
Program
プログラム

Operator
　　　　　五十嵐　康己（時計台記念病院）

　　　　　土金　悦夫　（豊橋ハートセンター）

　　　　　濱嵜　裕司　（昭和大学病院）

PCI Live Demonstration9.1 FRI

中継病院　(時計台記念病院)

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

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

IVUS Commentator
　　　　　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）

13:15-17:30

朝日インテック㈱/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㈱

㈱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㈱

ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

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）

　　　　　鹿島　由史　（札幌心臓血管クリニック）

中継病院　(北光記念病院)

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

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

08:30-11:45

IVUS Commentator
　　　　　本江　純子　（菊名記念病院）

13:15-17:30

アボット バスキュラー ジャパン㈱

テルモ㈱

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㈱



Program
プログラム

9.1
HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

PCI Live SessionFRI

共催：朝日インテック㈱/朝日インテックJセールス㈱

共催：ニプロ㈱

8:30-10:15　PCI Live Session 1-1
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）

 　道下　一朗　（横浜栄共済病院）

コメンテーター

 　平瀬　裕章　（高岡市民病院）

 　中村　淳　　（新東京病院） 

 　岡田　隆　　（京都市立病院）

 　山崎　誠治　（札幌東徳洲会病院）

 　國分　宣明　（札幌医科大学）

ミニレクチャー1

「ASAHI NC Kamui ～柔と剛を併せ持つ、高耐圧バルーン～」

 　山崎　誠治　（札幌東徳洲会病院）

ミニレクチャー2

「Clinical results with the  ATHEROCUT™  DCA Catheter」

 　竹之内　豪　（札幌東徳洲会病院）

HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

共催：テルモ㈱

10:15-11:45　PCI Live Session 1-2
進行役

 　華岡　慶一  （華岡青洲記念心臓血管クリニック）

座長

 　挽地　裕  　（佐賀大学医学部附属病院）

 　中村　茂　　（京都桂病院）

コメンテーター

 　七里　守　　（名古屋第二赤十字病院）

 　門田　一繁　（倉敷中央病院） 

 　及川　裕二　（心臓血管研究所付属病院）

 　岩切　直樹　（北海道大野記念病院）

 　佐藤　俊也　（札幌厚生病院）

ミニレクチャー3

「当院におけるUltimasterの2,000本連続使用経験と臨床データ（仮）」

 　只野　雄飛　（札幌心臓血管クリニック）



共催：㈱グッドマン

Program
プログラム

HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

13:15-14:30　PCI Live Session 1-3
進行役

 　八巻　多    （名寄市立総合病院）

座長

 　加藤　敦　　（仙台オープン病院）

 　小松　宣夫　（太田総合病院附属太田西ノ内病院）

コメンテーター

 　浜中　一郎　（洛和会丸太町病院）

 　上妻　謙　  （帝京大学医学部附属病院） 

 　伊藤　良明  （済生会横浜市東部病院）

 　長谷　守    （札幌禎心会病院）

 　古谷　純吾  （華岡青洲記念心臓血管クリニック）

ミニレクチャー4

「DES時代におけるstentless PCIの可能性を考える」

 　舟山　直宏  （北海道循環器病院）

共催：㈱カネカメディックス

14:30-16:00　PCI Live Session 1-4
進行役

 　佐藤　勝彦　（時計台記念病院）

座長

 　川﨑　友裕　（新古賀病院）

 　矢嶋　純二  （心臓血管研究所付属病院）

コメンテーター

 　清野　義胤　（星総合病院）

 　木下　順久　（豊橋ハートセンター）

 　高橋　玲比古（さくら会高橋病院）

 　大村　計　  （札幌白石記念病院）

 　貴田岡　享　（旭川厚生病院）

ミニレクチャー5

「TASUKI - A unique non compliant balloon catheter」

 　越田　亮司　（時計台記念病院）

9.1 FRI



Program
プログラム

HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

共催：日本メドトロニック㈱

16:00-17:30　PCI Live Session 1-5
進行役

 　華岡　慶一　（華岡青洲記念心臓血管クリニック）

座長

 　松尾　仁司  （岐阜ハートセンター）

 　大辻　悟　  （東宝塚さとう病院） 

コメンテーター

 　矢坂　義則  （兵庫県立姫路循環器病センター）

 　小野　史朗  （済生会山口総合病院）

 　川嶋　望　  （NTT東日本札幌病院）

 　塩越　隆広  （遠軽厚生病院）

 　成田　浩二  （恵み野病院）

ミニレクチャー6

「Resolute Onyxのいいところ」

 　鈴木　孝英  （旭川厚生病院）

9.1 FRI



Program
プログラム

PCI Live DemonstrationSAT

Operator
　　　　　華岡　慶一  （華岡青洲記念心臓血管クリニック）

　　　　　大辻　悟　　（東宝塚さとう病院）

 　那須　賢哉　（豊橋ハートセンター）

　　　　　鈴木　孝英　（旭川厚生病院）

　　　　　管家　鉄平　（華岡青洲記念心臓血管クリニック）

中継病院　(華岡青洲記念心臓血管クリニック)

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）

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

08:30-11:45

IVUS Commentator
　　　　　園田　信成　（産業医科大学病院）

13:15-17:30

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

㈱フィリップス エレクトロニクス ジャパン

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㈱

9.2

9.2
HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

PCI Live Session

共催：テルモ㈱

共催：アボット バスキュラー ジャパン㈱

08:30-10:15　PCI Live Session 2-1
進行役

 　五十嵐　康己（時計台記念病院）

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）

 　許　永勝　　（草津ハートセンター）

コメンテーター

 　松原　徹夫　（豊橋ハートセンター）

 　中澤　学　　（東海大学医学部）

 　大坪　光典　（新札幌循環器病院）

 　牧野　隆雄　（市立札幌病院）

 　山本　匡　　（北海道循環器病院）

ミニレクチャー7

「TERUMO 高周波IVUSシステム（仮）」

 　金子　海彦　（札幌心臓血管クリニック）

ミニレクチャー8

「通常PCIにACRを使用しどう役立てるか」

 　管家　鉄平　（華岡青洲記念心臓血管クリニック）

SAT



9.2
HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

PCI Live SessionSAT

Program
プログラム

共催：日本メドトロニック㈱

10:15-11:45　PCI Live Session 2-2
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

 　西川　英郎　（三重ハートセンター）

 　舛谷　元丸　（はくほう会セントラル病院）

コメンテーター

 　辻　貴史　　（草津ハートセンター）

 　道明　武範　（小倉記念病院）

 　石井　良直　（市立旭川病院）

 　北　宏之　　（JCHO札幌北辰病院）

 　鈴木　丈二　（北光記念病院）

ミニレクチャー9

「Initial success of Resolute Onyx at SCVC」

 　菅野　大太郎（札幌心臓血管クリニック）

13:15-14:30　PCI Live Session 2-3

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

進行役

 　山下　武廣　（北海道大野記念病院）

スーパーバイザー

 　加藤　修

座長

 　村松　俊哉　（総合東京病院）

 　井上　直人　（仙台厚生病院/東京蒲田病院）

コメンテーター

 　石原　昭三　（耳原総合病院）

 　羽田　哲也　（さくら会高橋病院）

 　新関　武史　（公立置賜総合病院）

 　小野　太祐　（北見赤十字病院）

 　四戸　力也　（江別市立病院）

ミニレクチャー10

「当院におけるScoring Balloon使用の現状 ～Cutting Balloon の有効性～」

 　多田　智洋　（函館五稜郭病院）



Program
プログラム

HALL　A(ロイトンホールAB：3F)

16:00-17:30　PCI Live Session 2-5
進行役

 　五十嵐　康己（時計台記念病院）

座長

 　片平　美明　（東北医科薬科大学病院）

 　上田　欽造　（洛和会丸太町病院）

コメンテーター

 　櫻田　真己　（所沢ハートセンター）

 　松村　昭彦　（亀田総合病院）

 　芹川  威　　（福岡和白病院）

 　高木　千佳　（小樽協会病院）

 　明上　卓也　（国立病院機構北海道医療センター）

ミニレクチャー12

共催：アボット バスキュラー ジャパン㈱

14:30-16:00　PCI Live Session 2-4
進行役

 　野崎　洋一　（北光記念病院）

スーパーバイザー

 　加藤　修

座長

 　北山　道彦　（金沢医科大学）

 　朝倉　靖　　（博慈会記念総合病院）

コメンテーター

 　吉川　糧平　（三田市民病院）

 　松陰　崇　　（東海大学医学部付属八王子病院）

 　近江　晃樹　（日本海総合病院）

 　高川　芳勅　（小樽市立病院）

 　浅川　直也　（北海道大学病院）

ミニレクチャー11

「OCT画像をきれいに撮るコツ」

 　下岡　良典　（恵み野病院）

9.2 SAT



Program
プログラム

9.2 PPI Live Session

共催：㈱カネカメディックス

08:30-10:15　PPI Live Session 1
進行役

 　佐藤　勝彦　（時計台記念病院）

座長

 　安藤　弘　　（春日部中央総合病院）

 　浜中　一郎　（洛和会丸太町病院）

コメンテーター

 　曽我　芳光　（小倉記念病院）

 　藤原　昌彦　（岸和田徳洲会病院）

 　岡林　宏明　（華岡青洲記念心臓血管クリニック）

 　藤井　徳幸　（札幌白石記念病院）

 　檀浦　裕　　（市立札幌病院）

 　岩田　周耕　（名寄市立総合病院）

ミニレクチャー13

「“Ultra high pressure balloon” SHIDEN HP」

 　檀浦　裕　　（市立札幌病院）

SAT

HALL　B(ロイトンホールCD：3F)

PPI Live DemonstrationSAT 08:30-11:45  13:15-17:309.2

Operator
　　　　　浦澤　一史　（時計台記念病院）

　　　　　平野　敬典  （済生会横浜市東部病院）

中継病院　(時計台記念病院)

08:30-11:45　PPI Live Demonstration

Operator
　　　　　川﨑　大三　（森之宮病院）

　　　　　仲間　達也  （宮崎市郡医師会病院）

　　　　　丹　通直　  （時計台記念病院）

13:15-17:30

㈱フィリップス エレクトロニクス ジャパン

東芝メディカルシステムズ㈱

カーディナル ヘルス ジャパン

㈱メディコン

ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

CO-SPONSOR:



Program
プログラム

共催：日本ゴア㈱

10:15-11:45　PPI Live Session 2
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）

 　木下　順久　（豊橋ハートセンター）

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）

 　清野　義胤　（星総合病院）

 　長谷川　徹　（JR札幌病院）

 　白井　真也　（KKR札幌医療センター）

 　鈴木　隆司　（勤医協中央病院）

 　下岡　良典　（恵み野病院）

ミニレクチャー14

「浅大腿動脈病変の治療ストラテジー～Viabahnがもたらす変化」

 　赤松　大二郎（東北大学大学院医学系研究科）

HALL　B(ロイトンホールCD：3F)

13:15-14:30　PPI Live Session 3
進行役

 　佐藤　勝彦　（時計台記念病院）

座長

 　中村　茂    （京都桂病院）

 　山本　義人  （いわき市立総合磐城共立病院）

コメンテーター

 　鈴木　健之  （東京都済生会中央病院）

 　岡田　隆    （京都市立病院）

 　吉田　一郎  （帯広協会病院）

 　尾崎　威文  （札幌整形循環器病院）

 　鹿島　由史  （札幌心臓血管クリニック）

 　山田　陽一  （新札幌循環器病院）

ミニレクチャー15

「TERUMO PTAバルーン」

 　鴨井　大典  （名古屋共立病院）

9.2 SAT

共催：テルモ㈱
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共催：日本ライフライン㈱

14:30-16:00　PPI Live Session 4
進行役

 　越田　亮司　（時計台記念病院）

座長

 　佐藤　匡也  （会津中央病院）

 　横井　宏佳  （福岡山王病院）

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）

 　土谷　武嗣  （金沢医科大学病院）

 　柴田　豪    （市立函館病院）

 　清水　紀宏  （砂川市立病院）

 　神垣　光徳  （KKR札幌医療センター）

 　牧口　展子  （恵み野病院）

ミニレクチャー16

「"MASTULY" The Ultra-Low Profile Peripheral Balloon」

 　新井　清仁  （埼玉県済生会栗橋病院）

HALL　B(ロイトンホールCD：3F)

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

16:00-17:30　PPI Live Session 5
進行役

 　山下　武廣　（北海道大野記念病院）

座長

 　西川　英郎　（三重ハートセンター）

 　松原　徹夫　（豊橋ハートセンター）

コメンテーター

 　安藤　弘　　（春日部中央総合病院）

 　浜中　一郎　（洛和会丸太町病院）

 　町田　正晴　（苫小牧市立病院）

 　竹内　剛　　（市立千歳市民病院）

 　加藤　伸郎　（王子総合病院）

 　佐藤　健司　（函館五稜郭病院）

ミニレクチャー17

「TruePath™ CTO Device ～Maximize the Value of EVT～」

 　曽我　芳光　（小倉記念病院）

9.2 SAT


