
Program
プログラム

Operator
　　　　　野崎　洋一　（北光記念病院）

　　　　　落合　正彦　（昭和大学横浜市北部病院）

　　　　　濱嵜　裕司　（昭和大学病院）

　　　　　那須　賢哉　（豊橋ハートセンター）

　　　　　八巻　多　　（名寄市立総合病院）

PCI Live Demonstration9.4 FRI

中継病院　(北光記念病院)

9.4
HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

PCI Live SessionFRI

共催：日本ライフライン㈱

CO-SPONSOR:

8:30-10:15　PCI Live Session1-1

08:30-11:45  13:15-17:30　PCI Live Demonstration

08:30-11:45  13:15-17:30

IVUS Commentator
　　　　　山本　義人　（いわき市立総合磐城共立病院）

　　　　　添田　信之　（星総合病院）

08:30-11:45

IVUS Commentator
　　　　　志手　淳也　（大阪府済生会中津病院）

　　　　　及川　裕二　（心臓血管研究所付属病院）

13:15-17:30

進行役

 　五十嵐　慶一（JCHO 北海道病院）

スーパーバイザー　　　

 　加藤　修　　

座長

 　小松　宣夫　（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）

 　上田　欽造　（洛和会丸太町病院）

コメンテーター

 　岡田　隆　　（京都市立病院）

 　門田　一繁　（倉敷中央病院） 

 　明上　卓也　（国立病院機構北海道医療センター）

 　牧野　隆雄　（市立札幌病院）

ミニレクチャー1

「Clinical Experience With the 6Fr Guideliner Catheter」

 　羽原　誠二　（倉敷中央病院）

アボット バスキュラー ジャパン㈱

㈱カネカメディックス

テルモ㈱

東芝メディカルシステムズ㈱

日本メドトロニック㈱

メディキット㈱

ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱



Program
プログラム

9.4
HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

FRI

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

10:15-11:45　PCI Live Session1-2
進行役

 　五十嵐　康己（JCHO 北海道病院）

スーパーバイザー　　　

 　加藤　修　　

座長

 　川﨑　友裕　（新古賀病院）

 　中村　茂　　（京都桂病院）

コメンテーター

 　小野　史朗　（済生会山口総合病院）

 　木下　順久　（豊橋ハートセンター） 

 　古谷　純吾　（JCHO 北海道病院）

 　越田　亮司　（時計台記念病院）

 　坂本　賢一　（製鉄記念室蘭病院）

ミニレクチャー2

「The Dual Performance for PREMIER Solution　NC Emerge」

 　八戸　大輔　（札幌東徳洲会病院）

共催：ニプロ㈱

13:15-14:30　PCI Live Session1-3
進行役

 　佐藤　勝彦　（時計台記念病院）

座長

 　木島　幹博　（星総合病院）

 　片平　美明　（東北薬科大学病院）

コメンテーター

 　上妻　謙　　（帝京大学医学部附属病院）

 　芹川　威　　（済生会福岡総合病院） 

 　八戸　大輔　（札幌東徳洲会病院）

 　神垣　光徳　（KKR札幌医療センター）

 　丹　通直　　（時計台記念病院）

ミニレクチャー3

「GUIDE  PLUSの使用経験」

 　鈴木　孝英　（遠軽厚生病院）



Program
プログラム

9.4
HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

FRI

共催：日本メドトロニック㈱

14:30-16:00　PCI Live Session1-4
進行役

 　五十嵐　慶一（JCHO 北海道病院）

座長

 　挽地　裕　　（佐賀大学）

 　北山　道彦　（金沢医科大学）

コメンテーター

 　清野　義胤　（星総合病院）

 　浜中　一郎　（洛和会丸太町病院） 

 　佐藤　俊也　（札幌厚生病院）

 　大坪　光典　（新札幌循環器病院）

 　竹内　剛　　（市立千歳市民病院）

ミニレクチャー4

「分岐部病変でのResolute Integrityの有用性」

 　亀谷　良介　（名古屋徳洲会総合病院）

共催：㈱カネカメディックス

16:00-17:30　PCI Live Session1-5
進行役

 　五十嵐　康己（JCHO 北海道病院）

座長

 　佐藤　匡也　（会津中央病院）

 　西川　英郎　（三重ハートセンター）

コメンテーター

 　中村　淳　　（新東京病院）

 　松原　徹夫　（豊橋ハートセンター） 

 　長谷　守　　（札幌医科大学）

 　榊原　守　　（北海道大学）

 　高川　芳勅　（小樽市立病院）

ミニレクチャー5

「How to use Ryusei, perfusion balloon in case of except bail-out situation? 」

 　岡田　尚之　（総合病院聖隷浜松病院）



Program
プログラム

PCI Live DemonstrationSAT9.5

Operator
　　　　　五十嵐　慶一（JCHO 北海道病院）

　　　　　五十嵐　康己（JCHO 北海道病院）

　　　　　土金　悦夫　（豊橋ハートセンター）

　　　　　大辻　悟　　（東宝塚さとう病院）

　　　　　鈴木　孝英　（遠軽厚生病院）

中継病院　(JCHO 北海道病院)

9.5
HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

PCI Live SessionFRI

共催：テルモ㈱

08:30-10:15　PCI Live Session2-1
進行役

 　野崎　洋一　（北光記念病院）

スーパーバイザー　　　

 　鈴木　孝彦　（豊橋ハートセンター）

座長

 　吉町　文暢　（東海大学医学部）

 　矢嶋　純二　（心臓血管研究所付属病院）

コメンテーター

 　櫻田　真己　（所沢ハートセンター）

 　於久　幸治　（長崎医療センター） 

 　矢坂　義則　（兵庫県立姫路循環器病センター）

 　四戸　力也　（江別市立病院）

 　岩切　直樹　（心臓血管センター北海道大野病院）

ミニレクチャー6

「当院におけるOFDIの活用法」

 　山本　義人　（いわき市立総合磐城共立病院）

SAT

08:30-11:45  13:15-17:30　PCI Live Demonstration

IVUS Commentator
　　　　　寺島　充康　（豊橋ハートセンター）

　　　　　管家　鉄平　（JCHO 北海道病院）

08:30-11:45  13:15-17:30

08:30-11:45

IVUS Commentator
　　　　　本江　純子　（菊名記念病院）

　　　　　園田　信成　（産業医科大学病院）

13:15-17:30

CO-SPONSOR:
朝日インテックJセールス㈱

アボット バスキュラー ジャパン㈱

テルモ㈱

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㈱



Program
プログラム

9.5
HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

FRI

10:15-11:45　PCI Live Session2-2

SAT

共催：㈱グッドマン、ニプロ㈱

進行役

 　山下　武廣　（心臓血管センター北海道大野病院）

スーパーバイザー　　　

 　鈴木　孝彦　（豊橋ハートセンター）

座長

 　許　永勝　　（草津ハートセンター）

 　朝倉　靖　　（葛西昌医会病院）

コメンテーター

 　柴田　剛徳　（宮崎市郡医師会病院）

 　中澤　学　　（東海大学医学部） 

 　羽田　哲也　（さくら会高橋病院）

 　北　宏之　　（JCHO 札幌北辰病院）

 　貴田岡　享　（旭川厚生病院）

ミニレクチャー7

「DCB(SeQuent  Please)アップデート」

 　山崎　誠治　（札幌東徳洲会病院）

共催：日本メドトロニック㈱

13:15-14:30　PCI Live Session2-3
進行役

 　八巻　多　　（名寄市立総合病院）

座長

 　矢嶋　純二　（心臓血管研究所付属病院）

 　舛谷　元丸　（済美会昭和病院）

コメンテーター

 　伊藤　良明　（済生会横浜市東部病院）

 　松陰　崇　　（東海大学医学部付属八王子病院） 

 　吉川　糧平　（三田市民病院）

 　石原　昭三　（耳原総合病院）

 　塩越　隆広　（旭川厚生病院）

 　大村　計　　（国立病院機構北海道医療センター）

ミニレクチャー8

「NC Euphoraの臨床における有用性について」

 　小山　豊　　（東京蒲田病院）



14:30-16:00　PCI Live Session2-4

Program
プログラム

9.5
HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

FRISAT

共催：㈱グッドマン

進行役

 　山下　武廣　（心臓血管センター北海道大野病院）

座長

 　加藤　敦　　（仙台オープン病院）

 　道下　一朗　（横浜栄共済病院）

コメンテーター

 　岩淵　成志　（琉球大学大学院）

 　清水　稔　　（春日部中央総合病院） 

 　松村　昭彦　（亀田総合病院）

 　道明　武範　（小倉記念病院）

 　石井　良直　（市立旭川病院）

 　斉藤　高彦　（北見赤十字病院）

ミニレクチャー9

「Lacrosse NSE ALPHAを使用したplaque modificationの効果」

 　舟山　直宏　（北海道循環器病院）

共催：アボット バスキュラー ジャパン㈱

16:00-17:30　PCI Live Session2-5
進行役

 　野崎　洋一　（北光記念病院）

座長

 　村松　俊哉　（済生会横浜市東部病院）

 　松尾　仁司　（岐阜ハートセンター）

コメンテーター

 　高橋　玲比古（さくら会高橋病院）

 　七里　守　　（名古屋第二赤十字病院） 

 　滝澤　要　　（仙台厚生病院）

 　鈴木　丈二　（北光記念病院）

 　高木　千佳　（小樽協会病院）

 　藤田　雅章　（国立病院機構北海道医療センター）

ミニレクチャー10

「Clinical Outcome of XIENCE® series in SCVC」

 　菅野　大太郎（札幌心臓血管クリニック）



SAT9.5

Operator
　　　　　浦澤　一史　（時計台記念病院）

　　　　　中村　茂　　（京都桂病院）

PPI Live Demonstration

中継病院　(時計台記念病院)

Program
プログラム

9.5 PPI Live SessionFRI

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

08:30-10:15　PPI Live Session1
進行役

 　佐藤　勝彦　（時計台記念病院）

座長

 　上田　欽造　（洛和会丸太町病院）

 　井上　直人　（仙台厚生病院/東京蒲田病院）

コメンテーター

 　曽我　芳光　（小倉記念病院）

 　浜中　一郎　（洛和会丸太町病院） 

 　岡林　宏明　（JCHO 北海道病院）

 　牧口　展子　（恵み野病院）

 　鈴木　隆司　（勤医協中央病院）

 　藤井　徳幸　（札幌白石記念病院）

ミニレクチャー11

「当院におけるSFA-CTOの取り組み」

 　早川　直樹　（総合病院国保旭中央病院）

ミニレクチャー12

「Crusade PAD　～for complex endovascular procedure～」

 　越田　亮司　（時計台記念病院）

SAT

HALL　B(ロイトンホールCD：3F)

「浅大腿動脈」

共催：㈱カネカメディックス

08:30-11:45  13:15-17:30

08:30-11:45  13:15-17:30　PPI Live Demonstration

08:30-11:45

Operator
　　　　　山本　義人　（いわき市立総合磐城共立病院）

　　　　　平野　敬典　（済生会横浜市東部病院）

　　　　　川﨑　大三　（森之宮病院）

13:15-17:30

CO-SPONSOR:
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

東芝メディカルシステムズ㈱



Program
プログラム

9.5 FRI

共催：Cook Japan㈱

10:15-11:45　PPI Live Session2
進行役

 　廣上　貢　　（手稲渓仁会病院）

座長

 　宮本　明　　（総合高津中央病院）

 　河原田　修身（国立循環器病研究センター）

コメンテーター

 　松原　徹夫　（豊橋ハートセンター）

 　鈴木　健之　（東京都済生会中央病院） 

 　清野　義胤　（星総合病院）

 　檀浦　裕　　（市立札幌病院）

 　山田　陽一　（新札幌循環器病院）

 　白井　真也　（KKR札幌医療センター）

ミニレクチャー13

「Zilver PTX留置が望ましい症例像の検討」

 　高橋　大　　（山形大学医学部附属病院）

ミニレクチャー14

「Command Wireの特徴と使用経験」

 　鴨井　大典　（名古屋共立病院）

SAT

HALL　B(ロイトンホールCD：3F)

「浅大腿動脈」

共催：アボット バスキュラー ジャパン㈱

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

13:15-14:30　PPI Live Session3
進行役

 　佐藤　勝彦　（時計台記念病院）

座長

 　横井　良明　（岸和田徳洲会病院）

 　横井　宏佳　（福岡山王病院）

コメンテーター

 　宮下　裕介　（長野赤十字病院/信州大学医学部附属病院）

 　木下　順久　（豊橋ハートセンター） 

 　川嶋　望　　（NTT東日本札幌病院）

 　長谷川　徹　（JR札幌病院）

 　尾崎　威文　（SSJ札幌整形循環器病院）

 　鹿島　由史　（札幌心臓血管クリニック）

ミニレクチャー15

「Ideal Iliac Stenting by Epic self-expandable Stent」

 　安藤　弘　　（春日部中央総合病院）

「腸骨動脈」

CO-SPONSOR:
Cook Japan㈱

アボット バスキュラー ジャパン㈱

CO-SPONSOR:
ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

東芝メディカルシステムズ㈱



Program
プログラム

9.5 FRI

共催：テルモ㈱

14:30-16:00　PPI Live Session4
進行役

 　越田　亮司　（時計台記念病院）

座長

 　安藤　弘　　（春日部中央総合病院）

 　佐藤　匡也　（会津中央病院）

コメンテーター

 　小松　宣夫　（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）

 　藤原　昌彦　（岸和田徳洲会病院） 

 　清水　紀宏　（砂川市立病院）

 　山崎　誠治　（札幌東徳洲会病院）

 　國分　宣明　（札幌医科大学）

 　佐藤　健司　（函館五稜郭病院）

ミニレクチャー16

「当院におけるMisago stentの中期成績」

 　佐々木　伸也（坂総合病院）

ミニレクチャー17

「Orbusneich PTA Products ～My trend of POBA～」

 　安齋　均　　（太田記念病院）

SAT

HALL　B(ロイトンホールCD：3F)

「浅大腿動脈」

共催：オーバスネイチメディカル㈱

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

16:00-17:30　PPI Live Session5
進行役

 　廣上　貢　　（手稲渓仁会病院）

座長

 　西川　英郎　（三重ハートセンター）

 　土谷　武嗣　（金沢医科大学病院）

コメンテーター

 　曽我　芳光　（小倉記念病院）

 　安齋　均　　（太田記念病院） 

 　柴田　豪　　（市立函館病院）

 　吉田　一郎　（帯広協会病院）

 　町田　正晴　（苫小牧市立病院）

 　加藤　伸郎　（王子総合病院）

ミニレクチャー18

「私が、Exoseal®を選択する理由

　　　　　　　　　　　　　　～Extravascular Closure Device～」

 　土井尻　達紀（大和成和病院）

「浅大腿動脈」

CO-SPONSOR: テルモ㈱

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㈱


