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ADATARA Live Demonstration 2022
開催にあたって

　ADATARA Live Demonstration 2022 の当番世話人としてご挨拶申し上げます。

　本ライブコースは 1997 年から開始し、毎年開催してまいりましたが、昨年は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

の感染拡大により開催を 10 月に延期しオンライン開催といたしました。

　これまで、われわれの ADATARA Live Demonstration は、PCI 治療の基本を大切にすることを旨とし、より安全で、

より質の高い治療を目指す医師・コメディカルのレベルアップに役立つライブとなることを目標としてきました。

　ADATARA LIVE Demonstration2022 はコロナ禍においてハイブリット開催をめざし準備を進めて参りました。オミクロ

ン株の感染拡大も一応ピークを過ぎたようですが、感染者数は高止まりの様相です。また、昨年の感染状況を振り返ります

と 3 月にいったん終息しましたが 4 月中旬より第 4 波の感染拡大が始まり 5 月には「緊急事態宣言」が発令され他県に跨

がる移動の自粛要請がなされました。

　今年開催するに当たっては会場で直接交流を深めリアルタイムで情報交換をしたいと考えておりましたがこのような状況下

においてハイブリット開催で皆様に会場にご来場頂くことは感染拡大予防、参加者の健康・安全を守る観点からは見送らざ

るを得ないとの結論に達しました。

　そのため、今年の ADATARA LIVE Demonstration は Web 開催とすることにいたしました。Web 開催ではございま

すが、ライブデモンストレーションは従来通り太田西ノ内病院およびいわき市医療センターから 2 日間中継いたします。

　今回も、国内のトップレベルのエキスパートの先生方をお招きし、主にcomplexな症例に対するPCIやEVTの治療手技を、

ライブ映像を通してディスカッションを行いながら深く掘り下げて進めていただき、県内外のご参加される先生方や各コメディ

カルの方にとってより教育的となり、さらには地域医療のレベルアップにつながるような内容の ADATARA ライブを企画い

たします。

　プログラムは従来と同様に、ライブ術者と座長、コメンテーターを中心とした症例検討会の他、冠動脈 CTO-PCI の教育

ライブ、Peripheral の EVT、冠動脈 CTO、石灰化領域、分岐部領域の PCI、PCI のエキスパートによる教育プログラム、

FPIC（Fukushima Peripheral Intervention Conference）、ADATARA イメージング、スレンダーセッションなども企

画いたしました。

　教育プログラムに関しては、福島県内の次世代を担う若手の先生たちにプログラム委員として参加していただき、PCI 初

心者から中級者の実践に役立つ内容のテーマを考え、ライブと平行して行ってきましたが、若手の先生方には非常に好評で

あり、今回もさらに日常の臨床に役立つ内容を企画いたしました。

　これまで、われわれの ADATARA Live Demonstration は、PCI 治療の基本を大切にすることを旨として、より安全で、

より質の高い治療を目指す医師・コメディカルのレベルアップに役立つライブとなることを目標としてきました。次回ライブ

におきましても同様に、実践的でより役に立つ内容を目指し、明日からの治療に繋げる事の出来るライブを目指したいと存

じます。

　Web 開催ではございますが多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。

ADATARA Live Demonstration 2022　　　　　　

当番世話人　山本　義人（いわき市医療センター）
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東京都済生会中央病院

遠藤　知秀
八戸市立市民病院

大瀧　陽一郎
山形大学医学部

大庭　百合賀
新小倉病院

小川　崇之
東京慈恵会医科大学附属病院

加藤　隆一
東大和病院

金澤　正範
岩手県立中央病院

金子　伸吾
済生会西条病院

近藤　正輝
岩手県立中央病院

櫻井　馨
新百合ヶ丘総合病院

佐々木　敏樹
北村山公立病院

貞松　研二
大牟田市立病院

佐藤　謙二郎
岩手県立中央病院

Faculty of the Year
渋谷　清貴
坂総合病院

篠崎　法彦
佐久市立国保浅間総合病院

下岡　良典
恵み野病院

進　智康　
東可児病院

鈴木　健之
東京都済生会中央病院

鈴木　隆司
勤医協中央病院

須永　大介
北海道循環器病院

砂村　慎一郎
仙台オープン病院

高川　芳勅
小樽市立病院

高木　健督
国立循環器病研究センター

髙橋　徹也
石巻赤十字病院

高橋　祐司
岩手医科大学

瀧井 　暢
仙台オープン病院

滝澤　要
JCHO仙台病院

田口　裕哉
岩手医科大学

竹谷　善雄
四国こどもとおとなの医療センター

只野　雄飛
札幌心臓血管クリニック

舘山　俊太
青森県立中央病院

田中　綾紀子
仙台厚生病院

谷口　法正
さくら会・高橋病院

谷田　篤史
仙台オープン病院

圓谷　隆治
大崎市民病院

唐原　悟　
東京曳舟病院

飛田　一樹
湘南鎌倉総合病院

内藤　貴之
あおもり協立病院

中潟　寛
仙台市立病院

名越　良治
大阪府済生会中津病院

夏秋　政浩
佐賀大学医学部附属病院

新山　正展
八戸赤十字病院

野木　正道
いわき市医療センター

長谷川　寛真
山形県立中央病院

原野　義大
岐阜ハートセンター

樋上　裕起
大津赤十字病院

平澤　樹
坂総合病院

福島　裕介
藤沢湘南台病院

牧口　展子
恵み野病院

松陰　崇　
埼玉医科大学

松野　俊介
心臓血管研究所付属病院

森田　有紀子
国立病院機構　相模原病院

山崎　誠治
札幌東徳洲会病院

山中　多聞
石巻赤十字病院

山平　浩世
藍の都脳神経外科病院
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井戸沼　俊英
星総合病院

岩瀬　左代子
太田西ノ内病院

遠藤　孝敏
いわき市医療センター

Co-medical プログラム委員
大原　亮平
太田西ノ内病院

鹿子田　美恵
星総合病院

城戸　佳子
太田西ノ内病院

坂本　聡子
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

佐藤　尚司
いわき市医療センター

橋本　潤一
太田西ノ内病院

二上　倫嗣　
星総合病院

赤川　拓
平鹿総合病院

赤松　俊二
滋賀県立総合病院

芦川　直也
豊橋ハートセンター

稲田　毅
岐阜ハートセンター

岡田　忠久
京都桂病院

奥田　正穂
札幌東徳洲会病院

菅野　博童
東北大学病院

木下　昌樹
岡崎市民病院

工藤　由佳
はちのへハートセンタークリニック

國井　由花
仙石病院

小谷　祐介
時計台記念病院

佐藤　龍飛
日本海総合病院

Co-medical Faculty
佐藤　光
八戸市立市民病院

佐藤　久弥
昭和大学藤が丘病院

佐藤　恵美
手稲渓仁会病院

佐野　始也
高瀬クリニック

塩田　裕啓
ミナミ整形外科・内科循環器科

清水　速人
近森病院

進藤　勇人　
平鹿総合病院

曽我部　惠子
大阪警察病院

髙橋　拓也
仙台市立病院

田沢　未森
仙台オープン病院

谷岡　怜
神戸大学医学部附属病院

玉澤　充
北光記念病院

辻井　正人
三重ハートセンター

中鉢　亮
東北医科薬科大学病院

永井　美枝子
済生会横浜市東部病院

中川　透
金沢医科大学病院

中村　康雄
東京蒲田病院

野崎　暢仁
高の原中央病院　かんさいハートセンター

林　貞治
千葉西総合病院

平田　和也
小樽市立病院

二上　倫嗣
星総合病院

堀井　里美
市立秋田総合病院

増島　ゆかり
日本医科大学武蔵小杉病院

宮本　秋生
札幌心臓血管クリニック

村澤　孝秀
東京大学医学部附属病院

目黒　敬也
南相馬市立総合病院

森島　貴顕
東北医科薬科大学病院

矢野　真吾
名寄市立総合病院

山内　陽平
倉敷中央病院

山口　敏和
あいちハートクリニック

山下　翔
豊橋ハートセンター

山本　峰子
岩手医科大学附属病院

湯面　真吾
済生会山口総合病院

吉田　悟
岩手医科大学附属病院

芳森　亜希子
君津中央病院

井戸沼　俊英
星総合病院

岩瀬　左代子
太田西ノ内病院

遠藤　孝敏
いわき市医療センター

大内　卓也　
太田西ノ内病院

大原　亮平
太田西ノ内病院

鹿子田　美恵
星総合病院

後藤　秀明　
須賀川病院

Co-medical Local Faculty
小松　大仁　
太田西ノ内病院

齋藤　稔之　
寿泉堂綜合病院

佐々木　紀尚　
福島県立医科大学附属病院

佐藤　晃一
わかまつインターベンションクリニック

佐藤　善文
大原綜合病院

佐藤　尚司
いわき市医療センター

鈴木　千絵美　
いわき市医療センター

鈴木　有子　
竹田綜合病院

鈴木　勇人　
星総合病院

添田　信　
星総合病院

高橋　佑輔　
福島第一病院

羽賀　貴子　
寿泉堂綜合病院

長谷川　貴　
いわき市医療センター

松澤　祐也　
会津中央病院

水落　裕之
会津中央病院

宮田　健史　
太田西ノ内病院

目黒　敬也
南相馬市立総合病院

横田　侑子　
太田西ノ内病院

渡辺　幸紀　
総合南東北病院
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●お問い合わせ先
事務局
ADATARA LIVE Demonstration2022事務局
〒500-8262　岐阜県岐阜市茜部本郷1丁目46番地8
Tel 058-257-2727 / Fax 050-3588-8936 / E-mail adatara@visitech.co.jp

CVIT専門医認定医制度資格更新単位  4点
日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師更新単位
認定試験受検申請では過去の出席、発表、講演すべてが認められます。
更新申請では認定後(更新後)5年間の出席、発表、講演が認められます。
出席:1単位　発表(筆頭者):2単位　発表(共同研究者):1単位　講演(筆頭者):5単位　シンポジスト(筆頭者):4単位
インターベンション エキスパートナース更新単位 10単位
CVIT心血管インターベンション技師制度(ITE)資格更新単位  5単位
・資格更新単位の申請には、CVIT 会員番号登録が必要です。
・会期当日、Web 視聴ページの会員番号登録フォームよりご登録ください。

2022年6月1日水・2日木・3日金会  期

オンライン開催 （Web 配信となります。会場での開催はございません）会  場

メディカル／7,000円 コメディカル／1,000円

企　　 業／7,000円 研修医・学生／無　料

参加費

●参加登録
ウェブサイトより参加登録をお願いいたします。
https://www.adatara-live.com
参加登録を頂きました皆様へは、会期前にご登録メールへ視聴URL をご案内いたします。

●参加証明書兼領収書
参加登録証明書兼領収書につきましては、Web 視聴ページより印刷が可能です。

ADATARA LIVE Demonstration2022 ウェブサイト「参加登録」ページ
https://www.e-casebook.com/adatara-live-2022

※研修医および学生の方の参加登録費は無料です。事務局（adatara@visitech.co.jp）まで、
　①氏名　②所属施設　③連絡先電話番号　④メールアドレスをご連絡ください。
　その際、学生の方は学生証を、研修医の方は研修医指導責任者の署名・捺印がある研修医証明書
　（KCJL 参加登録ページよりダウンロード可能）を添付ください。

参加登録期間： 2022年5月1日（日）～6月3日（金）

●取得可能単位
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FFR

Mini-lecture

6月2日●木

中
継
施
設

第
1
会
場

第
2
会
場

第
3
会
場

6月3日●金

6月1日●水

Live Demonstration :  太田西ノ内病院

Live Demonstration :  いわき市医療センター

症例検討会

Live Demonstration ❶
『石灰化コース』

Live Demonstration ❷
『石灰化コース』

Mini-
lecture

Live Demonstration ❺
『CTO・Peripheral コース』

Live Demonstration ❻
『Peripheral コース』

Mini-
lecture

症例検討会

Luncheon Seminar

共催： ノバルティスファーマ㈱

Luncheon Seminar

Luncheon Seminar

ADATARA PPI ＆ 第28回FPIC

共催： 大塚製薬㈱

Luncheon Seminar

共催： 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

Luncheon Seminar

Luncheon Seminar

共催： 日本アビオメッド㈱

Co-medical Session

Fireside Session

CTO教室

Afternoon
Seminar

Education
Session

心カテ・PCI 前に リードレスペースメーカ
の進化と実際

Co-medical Session Co-medical Session

心カテ・PCI ２

Co-medical SessionCo-medical Session

放射線
セッション

デバルキングデバイス

Co-medical Session

心カテ・PCI ３

Co-medical Session

合併症

Co-medical Session

リスク管理についてECMO & IMPELLA

Co-medical Session

カテ室看護

Co-medical Session

合同セッション
「となりのカテ室のぞいてみよう！」

Mini-
lecture

Mini-
lecture

Mini-
lecture

Mini-
lecture

共催： 朝日インテックJセールス㈱

共催： 日本メドトロニック㈱

共催： バイエル薬品工業㈱

EVTセッション

Co-medical 
Session

ペース
メーカー

心カテ・PCI １

共催: キャノンメディカルシステムズ㈱

共催: ㈱メディコン

Live Demonstration ❹
『分岐部・CTO コース』

Mini-
lecture

共催: ㈱カネカメディックス

共催: 日本メドトロニック㈱共催: カーディナルヘルスジャパン（同）

共催: 日本メドトロニック㈱

Afternoon
Seminar

中
継
施
設

第
1
会
場

第
2
会
場

第
3
会
場

教育
セッション1
<CTO   

キホンのキ>

Education
Session

教育
セッション2
分岐部病変
の治療戦略

Education
Session

教育
セッション5

Education
Session

教育
セッション3
SFAに対する
final device
の選択の仕方

Education
Session

教育
セッション4

EVT を
始めましょう

入門編
（illiac の基本）

共催: ゼオンメディカル㈱

共催： テルモ㈱

共催: ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

ACSのPCI
治療戦略

特別企画
「徹底討論～

この症例
どうする？～」

Part1-1
共催：

ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱
共催：

アボット・メディカルジャパン（同）

Slender Session

Slender session@ADATARA

Adatara Imaging

Adatara Imaging -Video Live

特別企画
「徹底討論～

この症例
どうする？～」

Part2-1
共催： テルモ㈱

特別企画
「徹底討論～

この症例
どうする？～」

Part2-2
共催： 日本メドトロニック㈱

特別企画
「徹底討論～

この症例
どうする？～」

Part2-3
共催： オーバスネイチメディカル㈱

特別企画
「徹底討論～

この症例
どうする？～」

Part2-4
共催： メディキット㈱

Education
Session

教育
セッション7
TAVI 後の

PCI…
どうしたら
いいの？

Education
Session

教育
セッション8
TAVI 時代に
おけるBAV
の可能性

Education
Session

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

Education
Session

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」共催： アムジェン㈱

IABP

Mini-lecture
共催: ゼオンメディカル㈱

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

特別企画
「徹底討論～

この症例
どうする？～」

Part1-2
共催：

エドワーズライフサイエンス㈱

特別企画
「徹底討論～

この症例
どうする？～」

Part1-3
共催： 日本アビオメッド㈱

Mini-
lecture

共催: 第一三共㈱

Live Demonstration ❽
『CTO Education コース』

心不全と高血圧に
ARNI が必要な理由

冠動脈疾患に対する
抗血栓療法の最新の動向

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

Small Vesselへの
Ultimaster Nagomi

の使用経験

教育
セッション6
石灰化病変の
デバルキング

Education Session

Live
Demonstration

❸
『分岐部・CTO

コース』

Live
Demonstration

❼
『分岐部   

コース』

共催： テルモ㈱、㈱フィリップス・ジャパン、
 フクダ電子南東北販売㈱、メディキット㈱

共催: アボットメディカルジャパン（同）、二プロ㈱、
 ㈱フィリップス・ジャパン、
 ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱
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FFR

Mini-lecture

6月2日●木

中
継
施
設

第
1
会
場

第
2
会
場

第
3
会
場

6月3日●金

6月1日●水

Live Demonstration :  太田西ノ内病院

Live Demonstration :  いわき市医療センター

症例検討会

Live Demonstration ❶
『石灰化コース』

Live Demonstration ❷
『石灰化コース』

Mini-
lecture

Live Demonstration ❺
『CTO・Peripheral コース』

Live Demonstration ❻
『Peripheral コース』

Mini-
lecture

症例検討会

Luncheon Seminar

共催： ノバルティスファーマ㈱

Luncheon Seminar

Luncheon Seminar

ADATARA PPI ＆ 第28回FPIC

共催： 大塚製薬㈱

Luncheon Seminar

共催： 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

Luncheon Seminar

Luncheon Seminar

共催： 日本アビオメッド㈱

Co-medical Session

Fireside Session

CTO教室

Afternoon
Seminar

Education
Session

心カテ・PCI 前に リードレスペースメーカ
の進化と実際

Co-medical Session Co-medical Session

心カテ・PCI ２

Co-medical SessionCo-medical Session

放射線
セッション

デバルキングデバイス

Co-medical Session

心カテ・PCI ３

Co-medical Session

合併症

Co-medical Session

リスク管理についてECMO & IMPELLA

Co-medical Session

カテ室看護

Co-medical Session

合同セッション
「となりのカテ室のぞいてみよう！」

Mini-
lecture

Mini-
lecture

Mini-
lecture

Mini-
lecture

共催： 朝日インテックJセールス㈱

共催： 日本メドトロニック㈱

共催： バイエル薬品工業㈱

EVTセッション

Co-medical 
Session

ペース
メーカー

心カテ・PCI １

共催: キャノンメディカルシステムズ㈱

共催: ㈱メディコン

Live Demonstration ❹
『分岐部・CTO コース』

Mini-
lecture

共催: ㈱カネカメディックス

共催: 日本メドトロニック㈱共催: カーディナルヘルスジャパン（同）

共催: 日本メドトロニック㈱

Afternoon
Seminar

中
継
施
設

第
1
会
場

第
2
会
場

第
3
会
場

教育
セッション1
<CTO   

キホンのキ>

Education
Session

教育
セッション2
分岐部病変
の治療戦略

Education
Session

教育
セッション5

Education
Session

教育
セッション3
SFAに対する
final device
の選択の仕方

Education
Session

教育
セッション4

EVT を
始めましょう

入門編
（illiac の基本）

共催: ゼオンメディカル㈱

共催： テルモ㈱

共催: ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

ACSのPCI
治療戦略

特別企画
「徹底討論～

この症例
どうする？～」

Part1-1
共催：

ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱
共催：

アボット・メディカルジャパン（同）

Slender Session

Slender session@ADATARA

Adatara Imaging

Adatara Imaging -Video Live

特別企画
「徹底討論～

この症例
どうする？～」

Part2-1
共催： テルモ㈱

特別企画
「徹底討論～

この症例
どうする？～」

Part2-2
共催： 日本メドトロニック㈱

特別企画
「徹底討論～

この症例
どうする？～」

Part2-3
共催： オーバスネイチメディカル㈱

特別企画
「徹底討論～

この症例
どうする？～」

Part2-4
共催： メディキット㈱

Education
Session

教育
セッション7
TAVI 後の

PCI…
どうしたら
いいの？

Education
Session

教育
セッション8
TAVI 時代に
おけるBAV
の可能性

Education
Session

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

Education
Session

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」共催： アムジェン㈱

IABP

Mini-lecture
共催: ゼオンメディカル㈱

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

特別企画
「徹底討論～

この症例
どうする？～」

Part1-2
共催：

エドワーズライフサイエンス㈱

特別企画
「徹底討論～

この症例
どうする？～」

Part1-3
共催： 日本アビオメッド㈱

Mini-
lecture

共催: 第一三共㈱

Live Demonstration ❽
『CTO Education コース』

心不全と高血圧に
ARNI が必要な理由

冠動脈疾患に対する
抗血栓療法の最新の動向

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

Small Vesselへの
Ultimaster Nagomi

の使用経験

教育
セッション6
石灰化病変の
デバルキング

Education Session

Live
Demonstration

❸
『分岐部・CTO

コース』

Live
Demonstration

❼
『分岐部   

コース』

共催： テルモ㈱、㈱フィリップス・ジャパン、
 フクダ電子南東北販売㈱、メディキット㈱

共催: アボットメディカルジャパン（同）、二プロ㈱、
 ㈱フィリップス・ジャパン、
 ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱
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Luncheon Seminar

6月2日木    第1会場  

 12:30-13:30 『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
   心不全と高血圧に ARNIが必要な理由
   滝村　英幸（東京総合病院）

共催:  ノバルティスファーマ㈱

6月2日木    第2会場  

 12:30-13:30 『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: バイエル薬品工業㈱

6月2日木    第3会場     Co-medical

 12:30-13:30 『リードレスペースメーカの進化と実際』
  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㈱

6月3日金    第1会場  

 12:30-13:30 『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㈱

6月3日金    第2会場  

 12:30-13:30 『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！－
　　　　   Ultimaster Nagomi 2 Link 10 Crownへの期待』
  座長
   森野　禎浩 （岩手医科大学）

  演者
   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㈱

6月3日金    第3会場     Co-medical

 12:10-13:10 『ECMO & IMPELLA』
  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）

  演者　ECMO　　　佐々木紀尚（福島県立医科大学附属病院）

  　　　IMPELLA　　吉田　悟 （岩手医科大学附属病院）

共催: 日本アビオメッド㈱
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Afternoon Seminar

6月2日木    第2会場  

 14:55-15:25 『東北地方と TAVI』
  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）

共催: エドワーズライフサイエンス㈱

6月3日金    第2会場  

 15:15-15:45 『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㈱
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6月1日水
  星総合病院 

 17:00-19:10 ADATARA PPI & 第28回FPIC
  『末梢動脈血管の治療戦略』
 17:00- セッション 1
  座長
   國井　浩行（大原綜合病院）
  演者
  ARNIの位置付けを考える ～心不全パンデミックにどう備えるか～  
   星野　寧人（福島第一病院）

 17:20- セッション 2
  座長
   飯田　修 （関西ろうさい病院）　　中村　茂 （京都桂病院）

  スーパーバイザー
   佐藤　匡也 （坂総合病院）　　小松　宣夫 （太田西ノ内病院）

  コメンテーター　
   高橋　大 （山形大学医学部）　　　水上　浩行（寿泉堂綜合病院）
   大和田卓史（白河厚生総合病院）　　工藤　俊 （いわき市医療センター）
   田中綾紀子（仙台厚生病院）　　　　佐藤　彰彦（福島県立医科大学）

  症例提示
   平澤　樹 （坂総合病院）　　野木　正道（いわき市医療センター）

 18:15- セッション 3
  座長
   小松　宣夫 （太田西ノ内病院）
  演者
  病理から見た下肢動脈硬化とカテーテル治療   
   鳥居　翔 （東海大学医学部付属病院）

共催: 大塚製薬㈱

 19:10-20:00 症例検討会  
  司会
   小松　宣夫（太田西ノ内病院）

  ご意見番
   木島　幹博（星総合病院）

  ディスカッサー
   五十嵐康己（札幌厚生病院）　　濱嵜　裕司（おおたかの森病院）
   國井　浩行（大原綜合病院）　　石田　悟朗（太田西ノ内病院）
   小林　智子（京都桂病院）　　　吉川　糧平（三田市民病院） 
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6月2日木    第1会場  

  9:00-17:00  中継施設   太田西ノ内病院   LIVE 

  オペレーター
   五十嵐康己（札幌厚生病院）　　　　石田　悟朗（太田西ノ内病院）
   國井　浩行（大原綜合病院）　　　　小林　智子（京都桂病院）
   濱嵜　裕司（おおたかの森病院）　　吉川　糧平（三田市民病院）

  IVUS コメンテーター　午前
   藤井　健一（関西医科大学）　　　寺島　充康（豊橋ハートセンター）

  IVUS コメンテーター　午後
   武藤　光範（菊名記念病院）　　　本江　純子（菊名記念病院）

 9:00-10:25 Live Demonstration ❶
  『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 （大和徳洲会病院）

  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）

 10:25-10:40 Mini-lecture
  『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システムズ㈱　

 10:45-12:10 Live Demonstration ❷
  『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（公立豊岡病院）

  IVUS コメンテーター
   藤井　健一（関西医科大学）

 12:10-12:25 Mini-lecture
  『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㈱　
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 Luncheon Seminar
 12:30-13:30 『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
   心不全と高血圧に ARNIが必要な理由
   滝村　英幸（東京総合病院）

共催:  ノバルティスファーマ㈱　

 13:35-15:00 Live Demonstration ❸
  『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）

 15:00-15:15 Mini-lecture
  『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㈱　

 15:20-16:45 Live Demonstration ❹
  『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）

 16:45-17:00 Mini-lecture
  『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: ㈱カネカメディックス　

Fireside Session
 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）

  スーパバイザー
   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）

共催: 朝日インテックJセールス㈱
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 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）

  ご意見番
   木島　幹博（星総合病院）

  ディスカッサー
   阿部　亘 （わかまつインターベンションクリニック）　　國井　浩行（大原綜合病院）
   小松　宣夫（太田西ノ内病院）　　　　　　　　　　　　　安藤　弘 （春日部中央総合病院）
   越田　亮司（星総合病院）　　　　　　　　　　　　　　　篠崎　法彦（佐久市立国保浅間総合病院）
   角辻　暁 （大阪大学）　　　　　　　　　　　　　　　　浜中　一郎（洛和会丸太町病院）
   齋藤　滋 （湘南鎌倉総合病院）
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6月3日金    第1会場  

  9:00-17:00  中継施設   いわき市医療センター   LIVE 

  オペレーター
   安藤　弘 （春日部中央病院）　　　　　　　　近江　晃樹（日本海総合病院）
   越田　亮司（星総合病院）　　　　　　　　　　齋藤　滋 （湘南鎌倉総合病院）
   篠崎　法彦（佐久市立国保浅間総合病院）　　　角辻　暁 （大阪大学）
   浜中　一郎（洛和会丸太町病院）

  プロクター
   上田　欽造（高瀬クリニック）

  IVUS コメンテーター　午前
   大和田卓史（白河厚生総合病院）　　　船山　大 （自治医科大学）

  IVUS コメンテーター　午後
   高木　厚 （済生会川口総合病院）

  カテ室コメンテーター
   松村　昭彦（亀田総合病院）　　　吉町　文暢（東海大学医学部付属八王子病院）

 9:00-10:25 Live Demonstration ❺
  『CTO・Peripheral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）

 10:25-10:40 Mini-lecture
  『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ジャパン（同）　

 10:45-12:10 Live Demonstration ❻
  『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）

 12:10-12:25 Mini-lecture
  『腸骨動脈領域における治療戦略～カバーステントの有効性と安全性～』
  演者
  　佐々木伸也（坂総合病院）

共催: ㈱メディコン　
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 Luncheon Seminar
 12:30-13:30 『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㈱　

 13:35-15:00 Live Demonstration ❼
  『分岐部コース』
  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）

 15:00-15:15 Mini-lecture
  『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㈱　

 15:20-16:45 Live Demonstration ❽
  『CTO 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）

  プレゼンター
   近江　晃樹（日本海総合病院）

  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）　　　　　　　　　　藤原　敏弥（市立秋田総合病院）
   弘永　潔 （福岡市民病院）　　　　　　　　　　　　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）

 16:45-17:00 Mini-lecture
  『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㈱　
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6月2日木    第2会場  

Education Session
 9:20-9:45 『教育セッション１』<CTOキホンのキ >

慢性完全閉塞病変に対する PCI は、様々なテクニック、デバイスを駆使して、成功に導く必要がありPCI オペレーターにとって、目指すべき最終目標と言っ
ても良い技術であると思います。CTO に対する PCI 技術・デバイスともにかなり成熟してきており、治療成績もエキスパートの先生方が手技を行えば９
割を超える成績となっています。
今回、ADATARA Live の教育セッションでは、PCI を始めて数年の若手医師を対象としており、これから CTO-PCI へ挑む、あるいは数例経験したと
いう先生方が多く聴講されることを期待しております。本セッションでは経験豊富な CTO-PCI オペレーターに「CTO のキホンのキ」と題しまして、PCI
適応、CTO-PCI を行う際の画像の活用の仕方、CAG の読み方、CTO-PCI を行う際の前処置といった基本的なところから、antegrade/retrograde
といったアプローチの考え方をいくつか症例を踏まえながらご講演いただきます。

  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
分岐部病変は日常臨床で経験することの多い病変形態ですが、治療方法の決定に迷うことも多いと思います。「側枝保護の適応は？方法は？」「KBT/
POT の最適なやり方は？」「(1, 1, 1)(0, 1, 1) はやはり1 ステントを目指すべき？」「2 ステントの留置方法はどうやる？」ほかにも様々な疑問が浮かび
ます。特に左主幹部病変への PCI は、CABG に匹敵する成績を得るために、最新の知見をもとに最適な PCI を行う必要があります。このセッションで
は分岐部病変に対する考え方と治療戦略について、経験豊富な先生より、実践的な話をしていただきます。

  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
近年、SFA に対する EVT デバイスの開発・改良により、初期および遠隔期成績が大きく改善してきています。懸念事項であった長期開存性は DES、
DCB、VIABAHN の登場で改善傾向であり、石灰化病変に関しては SUPERA、アテレクトミーデバイスが期待されています。
final device の選択肢が広がった今日、選択方法に関しては迷いが出てしまう現状です。本セッションにおきましては device の特徴や病変に応じた
device の選択方法につきまして、professional の先生の症例をベースとして御講演いただきたいと思います。

  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）
EVT は近年様々なデバイスの登場で脚光を浴びておりますが、反面なかなか EVT を始めることのできない先生もいらっしゃると思います。そこで、今
回は腸骨動脈領域に対する EVT について基礎的なお話をエキスパートの先生にお願いいたしました。腸骨動脈領域の EVT は治療成績が良く、また
PCI オペレーターとしてはアクセスルート確保の観点からぜひ知っておきたい手技だと思います。是非ご参加いただき、EVT の第一歩を踏み出していた
だければと思います。

  座長
   中里　和彦（福島県立医科大学）

  演者
   高橋　大 （山形大学）

 11:20-11:45 『教育セッション５』ACSの PCI治療戦略
PCI に慣れてきた頃の若手医師が任されることも多い ACS の PCI。ワイヤーが偽腔に進んだり、slow flow/no reflow の発生や、ステント内に血栓が
湧いてきたりといった特有のトラブルに対する注意や対処法の知識が必要となります。また完璧な仕上がりを目指すとかえって痛い目に遭うこともあり、
エンドポイントの設定にも知識が必要です。本セッションでは経験豊富なエキスパートの先生に ACS の PCI における TIMI3 を得る治療戦略について解
説していただきます。

  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）

 11:50-12:25 特別企画「徹底討論～この症例どうする？～」Part1-1

  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）

共催: アボット・メディカルジャパン（同）
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 Luncheon Seminar
 12:30-13:30 『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: バイエル薬品工業㈱　

 13:35-14:10 特別企画「徹底討論～この症例どうする？～」Part1-2

  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）
   高木　祐介（秋田大学医学部附属病院）

共催: ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

 14:15-14:50 特別企画「徹底討論～この症例どうする？～」Part1-3

  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 （いわき市医療センター）
   清水　竹史（福島県立医科大学附属病院）

共催: 日本アビオメッド㈱

 Afternoon Seminar
 14:55-15:25 『東北地方と TAVI』
  座長
   杉　　正文 （いわき市医療センター）

  演者
   高木　祐介 （秋田大学医学部附属病院）

共催: エドワーズライフサイエンス㈱　
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Slender Session
 15:30-17:00 『Slender session@ADATARA』
 15:30- 症例１

座長
   舛谷　元丸（はくほう会セントラル病院）　　　松陰　崇 （埼玉医科大学）

  ビデオライブ演者
   谷口　法正（さくら会・高橋病院）

  コメンテーター
   金子　伸吾（西条病院）　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　隆司（勤医協中央病院）
   竹谷　善雄（四国こどもとおとなの医療センター）　　　唐原　悟 （鎌ケ谷総合病院）
   牧口　展子（恵み野病院）

 16:00- 症例２
座長

   高橋玲比古（さくら会高橋病院）　　　吉町　文暢（東海大学医学部付属八王子病院）

  ビデオライブ演者
   篠崎　法彦（佐久市立国保浅間総合病院）

  コメンテーター
   加藤　隆一（東大和病院）　　　　　　貞松　研二（大牟田市立病院）
   進　　智康（東可児病院）　　　　　　飛田　一樹（湘南鎌倉病院）
   内藤　貴之（あおもり協立病院）　　　山平　浩世（藍の都脳神経外科病院）

 16:30- 症例３
座長

   片平　美明（緑の里クリニック）　　　羽田　哲也（さくら会高橋病院）

  ビデオライブ演者
   高川　芳勅（小樽市立病院）

  コメンテーター
   遠藤　彩佳（東京都済生会中央病院）　　　　　　　　大庭百合賀（新小倉病院）
   櫻井　馨 （新百合ヶ丘総合病院）　　　　　　　　　滝澤　要 （JCHO 仙台病院）
   寺井　英伸（心臓血管センター金沢循環器病院）　　　森田有紀子（国立相模原病院）

共催: テルモ㈱、㈱フィリップス・ジャパン、フクダ電子南東北販売㈱、メディキット㈱
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6月3日金    第2会場  

ADATARA Imaging
 9:00-10:25 『Adatara Imaging -Video Live』   VIDEO LIVE  

 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（大阪府済生会中津病院）
   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）

症例発表　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）

症例発表　Case2
   原野　義大（岐阜ハートセンター）

ショートレクチャー
   原野　義大（岐阜ハートセンター）

共催:  アボットメディカルジャパン（同）、二プロ㈱、㈱フィリップス・ジャパン、ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

 10:30-11:05 特別企画「徹底討論～この症例どうする？～」Part2-1

  テーマ：分岐部
  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）

共催: テルモ㈱

 11:10-11:45 特別企画「徹底討論～この症例どうする？～」Part2-2

  テーマ：HBR、心不全
  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）

共催: 日本メドトロニック㈱

 11:50-12:25 特別企画「徹底討論～この症例どうする？～」Part2-3

  テーマ：HBR、石灰化、ACS
  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
   髙橋　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）

共催: オーバスネイチメディカル㈱
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 Luncheon Seminar
 12:30-13:30 『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！－
　　　　   Ultimaster Nagomi 2 Link 10 Crownへの期待』
  座長
   森野　禎浩 （岩手医科大学）

  演者
   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㈱　

 13:35-14:10 特別企画「徹底討論～この症例どうする？～」Part2-4

  テーマ：石灰化病変への Diamondback360の可能性
  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）

共催: メディキット㈱

Education Session
 14:15-14:40 『教育セッション６』石灰化病変のデバルキング

石灰化病変の治療はPCIにおける大いなるテーマの一つであります。2020年の施設基準改定に伴って新たにローターブレーターおよびダイアモンドバッ
クを使用するようになった施設、術者は増加しているものと思われますが、治療の幅が広がった一方で不慣れな治療に不安を抱える方も多いのではない
でしょうか。高度石灰化病変の効果的かつ安全なデバルキング方法、それぞれのデバイスの使い分けや組み合わせについてエキスパートの先生に存分に
聞いてみましょう。

  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）

 14:45-15:10 『教育セッション７』TAVI後の PCI…どうしたらいいの？
大動脈弁狭窄症に対する TAVI は今後増えていきます。私たちは TAVI 後の方に PCI をしなければならない状況にいつか遭遇することでしょう。そのよ
うなとき慌てず適切に対応できるように準備をしておかなければなりません。TAVI も PCI も経験豊富な先生に教えていただけます。皆さま、ぜひご参
加ください。

  座長
   門田　一繁（倉敷中央病院）

  演者
   多田　憲生（仙台厚生病院）

 Afternoon Seminar
 15:15-15:45 『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㈱　
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Education Session
 15:50-16:15 『教育セッション８』TAVI 時代における BAVの可能性

大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル的大動脈弁置換術（TAVI）は、デバイスや治療技術の進歩、術前検査の考察をへて、現在は非常に良好な成績
を示しており、適応拡大に至っています。数年のうちには年間施術件数も外科的大動脈弁置換術を越えるものと思われます。
一方で、TAVI には認定施設基準が設定されており、どこの施設でもできる治療ではありません。また、TAVI ですら高リスクの症例も一定数存在すると
思われます。
このセッションでは、TAVI が著しく進歩している現在において BAV を再考察し、BAV の可能性、適応を学び、日常臨床に役立てることを目的としてい
ます。

  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）

 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
PCI においてガイドワイヤーの選択やその操作法は最も重要な要素の一つですが、マイクロカテーテルも手技を円滑に進めるために不可欠であり、時に
治療自体の成否に大きく関わるデバイスです。冠動脈用マイクロカテーテルはシングルルーメンとダブルルーメンに大別されますが、現在は多種多様な
製品が選択可能になっています。そこで、各製品の長所と短所、使い分けなどを学ぶセッションを企画しました。
各カテーテルの特徴や効果的な使用シーン、また、止血コイルとの適合性など実践的な内容を経験豊富な先生から解説いただきます。

  座長
   井上　直人（東京蒲田病院）

  演者
   後藤　亮 （秀和総合病院）

 16:50-17:25 『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」
近年技術の向上やデバイスの進歩によりPCI の成功率は目覚ましく向上しております。その中でもある一定の割合で合併症は起こっており、特に複雑な
病変に対する治療の際にはそのリスクは高まります。本セッションではそのひとつとして、IVUS 等のデバイス抜去困難を取り上げます。様々なトラブル
をどうbailout するか、そもそもトラブルはなぜ生じ、どう未然に防ぐのか、エキスパートが解説します。

  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）

23



6月2日木    第3会場  
Co-medical Session
 9:00-10:20 『心カテ・PCI前に』
  座長 齋藤　稔之（寿泉堂綜合病院）　　　中鉢　亮 （東北医科薬科大学病院）
  演者 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　秀明（須賀川病院）　　　渡辺　幸紀（総合南東北病院）
  演者 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）

 Luncheon Seminar
 12:30-13:30 『リードレスペースメーカの進化と実際』
  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㈱　

Co-medical Session
 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） 
  演者 CT 佐野　始也（高瀬クリニック） 

    MRI 宮田　健史（太田西ノ内病院）

    心筋血流シンチグラフィの基礎
     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
	 	『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）
共催: ゼオンメディカル㈱　

Co-medical Session
 15:45-16:25 『心カテ・PCI ２』
  座長 赤川　拓 （平鹿総合病院）　　　松澤　祐也（会津中央病院）
  演者 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 合同セッション「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）

  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ー）
  演者 基調講演  岡田　忠久（京都桂病院）

    取り組みや工夫 目黒　敬也（南相馬市立総合病院）

    業務紹介  高橋　佑輔（福島第一病院）

    TBA  水落　裕之（会津中央病院）
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6月3日金    第3会場  
Co-medical Session

 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）
  演者 初級編・中級編・上級編　　中村　康雄（東京蒲田病院 )

 10:05-10:25 Mini-lecture
	 	『FFR』
  座長　小松　大仁（太田西ノ内病院）　　　田沢　未森（仙台オープン病院）

  演者　赤川　拓 （平鹿総合病院）
共催: ゼオンメディカル㈱　

 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）
  演者 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）

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

 Luncheon Seminar
 12:10-13:10 『ECMO & IMPELLA』
  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）

  演者　ECMO　　　佐々木紀尚（福島県立医科大学附属病院）

  　　　IMPELLA　　吉田　悟 （岩手医科大学附属病院）

共催: 日本アビオメッド㈱　

Co-medical Session
 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）
  演者 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～
     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）

 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）
  演者 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）

 15:45-16:45 『心カテ・PCI ３』
  座長 鹿子田美恵（星総合病院）　　　鈴木千恵美（いわき市医療センター）
  演者 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）
  演者 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）
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●ご協賛の御礼●

ADATARA Live Demonstration 2022 に
ご協力いただきましたことに厚く御礼申し上げます。

アイペックホールディングス株式会社

朝日インテックJセールス株式会社

アストラゼネカ株式会社

アボット メディカルジャパン合同会社

アムジェン株式会社

エドワーズライフサイエンス株式会社

オーバスネイチメディカル株式会社

小野薬品工業株式会社

株式会社カイセイ医療器

カーディナルヘルスジャパン合同会社

株式会社カネカメディックス

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

サンセイ医機株式会社

ゼオンメディカル株式会社

泉工医科工業株式会社

第一三共株式会社

テルモ株式会社

トーアエイヨー株式会社

日本アビオメッド株式会社

日本ゴア合同会社

日本光電工業株式会社

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

日本メドトロニック株式会社

日本ライフライン株式会社

ニプロ株式会社

ノバルティスファーマ株式会社

株式会社フィリップス・ジャパン

バイエル薬品株式会社

フクダ電子南東北販売株式会社

ブリストル・マイヤーズ　スクイーブ株式会社

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

メディキット株式会社

株式会社メディコン

持田製薬株式会社

大会の運営にあたり、上記企業・団体よりご協賛頂きました。ここに深甚なる感謝の意を表します。
（敬称略・５０音順） ２０22年5月31日現在

ADATARA Live Demonstration 2022
代表世話人一同
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ADATARA Live Demonstration 2022
代表世話人一同
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文献請求先及び問い合わせ先：メディカル情報グループ TEL.0120-093-507
販売情報提供活動に関するお問い合わせ窓口：TEL.0120-487-200

製 造
販売元

1. 警告
〈効能共通〉
1.1 本剤の投与により出血が発現し、重篤な出血の場合には、死亡に至る

おそれがある。本剤の使用にあたっては、出血の危険性を考慮し、本剤
投与の適否を慎重に判断すること。本剤による出血リスクを正確に
評価できる指標は確立されておらず、本剤の抗凝固作用を中和する
薬剤はないため、本剤投与中は、血液凝固に関する検査値のみならず、
出血や貧血等の徴候を十分に観察すること。これらの徴候が認めら
れた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。［2.2、2.3、7.1、7.2、
8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2.2、9.2.4、13.1、13.2参照］

〈静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制〉
1.2 脊椎・硬膜外麻酔あるいは腰椎穿刺等との併用により、穿刺部位に血腫が

生じ、神経の圧迫による麻痺があらわれるおそれがある。静脈血栓塞
栓症を発症した患者が、硬膜外カテーテル留置中、もしくは脊椎・硬膜
外麻酔又は腰椎穿刺後日の浅い場合は、本剤の投与を控えること。

2021年7月改訂（第2版）
その他の使用上の注意につきましては、添付文書をご参照下さい。また、添付文書の改訂にご留意下さい。

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
〈効能共通〉
2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.2 臨床的に問題となる出血症状のある患者［出血を助長するおそれ

がある。］［1.1、8.1、8.2参照］
2.3 血液凝固異常及び臨床的に重要な出血リスクを有する肝疾患患者

［出血の危険性が増大するおそれがある。］［1.1参照］
〈非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制〉
2.4 腎不全（クレアチニンクリアランス（CLcr）15mL/min未満）の患者

［9.2.1参照］
〈静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制〉
2.5 重度の腎障害（CLcr30mL/min未満）の患者［9.2.3参照］

4. 効能又は効果
○非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制
○静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制

6. 用法及び用量

7. 用法及び用量に関連する注意

8. 重要な基本的注意

〈非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制〉
通常、成人にはアピキサバンとして1回5mgを1日2回経口投与する。
なお、年齢、体重、腎機能に応じて、アピキサバンとして1回2.5mg 1日2回投与へ減量する。

〈静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制〉
通常、成人にはアピキサバンとして1回10mgを1日2回、7日間経口投与した後、1回5mgを1日2回
経口投与する。

5. 効能又は効果に関連する注意
〈静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制〉
5.1 ショックや低血圧が遷延するような血行動態が不安定な肺血栓塞栓症患者又は血栓溶解剤の使

用や肺塞栓摘出術が必要な肺血栓塞栓症患者における有効性及び安全性は確立していないた
め、これらの患者に対してヘパリンの代替療法として本剤を投与しないこと。

5.2 下大静脈フィルターが留置された患者における本剤の使用経験が少ないため、これらの患者に
投与する場合には、リスクとベネフィットを十分考慮すること。［17.1.3参照］

〈非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制〉
7.1 次の基準の2つ以上に該当する患者は、出血のリスクが高く、本剤の血中濃度が上昇するおそれ

があるため、1回2.5mg 1日2回経口投与する。［1.1、17.1.1参照］
　　・80歳以上［9.8参照］
　　・体重60 kg以下
　　・血清クレアチニン1.5mg/dL以上

〈静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制〉
7.2 特に静脈血栓塞栓症発症後の初期7日間の1回10mg 1日2回投与中は、出血のリスクに十分

注意すること。［1.1参照］

〈効能共通〉
8.1    凝固能検査（プロトロンビン時間（PT）、国際標準比（INR）、活性化部分トロンボプラスチン時

間（aPTT）等）は、本剤の抗凝固能をモニタリングする指標とはならないため、本剤投与中は出
血や貧血等の徴候を十分に観察すること。また、必要に応じて、血算値（ヘモグロビン値）、便潜
血等の検査を実施し、急激なヘモグロビン値や血圧の低下等の出血徴候を確認すること。臨床的
に問題となる出血や貧血の徴候が認められた場合には、本剤の投与を中止し、出血の原因を
確認すること。また、症状に応じて、適切な処置を行うこと。［1.1、2.2、11.1.1参照］

8.2    患者には、鼻出血、皮下出血、歯肉出血、血尿、喀血、吐血及び血便等、異常な出血の徴候が認め
られた場合、医師に連絡するよう指導すること。［1.1、2.2参照］

8.3    抗血小板薬2剤との併用時には、出血リスクが特に増大するおそれがあるため、本剤との併
用についてはさらに慎重に検討し、治療上の有益性が危険性を上回ると判断された場合のみ、
これらの薬剤と併用すること。［10.2、15.1.1参照］

8.4    ビタミンK拮抗剤（ワルファリン）から本剤へ切り替える際には、ビタミンK拮抗剤の投与を中止
し、PT-INRが非弁膜症性心房細動患者では2.0未満、静脈血栓塞栓症患者では治療域の下
限未満となってから本剤の投与を開始すること。

8.5    本剤からビタミンK拮抗剤（ワルファリン）に切り替える際には、PT-INRが治療域の下限を超
えるまでは、本剤とワルファリンを併用すること。

8.6    他の抗凝固剤（注射剤）から本剤に切り替える場合、次回に投与を予定していた時間まで間隔
をあけて、本剤の投与を開始すること。ただし、抗凝固剤（ヘパリン等）の持続静注から切り替え
る場合は、持続静注中止と同時に本剤の投与を開始すること。

8.7    本剤から他の抗凝固剤（注射剤）へ切り替える場合は、次回に投与を予定していた時間まで間隔
をあけて、切り替える薬剤の投与を開始すること。

8.8    待機的手術又は侵襲的手技を実施する患者では、患者の出血リスクと血栓リスクに応じて、本
剤の投与を一時中止すること。出血に関して低リスク又は出血が限定的でコントロールが可
能な手術・侵襲的手技を実施する場合は、前回投与から少なくとも24時間以上の間隔をあ
けることが望ましい。また、出血に関して中～高リスク又は臨床的に重要な出血を起こすお
それのある手術・侵襲的手技を実施する場合は、前回投与から少なくとも48時間以上の間
隔をあけること。なお、必要に応じて代替療法（ヘパリン等）の使用を考慮すること。緊急を要
する手術又は侵襲的手技を実施する患者では、緊急性と出血リスクが増大していることを
十分に比較考慮すること。

8.9    待機的手術、侵襲的手技等による抗凝固療法（本剤を含む）の一時的な中止は、塞栓症のリス
クを増大させる。手術後は、患者の臨床状態に問題がなく出血がないことを確認してから、可
及的速やかに再開すること。

8.10 患者の判断で本剤の服用を中止することのないよう十分な服薬指導をすること。本剤を服用し
忘れた場合には、気づいたときにすぐに1回量を服用し、その後通常どおり1日2回服用するよう
指導すること。服用し忘れた場合でも一度に2回量を服用しないよう指導すること。

〈静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制〉
8.11 本剤の投与期間については、症例ごとの静脈血栓塞栓症の再発リスク及び出血リスクを

評価した上で決定し、漫然と継続投与しないこと。国内臨床試験において、本剤を6ヵ月以上
投与した経験はない。

9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 出血のリスクが高い患者（先天性あるいは後天性出血性疾患、活動性の潰瘍性消化管疾

患、細菌性心内膜炎、血小板減少症、血小板疾患、活動性悪性腫瘍、出血性脳卒中の既往、
コントロール不良の重度の高血圧症、脳・脊髄・眼科領域の最近の手術歴等を有する患者）
出血の危険性が増大するおそれがある。［1.1参照］

9.1.2 低体重の患者
出血の危険性が増大するおそれがある。［1.1参照］

9.2 腎機能障害患者
〈非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制〉

9.2.1 腎不全（CLcr 15mL/min未満）の患者
投与しないこと。腎不全（CLcr 15mL/min未満）の患者を対象とした有効性及び安全性
を指標とした臨床試験は実施していない。[2.4参照]

9.2.2 腎障害（CLcr 15～50mL/min）のある患者
出血の危険性が増大するおそれがある。［1.1参照］

〈静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制〉
9.2.3 重度の腎障害（CLcr 30mL/min未満）のある患者

投与しないこと。重度の腎障害（CLcr 30mL/min未満）のある患者を対象とした有効性
及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。[2.5参照]

9.2.4 腎障害（CLcr 30～50mL/min）のある患者
出血の危険性が増大するおそれがある。［1.1参照］

9.3 肝機能障害患者
9.3.1 重度の肝障害のある患者

重度の肝障害のある患者を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施し
ていない。

9.5  妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される
場合にのみ投与すること。動物実験（マウス、ラット及びウサギ）で胎児への移行が認められている。

9.6  授乳婦
授乳しないことが望ましい。動物実験（ラット）で乳汁中への移行が認められている。

9.7  小児等
小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8  高齢者
一般に腎機能が低下し本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。非弁膜症性心房細動患者に対して
本剤を投与する場合、特に80歳以上の患者に対しては、腎機能低下（血清クレアチニン1.5mg/dL
以上）及び体重（60kg以下）に応じて本剤を減量すること。［7.1、16.6.3参照］

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

21. 承認条件
医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

10. 相互作用

11. 副作用

本剤は、主にCYP3A4/5によって代謝される。また、本剤はP-糖蛋白及び乳癌耐性蛋白（BCRP）の
基質となる。［16.4、16.5参照］
10.2 併用注意（併用に注意すること）
アゾール系抗真菌剤［フルコナゾールを除く］（イトラコナゾール、ボリコナゾール等）、HIVプロテ
アーゼ阻害剤（リトナビル等）［16.7.1参照］、マクロライド系抗菌薬（クラリスロマイシン、エリスロマ
イシン等）、フルコナゾール、ナプロキセン、ジルチアゼム［16.7.2、16.7.3参照］、リファンピシン、
フェニトイン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、セイヨウオトギリソウ（St. John's Wort、セント・
ジョーンズ・ワート）含有食品［16.7.4参照］、血小板凝集抑制作用を有する薬剤（アスピリン、クロピド
グレル硫酸塩、ジピリダモール、チクロピジン塩酸塩、シロスタゾール、オザグレルナトリウム等）［8.3、
15.1.1参照］、抗凝固剤（ワルファリンカリウム、未分画ヘパリン、へパリン誘導体、低分子ヘパリン、
エノキサパリンナトリウム、フォンダパリヌクスナトリウム、ダビガトランエテキシラート、メタンスルホ
ン酸塩、アルガトロバン水和物等）、血栓溶解剤（ウロキナーゼ、t-PA等）、非ステロイド性消炎鎮痛剤

（ジクロフェナクナトリウム、ナプロキセン等）、デフィブロチドナトリウム［16.7.3、16.7.5参照］

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中
止するなど適切な処置を行うこと。
11.1 重大な副作用

11.1.1  出血
頭蓋内出血（頻度不明）、消化管出血（0.6％）、眼内出血（0.3％）等の出血があらわれ
ることがある。［1.1、8.1参照］

11.1.2  間質性肺疾患（頻度不明）
咳嗽、血痰、息切れ、呼吸困難、発熱、肺音の異常等が認められた場合には、速やかに胸
部X線、胸部CT、血清マーカー等の検査を実施すること。間質性肺疾患が疑われた場合
には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.3  肝機能障害（頻度不明）
AST、ALTの上昇等を伴う肝機能障害があらわれることがある。

11.2 その他の副作用
その他1％以上認められた副作用として、眼出血、鼻出血、歯肉出血、胃腸出血、消化不良、便
潜血陽性、血尿、尿中血陽性、挫傷がある。
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