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9:00-10:20
Live 1　「石灰化コース」
座長　挽地　裕　　佐賀県メディカルセンター好生館
　　　朝倉　靖　　博慈会記念総合病院
コメンテーター
　　　安齋　文弥　太田西ノ内病院
　　　岩渕　薫　　大崎市民病院
　　　川井　和哉　近森病院
　　　児玉　隆秀　虎の門病院
　　　高橋　潤　　東北大学病院
　　　福井　昭男　山形県立中央病院

10:45-12:10
Live 2　「石灰化コース」
座長　小田　弘隆　新潟市民病院
　　　華岡　慶一　華岡青洲記念病院
ご意見番
　　　西川　英郎　三重ハートセンター
コメンテーター
　　　川﨑　友裕　新古賀病院
　　　菅野大太郎　札幌心臓血管クリニック
　　　高橋　徹　　秋田県立循環器・脳脊髄センター
　　　朴沢　英成　イムス東京葛飾総合病院
　　　保坂　浩希　会津中央病院
　　　矢坂　義則　香芝旭ヶ丘病院
IVUS コメンテーター
　　　藤井　健一　関西医科大学

13:35-15:00
Live 3　「分岐部・CTOコース」
座長　北山　道彦　金沢医科大学病院
　　　野崎　洋一　北光記念病院
ご意見番
　　　木島　幹博　星総合病院　　
コメンテーター
　　　伊藤　智範　岩手医科大学附属病院
　　　鈴木　聡　　竹田綜合病院
　　　玉田　芳明　山形県立中央病院
　　　中村　淳　　新東京病院
　　　平瀬　裕章　高岡みなみハートセンター
　　　八巻　尚洋　福島県立医科大学附属病院

15:20-16:45
Live 4　「分岐部・CTOコース」
座長　松原　徹夫　豊橋ハートセンター
　　　矢嶋　純二　心臓血管研究所付属病院
ご意見番
　　　鈴木　孝彦　豊橋ハートセンター
コメンテーター
　　　金子　一善　山形済生病院
　　　下地 顕一郎　済生会宇都宮病院
　　　菅野　晃靖　横浜市立大学附属病院
　　　三引　義明　仙台市立病院
　　　宗久　雅人　仙石病院
　　　山口　修　　済生会福島総合病院

17:05-18:35
CTO 教室
座長　及川　裕二　心臓血管研究所付属病院
　　　辻　貴史　　草津ハートセンター

スーパバーザー 
　　　加藤　修

症例提示
　　　圓谷　隆治　大崎市民病院
　　　山中　多聞　石巻赤十字病院 

10:25-10:40    Mini-Lecture 1
Canon 製　最新 Angio 装置　Alphenix Biplane
の使用経験
演者：川村　敬一　総合南東北病院
共催：キャノンメディカル株式会社

12:10-12:25    Mini-Lecture2
Challenge of Resolute Onyx - Short DAPT in HBR -
演者：夏秋　政浩　佐賀大学医学部
共催：日本メドトロニック株式会社

15:00-15:15   Mini-Lecture 3
ステント野郎が教える、Ranger の使いどころ！
演者：佐々木　伸也 坂総合病院
共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

16:45-17:00   Mini-Lecture 4
レオカーナ上市から 1年。CLTI 治療における
その役割
演者：佐々木 伸也　 坂総合病院
共催：株式会社カネカメディックス

12:30-13:30    Luncheon Seminar 1
心不全と高血圧に ARNI が必要な理由
座長：杉　正文　　いわき市医療センター
演者：滝村　英幸　東京総合病院

共催：ノバルティスファーマ株式会社

12:30-13:30    Luncheon Seminar 2
冠動脈疾患に対する抗血栓療法の最新の動向
座長：山本　義人　いわき市医療センター
演者：上妻　謙　　帝京大学

共催：バイエル薬品株式会社

12:30-13:30    Luncheon Seminar3
テーマ
座長：添田　信之　星総合病院
演者：二上　倫嗣　星総合病院
　　　髙橋　拓也　仙台市立病院

共催：日本メドトロニック株式会社

18:40-19:10
症例検討会
司会　山本　義人　いわき市医療センター 

9:20-9:45　　教育セッション 1
<CTOキホンのキ >
座長　那須　賢哉　豊橋ハートセンター
演者　松野　俊介　心臓血管研究所付属病院 

9:50-10:15　　教育セッション 2
分岐部病変の治療戦略
座長　村里　嘉信　九州医療センター
演者　高木　健督　国立循環器病研究センター

10:20-10:45　　教育セッション 3
SFA に対する final device の選択の仕方
座長　飯田　修　　関西ろうさい病院
演者　越田　亮司　星総合病院

10:50-11:15　　教育セッション 4
EVT を始めましょう　入門編（illiac の基本）
座長　中里　和彦　福島県立医科大学
演者　高橋　大　　山形大学

11:50-12:05　　特別企画「徹底討論」Part1-1
～この症例どうする？～
テーマ：Large Vessel
座長　近江 晃樹　日本海総合病院
演者　樋上 裕起　大津赤十字病院
ディスカッサー 
　　　井汲 陽祐　　みやぎ県南中核病院
　　　砂村 慎一郎　仙台オープン病院
　　　中村 裕一　　星総合病院

11:20-11:45　　教育セッション 5
ACS の PCI 治療戦略
座長　鳥居　翔　　東海大学医学部付属病院　
演者　石田　悟朗　太田西ノ内病院　

13:35-14:10　　特別企画「徹底討論」Part1-2
～この症例どうする？～
テーマ：高度石灰化治療
座長　瀧井  暢　　仙台オープン病院
演者　下岡 良典　恵み野病院
ディスカッサー 
　　　伊藤 愛剛　みやぎ県南中核病院
　　　金澤 正範　岩手県立中央病院
　　　髙木 祐介　秋田大学医学部附属病院

14:15-14:50　　特別企画「徹底討論」Part1-3
～この症例どうする？～
テーマ：Impella
座長　山本 義人　　いわき医療センター
演者　大瀧 陽一郎　山形大学医学部附属病院
ディスカッサー
　　　櫛引　基　　青森県立中央病院
　　　工藤　俊　　いわき医療センター
　　　清水 竹史　　福島県立医科大学附属病院

14:55～15:25　Afternoonn seminar 1

座長　杉　正文　いわき市医療センター
演者　高木 祐介　秋田大学大学院

9:00-10:20　　心カテ・PCI 前に  
　座長　中鉢　亮 東北医科薬科大学病院
　　　　齋藤　稔之　  寿泉堂綜合病院
 
　心臓の解剖　
　　谷岡　怜　　神戸大学医学部附属病院
　全身血管 　　
　　奥田　正穂　札幌東徳洲会病院
　血行動態 　　
　　野崎　暢仁　高の原中央病院　かんさいハートセンター
　心エコー 　　
　　清水　速人　近森病院 

10:25-12:25　　心カテ・PCI　1  
　座長　後藤　英明 須賀川病院
　　　　渡辺　幸紀 総合南東北病院
 
　心電図  
　　辻井　正人　　三重ハートセンター
　ガイドカテ  
　　國井　由花　　仙石病院
　ガイドワイヤー  
　　中川　透　　　金沢医科大学病院
　バルーン  
　　佐藤 　龍飛　　日本海総合病院
　ステント  
　　村澤　孝秀　　東京大学医学部附属病院
　マイクロカテ  
　　塩田　裕啓　　ミナミ整形外科・内科循環器科

13:35-15:15　  放射線セッション  
　座長　井戸沼俊英 星総合病院

　　　　大原　亮平 太田西ノ内病院
　CT 
　　　　佐野　始也 高瀬クリニック
　MRI  
　　　　宮田　健吏 太田西ノ内病院
　RI  
　　　　鈴木　有子 竹田綜合病院
　これで解決！！基礎から実践。心カテ室の
　スタッフ被ばく防護  
　　　　森島　貴顕 東北医科薬科大学病院
　タスクシフティングにより業務拡大で診療放
　射線技師はどのように　変わるのか　
　　（何を求められているのか）  
　　　　佐藤　久弥 昭和大学藤が丘病院

15:20～15:40　Mini-Lecture 1
IABP
座長　鈴木　勇人 星総合病院
　　　長谷川　貴 いわき市医療センター
演者　木下　昌樹 岡崎市民病院

15:45～16:25　心カテ・PCI　2  
　座長　赤川　拓 由利組合総合病院
　　　　松澤　祐也 会津中央病院
　IVUS  
　　　　平田　和也 小樽市立病院
　OCT  
　　　　玉澤　充 北光記念病院

16:30-18:00 となりのカテ室のぞいてみよう！  
　座長　遠藤　孝敏 いわき市医療センター
　　　　佐藤　晃一 わかまつインターベンションクリニック

　　　　　　　横田　侑子 太田西ノ内病院
　　　　
基調講演  
　　　　岡田　忠久 京都桂病院
コメンテーター 
　　　　野崎　暢仁 高の原中央病院　かんさいハートセンタ

取り組みや工夫
　　　　目黒　敬也 南相馬市立総合病院
　　　　高橋　佑輔 福島第一病院
　　　　水落　裕之 会津中央病院
  

メディカル コメディカル

15:30～17:00　Slender Session
症例１　座長　舛谷　元丸　　松陰　崇　 
　　　　演者　谷口　法正 
　　　　コメンテーター　
　　　　　　　金子　伸吾　　鈴木　隆司 
 　竹谷　善雄　　唐原　悟 　
 　牧口　展子　

症例２　座長　高橋玲比古　　吉町　文暢
　　　　演者　篠崎　法彦
　　　　コメンテーター　
　　　　　　　加藤　隆一　　貞松　研二　
 　進　智康　　　飛田　和樹
 　内藤　貴之　　山平　浩世

症例３　座長　片平  美明 　羽田　哲也
　　　　演者　高川 芳勅 
　　　　コメンテーター　
　　　　　　　遠藤　彩佳　　大庭百合賀 
 　櫻井　馨　　　滝澤　要 
 　寺井　英伸　　森田有紀子 


