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9:00-10:20
Live 5　「Peripheral・CTO コース」
座長　中村　茂 京都桂病院
　　　曽我　芳光 小倉記念病院
コメンテーター
　　　岩谷　真人 秋田赤十字病院
　　　佐々木伸也 坂総合病院
　　　佐々木 敏樹 北村山公立病院
　　　佐藤 謙二郎 岩手県立中央病院
　　　平野　敬典 豊橋ハートセンター
　　　水上　浩行 寿泉堂綜合病院

10:40-12:10
Live 6　「Peripheral コース」
座長　横井　宏佳 福岡山王病院
　　　中村　明浩 岩手県立中央病院
コメンテーター
　　　大和田尊之 福島赤十字病院
　　　阪本　亮平 中通総合病院
　　　鈴木　健之 東京都済生会中央病院
　　　鈴木　智人 秋田大学医学部附属病院
　　　星野　寧人  福島第一病院

13:35-15:00
Live 7　「分岐部・CTOコース」
座長　許　永勝　草津ハートセンター
　　　武藤　誠　埼玉県立循環器･呼吸器病センター
　コメンテーター
　　　悦喜　豊　　ひたちなか総合病院
　　　阪本　貴之　福島赤十字病院
　　　桜田　真己　所沢ハートセンター
　　　佐藤　彰彦　福島県立医科大学附属病院
　　　浪打　成人　仙台オープン病院
　　　星野　弘尊　福島県立医科大学 会津医療センター
　　　山尾　秀二　北茨城市民病院
　　　吉成　和之　福島労災病院

15:20-16:45
Live 8　「CTO8 Education コース」
座長　大辻　悟　　東宝塚さとう病院
　　　小野　史朗　済生会山口総合病院
プロクター
　　　土金　悦夫　豊橋ハートセンター
コメンテーター
　　　安藤　卓也　竹田綜合病院
　　　菊池　正　　庄内余目病院
　　　佐藤　雅彦　公立相馬総合病院
　　　弘永　潔　　福岡市民病院
　　　藤原　敏弥　市立秋田総合病院
　　　房崎　哲也　岩手医科大学
　　　堀口　聡　　秋田県立循環器・脳脊髄センター

10:20-10:35    Mini-Lecture 5
EVT ガイドワイヤーは .018 の夢を見て進化する
演者：山本　義人　　いわき市医療センター
共催：カーディナルヘルス合同会社

12:10-12:25    Mini-Lecture  6
腸骨動脈領域における治療戦略
～カバードステントの有効性と安全性～
演者：佐々木伸也　坂総合病院
共済：株式会社メディコン

15:00-15:15   Mini-Lecture 7
石灰化病変におけるステント選択
演者：山崎　誠治　札幌東徳洲会病院
共催：日本メドトロニック株式会社

16:45-17:00   Mini-Lecture 8
PCI 後における抗血栓療法の現在
演者：工藤　俊　いわき市医療センター
共催：第一三共株式会社

12:30-13:30    Luncheon Seminar 4
循環器疾患と糖尿病
より良い血糖コントロールを目指して
座長：竹石　恭知　福島県立医科大学
演者：杉本　一博 　太田西ノ内病院 

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

12:30-13:30    Luncheon Seminar 5
座長：森野　禎浩　岩手医科大学
Small vesselへのUltimaster Nagomiの使用経験－
従来品と比べ” 留置ステント内での device tip 衝突現
象” 発生頻度が減少 !－
　　　只野　雄飛　札幌心臓血管クリニック
Ultimaster Nagomi　２Link 10Crown への期待
　　　門田　一繁　倉敷中央病院

共催：テルモ株式会社

12:10-13:10    Luncheon Seminar 6　 
座長　橋本　潤一　太田西ノ内病院
　　　二上　倫嗣　星総合病院
ディスカスタント
　　　菅野　博童　東北大学病院
　　　佐藤　光　　八戸市立市民病院
ECMO
　　　佐々木紀尚　福島県立医科大学附属病院
MPELLA
　　　吉田　悟　　岩手医科大学附属病院

　　　共催：アビオメッド株式会社

15:50-16:15　　教育セッション 8
TAVI 時代における BAV の可能性
座長　國井　浩行　大原綜合病院
演者　高木　祐介　秋田大学医学部附属病院

10:30-11:05　　特別企画「徹底討論」Part2-1
～この症例どうする？～
座長　川村　敬一　総合南東北病院
演者　田口　裕哉　岩手医科大学
ディスカッサー 
　　　谷田　篤史　仙台オープン病院
　　　新山　正展　八戸赤十字病院
　　　長谷川 寛真　山形県立中央病院

14:45-15:10　　教育セッション 7
TAVI 後の PCI…どうしたらいいの？
座長　門田　一繁　倉敷中央病院　
演者　多田　憲生　仙台厚生病院

13:35-14:10　　特別企画「徹底討論」Part2-4
～この症例どうする？～
座長　新関　武史　公立置賜総合病院
演者　圓谷　隆治　大崎市民病院
ディスカッサー
　　　近藤　正輝　岩手県立中央病院
　　　渋谷　清貴　坂総合病院
　　　塙　健一郎　いわき市医療センター

15:15～15:45　Afternoonn seminar 2
ACS 後の管理への取り組みと予後への影響
座長　小松　 宣夫　太田西ノ内病院　
演者　山田 亮太郎　川崎医科大学
共催：アムジェン（株）　

9:00-10:00　　カテ室看護  
　座長　佐藤　恵美　手稲渓仁会病院
　　　　湯面　真吾　済生会山口総合病院
 
　初級編・中級編・上級編　
　　中村　康夫　　東京蒲田病院
　 

10:30-11:30　　EVT セッション  
　座長　岩瀬左代子 太田西ノ内病院
　　　　佐藤　尚司 いわき市医療センター
 
　下肢の血流評価  
　　永井美枝子　　済生会横浜市東部病院
　EVT  
　　小谷　祐介　　時計台記念病院
　フットケア  
　　羽賀　貴子　　寿泉堂綜合病院

13:15-14:15　  リスク管理について  
　座長　堀井　里美 市立秋田総合病院

　　　　山本　峰子 岩手医科大学附属病院
　医療安全の可視化 
　　　　曽我部惠子 大阪警察病院
　心臓カテーテル室での災害発生時対応の検討
～停電時のシュミレーションを実施して～I  
　　　　工藤　由佳 はちのへハートセンタークリニック

　心カテ室でのリスク管理のポイント  
　　　　増島ゆかり 日本医科大学武蔵小杉病院

15:45～16:45　心カテ・PCI　3  
　座長　鹿子田美恵 星総合病院
　　　　鈴木千絵美 いわき市医療センター
　薬剤  
　　　　芦川　直也 豊橋ハートセンター
　腎機能低下症例の対応  
　　　　湯面　真吾 済生会山口総合病院
　穿刺と止血
　　　　山内　陽平 倉敷中央病院
　

16:50-18:50 　合併症  
　座長　添田　信之 星総合病院
　　　　山口　敏和 あいちハートクリニック
基調講演　合併症を知る  
　　　　赤松　俊二 滋賀県立総合病院
TBA
　　　　佐藤　善文 大原綜合病院
造影剤アレルギーを疑う症例を経験して
　　　　平川　歩未 北海道医療センター
左冠動脈治療中にOCT が抜去困難になった症例
　　　　大澤　翼 東京蒲田病院
Rota Burr スタック ... 離断
　　　　　橋本　潤一 太田西ノ内病院

メディカル コメディカル
9:00～10:25　ADATARA Imaging
座長　赤阪　隆史　和歌山県立医科大学
　　　  田中　信大　東京医科大学八王子医療センター
コメンテーター
　　　佐藤　匡也　坂総合病院
　　　志手　淳也　大阪済生会中津病院
　　　松尾　仁司　岐阜ハートセンター
　　　松岡　宏　　朝倉さわやかクリニック
Case1 名越　良治　大阪府済生会中津病院
ショートレクチャー
　　　  名越　良治　大阪府済生会中津病院
ビデオライブ
　　　松尾　仁司　岐阜ハートセンター
　　　　

11:10-11:45　　特別企画「徹底討論」Part2-2
～この症例どうする？～
座長　山中　多聞　石巻赤十字病院
演者　舘山　俊太　青森県立中央病院
ディスカッサー 
　　　石井　和典　仙台厚生病院
　　　遠藤　知秀　八戸市民病院
　　　須永　大介　北海道循環器病院

11:50-12:25　　特別企画「徹底討論」Part2-3
～この症例どうする？～
座長　菅原　重生　日本海総合病院
演者　福島　裕介　藤沢湘南台病院
ディスカッサー 
　　　高橋　徹也　石巻赤十字病院
　　　中潟　寛　　仙台市立病院
　　　平澤　樹　　坂総合病院

14:15-14:40　　教育セッション 6
石灰化病変のデバルキング
座長　八巻　多　　名寄市立総合病院
演者　木下　順久　豊橋ハートセンター

16:20-16:45　　教育セッション 9
冠動脈用マイクロカテーテルの使い分け
座長　井上　直人　東京蒲田病院
演者　後藤　亮　　秀和総合病院

16:50-17:15　　教育セッション 10
合併症「デバイス抜去困難、IVUS 抜去困難など
座長　岩淵　成志　琉球大学大学院医学研究科
演者　小川　崇之　東京慈恵会医科大学附属病院

10:05～10:25　Mini-Lecture 2
FFR
座長　田沢　未森 仙台オープン病院
　　　小松　大仁 太田西ノ内病院
演者　佐藤 　龍飛 日本海総合病院

11:35-12:05    ペースメーカー　 
フォローアップ
座長　進藤　勇人　平鹿総合病院
　　　添田　信　　星総合病院
演者　芳森 亜希子　君津中央病院

14:20-15:40　  デバルキングデバイス  
　座長　稲田　毅 岐阜ハートセンター

　　　　大内　卓也 太田西ノ内病院
　DCA 
　　　　山下　翔 豊橋ハートセンター
　Rotablator  
　　　　宮本　秋生 札幌心臓血管クリニック
　Diamondback  
　　　　矢野　真吾 名寄市立総合病院
　Excimer Laser について
　　　　林　貞治　　千葉西総合病院

  


