-Hyeong Cho

（Otaru Municipal Medical Center for Brain, Cardiovascular and Mental disorders）Yoshitoki Takagawa

Discusser

（Rakuwakai Marutamachi Hospital）Kinzo Ueda

（Inje University,Sanggye Paik Hospital,Korea）Byeong-Ok Kim

（Severance Cardiovascular Hospital, Yonsei University College of Medicine,Korea）Yang soo Jang

Chair

Session 2

（Higashi Takarazuka Satoh Hospital）Satoru Otsuji

（NTT EAST Sapporo Hospital）Nozomu Kawashima

Presentation

（JCHO Hokkaido Hospital）Teppei Sugaya

（Gachon University,Gil Medical Center,Korea）Myeong-Gun Kim

（Severance Cardiovascular Hospital,Yonsei University College of Medicine,Korea）Byeong-Keuk Kim

（Sapporo Higashi Tokushukai Hospital）Daisuke Hachinohe

（11:00～11:45）

Session 1（10:25～11:00）

12:00-13:00

（JCHO 北海道病院）五十嵐　慶一

座長

Luncheon Seminer 7

演者

（昭和大学病院）濱嵜　裕司

「PCIにおける抗血小板療法の現状」

共催：第一三共㈱
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13:15-15:15

HALL　D(リージェントホール：2F)

（札幌心臓血管クリニック）工藤　環

（札幌医科大学附属病院）小倉　圭史

座長

「TAVIに対する放射線技師の取り組み」Co-Medical Session 6

演者

＜解析ソフト紹介＞

（札幌医科大学附属病院）小倉　圭史

「TAVI施設基準について」

（フォトロン メディカル イメージング㈱）小松　秀行

「3mensio」

（ザイオソフト㈱）安達　雅昭

「ZIO SOFT」

＜TAVIに対する放射線技師の取り組み＞

（榊原記念病院）丹羽　辰徳

「TAVI治療におけるCT検査の役割」

（榊原記念病院）武田　和也

「榊原記念病院のTAVIの実際　-治験から始まり現在のスタイルに至るまで-」

15:15-17:30

（JCHO 北海道病院）村瀬　早苗

座長

「カテーテル治療における看護の極意」Co-Medical Session 7

17:40-19:40 「至適抗血小板療法も含めて」ケースカンファランスS(Sapporo)-CTO

演者

（榊原記念病院）山形　泰士

「フィジカルアセスメントの極意」

（仙台厚生病院）富田　紀雄

「看護に活かす患者情報～情報収集の極意～」

（北光記念病院）大島　友美

「起こってしまった合併症対応の極意」

（JCHO 北海道病院）臼井　美乃

「感染予防の極意」

SAT

共催：第一三共㈱


