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～インターベンション新時代の到来～

第6回豊橋ライブデモンストレーションコースの開催にあたり

第 5 回豊橋ライブデモンストレーションコース（以下、豊橋ライブ）では、前年を
超える多くの方々にお集まりいただき、盛況のうちに幕を閉じることができました。
参加者の皆様が真剣な眼差しで学ぶ姿勢を会場の至る所で拝見し、本研究会の
目的である「次世代の育成」が達成されつつあることを世話人、幹事一同、心から
喜んでおります。この場をお借りして、ご協力いただきました関係者の皆様方に
厚く御礼申し上げます。

第 6 回豊橋ライブは、2016 年 5 月 26 日（木）から 28 日（土）の 3 日間にわたり、
「インターベンション新時代の到来」をテーマに開催いたします。技術の革新によ
りカテーテルインターベンション領域は成熟しつつありますが、依然としてライブ
デモンストレーションは教育、及び新しいデバイスやテクニックを紹介するために
最適な環境であることは間違いありません。2015年から2016年にかけてはカテー
テルインターベンション領域に新しいデバイスの導入が続いており、豊橋ライブで
は参加者の皆様にこのようなデバイスを使用した新時代のインターベンションを
学んでいただきたいと考えております。

冠動脈領域では、2 剤の抗血小板療法の期間短縮が期待される、生体吸収性ポリ
マーを採用した新世代の薬物溶出ステントが登場しました。さらに、過去 30 年に
わたり開発が進められてきた生体吸収性スキャフォールドも使用可能となると
予想されます。末梢血管領域では浅大腿動脈に対するステントの改良版や偽腔から
真腔にワイヤを導くデバイスなども導入される予定であり、さらなる適応の拡大
に注目が集まります。そして、Structural Heart Disease領域では経カテーテル的
大動脈弁置換術（TAVR）用の自己拡張型デバイスの使用が可能となり、評価される
時期でしょう。技術の進化は既存の医療に恩恵をもたらすと同時にリスクも伴い
ます。本コースではデバイスの紹介だけでなく、経験豊富な術者の英知を結集し、
リスクを回避するためのノウハウも皆様に共有いたします。

豊橋ライブではフェローコースにも力を入れています。カテーテルインターベン
ションの基礎から応用までを学んでいただき、新時代を迎えるこの領域で求めら
れる人材を育成していきます。また、TAVRの導入により、これまで以上にチーム
医療が重要視され、コメディカルに対して専門的な教育が求められておりますの
で、1日かけて幅広い基礎知識を習得できるプログラムを用意しました。さらに、
この業界全体の啓発も欠かせません。第 6 回豊橋ライブでは、前回好評を得たス
タンフォード大学の池野文昭先生と東北大学病院の池田浩治先生が主導する医療機
器開発講座をさらに進化させた講座を開催します。この講座を通じて日本発の製品
が 1つでも多く世界に登場し、医療に貢献できれば幸いです。

豊橋ライブに参加いただくことで国内外の最新動向はもちろん、最新のデバイスや
それに求められるテクニックとノウハウも学んでいただけるよう企画しました。進
化を続ける豊橋ライブで皆様と議論できることを楽しみにしております。

 代表世話人

（豊橋ハートセンター）
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鈴木 孝彦
豊橋ハートセンター

代表世話人

コース世話人 びまん性・石灰化病変コース

松原 徹夫
豊橋ハートセンター

慢性完全閉塞病変コース
土金 悦夫
豊橋ハートセンター

那須 賢哉
豊橋ハートセンター

分岐部病変コース

木下 順久
豊橋ハートセンター

DCA コース

土金 悦夫
豊橋ハートセンター

インダストリーコース

池野 文昭
Stanford University

コメディカルコース

稲田 毅
岐阜ハートセンター

色川 桂輔
豊橋ハートセンター

OMTコース

佐田 政隆
徳島大学

松井 英夫
松井医院

PCI コース

松尾 仁司
岐阜ハートセンター

SHDコース

林田 健太郎 
慶應義塾大学

山本 真功
豊橋ハートセンター

EVT コース

大場 泰洋
名古屋ハートセンター

重城 健太郎
東京女子医科大学

イメージングコース

寺島 充康 
豊橋ハートセンター

本江 純子 
菊名記念病院

ファカルティ 赤阪 隆史 
和歌山県立医科大学

阿古 潤哉 
北里大学

浅野 博 
公立陶生病院

蘆田 潔 
洛和会音羽病院

天野 哲也 
愛知医科大学

荒木 基晴 
済生会横浜市東部病院 

嵐 弘之 
東京女子医科大学病院

安藤 弘 
春日部中央総合病院

安藤 博彦 
愛知医科大学

五十嵐 慶一 五十嵐 康己 
時計台記念病院

伊苅 裕二 
東海大学 

池田 浩治 
東北大学病院

石井 秀樹 
名古屋大学

石原 昭三 
耳原総合病院

石原 正治 
兵庫医科大学

伊藤 良明 
済生会横浜市東部病院

井上 勝美 
小倉記念病院

猪原 拓 
平塚市民病院

岩倉 克臣 
桜橋渡辺病院

岩田 曜 
千葉県循環器病センター

岩間 眞  
岐阜県総合医療センター

上田 欽造 
洛和会丸太町病院

上野 勝己 
松波総合病院

上野 高史 
久留米大学

上野 博志 
富山大学

宇都宮 誠 
東京労災病院

浦澤 一史 
時計台記念病院

及川 裕二 
心臓血管研究所付属病院

大久保 宗則 
岐阜ハートセンター

大竹 寛雅 
神戸大学

大辻 悟 
東宝塚さとう病院

岡田 尚之 
聖隷浜松病院 

岡田 正治 
滋賀県立成人病センター

岡村 篤徳 
桜橋渡辺病院

岡本 慎 
関西労災病院

尾崎 行男 
藤田保健衛生大学

小田 弘隆 
新潟市民病院

小野 史朗 
山口県済生会山口総合病院

小野寺 知哉 
静岡市立静岡病院
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［公財］：公立財団法人

2016年 5月 16日現在（五十音順）

小船井 光太郎 
東京ベイ •浦安市川医療センター

景山 倫也 
那須赤十字病院

鹿島 由史 
札幌心臓血管クリニック

片山 祐介 
岩国医療センター

加藤 修 加藤 大雅 
横浜栄共済病院

門田 一繁 
倉敷中央病院

金谷 法忍 
かないわ病院

嘉納 寛人 
心臓血管研究所付属病院

神谷 春雄 
名古屋第一赤十字病院

神谷 宏樹 
名古屋第二赤十字病院

鴨井 大典 
名古屋共立病院

川口 克廣 
小牧市民病院

河口 廉 
群馬県立心臓血管センター

川﨑 大三 
森之宮病院

川尻 健司 
松原徳洲会病院／野崎徳洲会病院

川瀬 世史明 
岐阜ハートセンター

菊地 淳 
岐阜ハートセンター

木島 幹博 
星総合病院

北村 英樹 
名古屋ハートセンター

北山 道彦 
金沢医科大学

木村 祐之 
広島ハートセンター

許 永勝 
草津ハートセンター

杭ノ瀬 昌彦 
川崎医科大学

栗田 泰郎 
三重大学

上妻 謙 
帝京大学

小島 帯 
岐阜県総合医療センター

後藤 剛 
倉敷中央病院 

小林 智子 
京都桂病院

小林 尚俊 
国立研究開発法人 
物質・材料研究機構

小山 裕 
名古屋ハートセンター

近藤 泰三 
岐阜県立多治見病院 

酒井 慎一 
中部労災病院

坂本 裕樹 
静岡県立総合病院

志手 淳也 
大阪府済生会中津病院 

柴田 剛徳 
宮崎市郡医師会病院 

柴田 義久 
名古屋第一赤十字病院 

清水 昭吾 
益子病院 

志村 徹郎 
豊橋ハートセンター 

下岡 良典 
恵み野病院

下地 顕一郎 
済生会宇都宮病院 

白井 伸一 
小倉記念病院 

新家 俊郎 
神戸大学 

末松 延裕 
福岡県済生会福岡総合病院

鈴木 健 
豊川市民病院 

鈴木 頼快 
名古屋ハートセンター 

諏訪 哲 
順天堂大学医学部附属静岡病院

清野 義胤 
星総合病院 

芹川 威 
福岡和白病院 

曽我 芳光 
小倉記念病院 

園田 信成 
産業医科大学 

髙川 芳勅 
小樽市立病院 

髙木 厚 
埼玉県済生会川口総合病院

髙木 健督 
大垣市民病院 

高島 浩明 
愛知医科大学 

髙橋 茂清 
木沢記念病院 

高橋 保裕 
同愛記念病院 

高山 守正 
榊原記念病院 

武田 吉弘 
りんくう総合医療センター

多田 朋弥 
静岡県立総合病院 

多田 憲生 
仙台厚生病院 

伊達 基郎 
大阪医療センター 

田中 昭光 
名古屋徳洲会総合病院 

田中 信大 
東京医科大学八王子医療センター

田邉 健吾 
三井記念病院 

谷川 淳 
大阪医科大学

田端 実 
東京ベイ・浦安市川医療センター

田巻 健治 
［公財］ 岩手県予防医学協会

樽谷 康弘 
岡村記念病院 

土谷 武嗣 
金沢医科大学 

堤 孝樹 
飯塚病院

椿本 恵則 
京都第二赤十字病院

寺本 智彦 
一宮西病院 

土井 修 
京都岡本記念病院 

道明 武範 
小倉記念病院 

鳥飼 慶 
大阪大学 

中川 義久 
天理よろづ相談所病院 

中澤 学 
東海大学 

長沼 亨 
新東京病院 

中野 雅嗣 
総合東京病院 

仲間 達也 
宮崎市郡医師会病院 

中村 明浩 
岩手県立中央病院 

中村 茂 
京都桂病院 

夏秋 政浩 
福岡県済生会福岡総合病院
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三谷 義英
三重大学

宮原 眞敏
三重ハートセンター

村里 嘉信
九州医療センター

村松 崇
藤田保健衛生大学

日浅 豪
愛媛県立中央病院 

東森 亮博
岸和田徳洲会病院 

挽地 裕
佐賀大学

日比野 剛
岐阜県立多治見病院 

平瀬 裕章
高岡市民病院

平山 治雄
名古屋第二赤十字病院

福原 怜
兵庫県立尼崎総合医療センター

藤井 健一
東宝塚さとう病院 

藤田 博
京都第二赤十字病院 

藤田 浩志
名古屋市立大学 

藤原 昌彦
岸和田徳洲会病院 

船田 竜一
群馬大学 

舟山 直宏
北海道循環器病院 

保坂 文駿
岡村記念病院 

前島 信彦
横浜市立大学附属
市民総合医療センター

舛谷 元丸
尼崎新都心病院

松尾 浩志
石切生喜病院

松隂 崇
東海大学医学部付属八王子病院

松野 俊介
心臓血管研究所付属病院

的場 哲哉
九州大学

羽原 真人
豊橋ハートセンター 

羽原 誠二
倉敷中央病院 

濱嵜 裕司
昭和大学 

原 英彦
東邦大学医療センター大橋病院

西川 哲
メモリアル・ハーマン病院

西川 英郎
三重ハートセンター 

西田 育功
高井病院 

野崎 英二
岩手県立中央病院

七里 守
名古屋第二赤十字病院 

新関 武史
公立置賜総合病院

西尾 壮示
草津ハートセンター

西垣 和彦
岐阜大学 

森川 修司
中東遠総合医療センター

森野 禎浩
岩手医科大学

矢坂 義則
兵庫県立姫路循環器病センター

矢嶋 純二
心臓血管研究所付属病院

山口 徹雄
武蔵野赤十字病院

山口 浩士
山口浩士クリニック

山下 武廣
心臓血管センター北海道大野病院

山田 悟
北里大学

山田 寿太郎
山口大学

山田 賢裕
福岡徳洲会病院

山中 太
湘南鎌倉総合病院

山本 義人
いわき市立総合磐城共立病院

山脇 理弘
済生会横浜市東部病院

横井 宏佳
福岡山王病院 /国際医療福祉大学

横井 良明
岸和田徳洲会病院

吉町 文暢
東海大学

吉本 大祐
豊橋ハートセンター

渡邊 弘之
東京ベイ・浦安市川医療センター

渡邊 雄介
帝京大学

芦川 直也 
豊橋ハートセンター

新田 功児 
一宮市立市民病院

今井 俊輔 
岐阜ハートセンター

加藤 朋士 
名古屋ハートセンター

神谷 典男 
聖隷浜松病院

木下 昌樹 
岡崎市民病院

口ノ町 俊嗣 
豊橋ハートセンター

佐野 始也 
高瀬クリニック

柴田 賢一 
名古屋ハートセンター

清水 速人 
倉敷中央病院

清水 芳行 
北海道情報大学

添田 信之 
星総合病院

辻井 正人 
三重ハートセンター

富田 淳哉 
浜松医療センター

中島 久美子
名古屋大学医学部附属病院

中村 康雄 
麻生総合病院

野村 佳克
ニューハート •ワタナベ国際病院

長谷川 由美子 
岐阜ハートセンター

森 紀成
トヨタ記念病院

山口 敏和 
名古屋ハートセンター

コメディカル
ファカルティ

山本 和哉 
永井病院 
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6TH TOYOHASHI LIVE DEMONSTRATION COURSE

ホリデイホール D5.26 
Thursday

19:00-21:00 サテライトシンポジウム

JUDGES 加藤 修　　　鈴木 孝彦（豊橋ハートセンター）

BAILOUTERS 木下 順久（豊橋ハートセンター）  土金 悦夫（豊橋ハートセンター）  

那須 賢哉（豊橋ハートセンター）  平瀬 裕章（高岡市民病院）
松原 徹夫（豊橋ハートセンター）

THE BAILOUTERS ～150人と考える危機からの脱出術～

14:00-16:00 市民公開講座 最新の循環器疾患の診断と治療の進歩 vol.2

座長 鈴木 孝彦（豊橋ハートセンター）
循環器疾患を管理して健康寿命を延ばそう！

最新の風船療法
松原 徹夫（豊橋ハートセンター）

心不全は自分で管理
寺島 充康 （豊橋ハートセンター）

構造的心疾患（SHD）の最新治療
山本 真功（豊橋ハートセンター）

手術しないで大動脈瘤を治す
木下 順久（豊橋ハートセンター）

不整脈治療による脳梗塞予防
坂元 裕一郎（豊橋ハートセンター）
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ホリデイホール A5.26 
Thursday

FINAL PROGRAMME

17:50-18:40 第6回豊橋ライブ症例検討会

座長 土金 悦夫（豊橋ハートセンター）　　　松尾 仁司（岐阜ハートセンター）　　　

コメンテーター 大場 泰洋（名古屋ハートセンター） 神谷 宏樹（名古屋第二赤十字病院）
諏訪 哲（順天堂大学医学部附属静岡病院） 樽谷 康弘（岡村記念病院）

症例提示 木下 順久（豊橋ハートセンター）

17:30-17:50 第5回豊橋ライブ症例経過報告

座長 土金 悦夫（豊橋ハートセンター）　　　松尾 仁司（岐阜ハートセンター）　　　

症例提示 松原 徹夫（豊橋ハートセンター）

座長 松井 英夫（松井医院）

心不全のトータルケア   
吉本 大祐（豊橋ハートセンター）

【第 1部】心不全の治療・管理

19:30-21:00 豊橋内科医会共催 OMTコース

座長 佐田 政隆（徳島大学）

NOACは冠動脈イベントを抑制するか？   
的場 哲哉（九州大学）

【第 2部】抗血小板薬と抗凝固薬の併用
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ライブデモンストレーション IVUSコメンテーター
 AM:  木村 祐之（広島ハートセンター） 寺本 智彦（一宮西病院） 
 PM:  寺島 充康（豊橋ハートセンター） 本江 純子（菊名記念病院）

 ライブデモンストレーション
座長 大場 泰洋（名古屋ハートセンター）　　　横井 宏佳（福岡山王病院 /国際医療福祉大学）

9 : 00-10 : 30 EVTコース

オペレーター 浦澤 一史（時計台記念病院）  重城 健太郎（東京女子医科大学）

コメンテーター 浅野 博（公立陶生病院）  岩田 曜（千葉県循環器病センター）
高橋 保裕（同愛記念病院）  山口 徹雄（武蔵野赤十字病院） 

Trinias in Toyohashi Heart Center =末梢インターベンション編=
座長 寺本 智彦（一宮西病院）

10:40-11:00 モーニングセミナー1

演者 羽原 真人（豊橋ハートセンター）
共催：㈱島津製作所

Key Learnings from Early CoreValve Experience in Japan
座長 山本 真功（豊橋ハートセンター）

13:00-14:00 ランチョンセミナー1

Best Practices w/ Taped Case
山本 真功（豊橋ハートセンター）

Key Learnings Presentation 1
渡邊 雄介（帝京大学）

Key Learnings Presentation 2
長沼 亨（新東京病院）

共催：日本メドトロニック㈱

メイン会場のライブセッションでは、Web上の掲示板
にて客席の皆様からコメントを募集しています。

https://6th-toyohashilive.tumblr.com/submit

ご利用はこちらから

共催：テルモ㈱

 共同企画ライブ
座長 山本 義人（いわき市立総合磐城共立病院）　　　土谷 武嗣（金沢医科大学）　　　

11:1 0-12:40 EVTコース

オペレーター 鴨井 大典（名古屋共立病院）

コメンテーター 清水 昭吾（益子病院） 中野 雅嗣（総合東京病院） 森川 修司（中東遠総合医療センター） 
岡本 慎（関西労災病院） 末松 延裕（福岡県済生会福岡総合病院）

スペシャルレクチャー TERUMO New PTA Balloon
山本 義人（いわき市立総合磐城共立病院）
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 ライブデモンストレーション
座長 五十嵐 慶一　　　北山 道彦（金沢医科大学）

14:10-15:40 びまん性・石灰化病変コース

オペレーター 松原 徹夫（豊橋ハートセンター）  

コメンテーター 石原 昭三（耳原総合病院）   小野 史朗（山口県済生会山口総合病院） 
坂本 裕樹（静岡県立総合病院）   柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院）  

松尾 浩志（石切生喜病院） 

演者 前島 信彦（横浜市立大学附属市民総合医療センター） 

15:50-16:10 アフタヌーンセミナー1

石灰化病変におけるOCTガイド PCIの有用性

共催：セント・ジュード・メディカル㈱

座長 天野 哲也（愛知医科大学）

ミニレクチャー Early Phase vascular healing after stent implantation
安藤 博彦（愛知医科大学）

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

 共同企画ライブ
座長 加藤 修　　　西川 英郎（三重ハートセンター）

16:20-17:50 びまん性・石灰化病変コース 

オペレーター 矢坂 義則（兵庫県立姫路循環器病センター）

コメンテーター 井上 勝美（小倉記念病院）  鴨井 大典（名古屋共立病院）
濱嵜 裕司（昭和大学）  松野 俊介（心臓血管研究所付属病院）

18:00-19:00 ファイヤーサイドセミナー

TURNING POINT ～全員で共有する分岐点～

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

スーパーバイザー 土金 悦夫（豊橋ハートセンター）

ご意見番 五十嵐 康己（時計台記念病院）  岡村 篤徳（桜橋渡辺病院）
濱嵜 裕司（昭和大学）

演者 下岡 良典（恵み野病院） 新関 武史（公立置賜総合病院） 景山 倫也（那須赤十字病院） 
栗田 泰郎（三重大学） 山田 寿太郎（山口大学） 堤 孝樹（飯塚病院）
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基調講演
座長 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）

9:00-9 :45 DCAコース

DCAリバイバルの経緯とアンケート調査の結果報告
木島 幹博（星総合病院）

New generation DCA ～改良のポイントと使用に関する tips & tricks～
添田 信之（星総合病院）

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

 ライブデモンストレーション 1
座長 木島 幹博（星総合病院）　 許 永勝（草津ハートセンター）

9:45-11 : 1 5 DCAコース

オペレーター 土金 悦夫（豊橋ハートセンター）

コメンテーター 清野 義胤（星総合病院）  本江 純子（菊名記念病院） 
矢嶋 純二（心臓血管研究所付属病院） 添田 信之（星総合病院）

DCAの使用に必要な IVUSの基礎と応用知識 Keynote Lecture
座長 五十嵐 康己（時計台記念病院）

11:20-12:20 DCAコース

DCAの役割 ～前DES時代と後DES時代～
本江 純子（菊名記念病院）

IVUSガイド DCA ～至適デバルキングを目指す私の有効活用～　
小林 智子（京都桂病院）

DCAの使用に必要な IVUS A to Z ～安全、且つ有効な使用を目指して～
武田 吉弘（りんくう総合医療センター）

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

コメディカルのためのDCA講座
座長 添田 信之（星総合病院）

12:20-12:40 DCAコース

DCA清潔介助入門
山口 敏和（名古屋ハートセンター）

DCAに役立つCT angioの使い方
口ノ町 俊嗣（豊橋ハートセンター）
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共催：ニプロ㈱/㈱グッドマン

 ライブデモンストレーション 3
座長 小田 弘隆（新潟市民病院）　　　中村 茂（京都桂病院）

16:20-17:50 DCAコース

オペレーター 矢嶋 純二（心臓血管研究所付属病院）

コメンテーター 岡田 正治（滋賀県立成人病センター）  嘉納 寛人（心臓血管研究所付属病院）
川瀬 世史明（岐阜ハートセンター）  山口 敏和（名古屋ハートセンター）

DCA 過去と現在 ～国内の成績を見直す～
武田 吉弘（りんくう総合医療センター） 
那須 賢哉（豊橋ハートセンター） 
嘉納 寛人（心臓血管研究所付属病院）

 ライブデモンストレーション 2
座長 鈴木 孝彦（豊橋ハートセンター）　　　　土金 悦夫（豊橋ハートセンター）

14:10-15:40 DCAコース

オペレーター 五十嵐 康己（時計台記念病院）

コメンテーター 及川 裕二（心臓血管研究所付属病院）  神谷 宏樹（名古屋第二赤十字病院）  
小林 智子（京都桂病院）   稲田 毅（岐阜ハートセンター） 

共催：アボット バスキュラー ジャパン㈱

Trinias in Toyohashi Heart Center =DCA編=
座長 野崎 英二（岩手県立中央病院）

15:50-16:10 アフタヌーンセミナー 2

演者 羽原 真人（豊橋ハートセンター）
共催：㈱島津製作所

13:00-14:00 ランチョンセミナー 2

DCAの合併症と対策

共催：アボット バスキュラー ジャパン㈱／㈱カネカメディックス／ニプロ㈱/㈱グッドマン

座長 加藤 修　　　木島 幹博（星総合病院）　　　

演者 濱嵜 裕司（昭和大学） 北山 道彦（金沢医科大学）
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中村 茂（京都桂病院）  濱嵜 裕司（昭和大学）　　 　
宮原 眞敏（三重ハートセンター）

11 :1 0-12:40 テーマシアター

マスターが斬る！シニアオペレーターのThe Worst Case of My Life 
～合併症は起こるべくして起こる～
座長 /コメンテーター 加藤 修　　鈴木 孝彦（豊橋ハートセンター）　　西川 英郎（三重ハートセンター）

症例提示

私が考えるSFA治療戦略 ～INNOVA™への期待～
座長 土谷 武嗣（金沢医科大学）

10:40-11:00 モーニングセミナー 2

演者 小島 帯（岐阜県総合医療センター）

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

スタンダード DES －Ultimaster－
座長 天野 哲也（愛知医科大学）　　　日比野 剛（岐阜県立多治見病院）

13:00-14:00 ランチョンセミナー 3

演者 中村 茂（京都桂病院） 椿本 恵則（京都第二赤十字病院） 挽地 裕（佐賀大学）
共催：テルモ㈱

本音で語るサテライトライブ

9:00-1 0:30 EVTコース

ご意見番 鈴木 孝彦（豊橋ハートセンター）

ファシリテーター 宇都宮 誠（東京労災病院） 藤原 昌彦（岸和田徳洲会病院）

本音で語るサテライトライブ

14:10-15:40 びまん性・石灰化病変コース

ご意見番 加藤 修

ファシリテーター 加藤 大雅（横浜栄共済病院）　   羽原 誠二（倉敷中央病院）
羽原 真人（豊橋ハートセンター）   松野 俊介（心臓血管研究所付属病院）
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DES Controversy
座長 上野 勝己（松波総合病院）　　　七里 守（名古屋第二赤十字病院）

16:20-17:50 公開ディベート

コメンテーター 石井 秀樹（名古屋大学） 上妻 謙（帝京大学）
新家 俊郎（神戸大学） 中澤 学（東海大学） 

1. BMS vs DES  
 BMSを中心に使用すべきである
 石井 秀樹（名古屋大学）

DESを中心に使用すべきである
中澤 学（東海大学）

2. 耐久性ポリマー vs 生分解性ポリマー 
 耐久性ポリマー型 DESを選択すべきである
 新家 俊郎（神戸大学）

生分解性ポリマー型 DESを選択すべきである
小林 尚俊（国立研究開発法人 物質・材料研究機構）

3. 2 Link vs 3 Link  
 2 Link
 挽地 裕（佐賀大学）

3 Link
村里 嘉信（九州医療センター）

ご意見番 赤阪 隆史（和歌山県立医科大学）

演者 曽我 芳光（小倉記念病院）

15:50-16:1 0 アフタヌーンセミナー 3

Optimal Iliac & SFA treatment with bare metal stent

共催：カーディナル ヘルス ジャパン

座長 日比野 剛（岐阜県立多治見病院）
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10:40-11:00 モーニングセミナー 3

循環器領域での糖尿病治療

共催：アストラゼネカ㈱

座長 寺島 充康（豊橋ハートセンター）

当院の使用経験から考えるフォシーガ錠の使い方 
岩倉 克臣（桜橋渡辺病院）

Convinced Messages from FFR believer to all interventional cardiologist 

9:00-10:00 テーマシアター

FFR Controversy エビデンスでは語れない真実の追求
座長 加藤 修　　　西垣 和彦（岐阜大学）

Promoter 松尾 仁司（岐阜ハートセンター）

Supporters 田中 信大（東京医科大学八王子医療センター） 藤田 博（京都第二赤十字病院）

11 :10-12:40 スレンダークラブ

“5W1H”of Slender PCI  
～ Slender PCIを始められる先生方へ～
座長 木下 順久（豊橋ハートセンター）　　　吉町 文暢（東海大学）

Why should we perform Slender PCI: Evidence & Experience  
～ここがよいとこSlender～
松隂  崇（東海大学医学部付属八王子病院）

How to overcome weak points of Slender PCI: Limitation & Device selection  
～ここがつらいよSlender～
舛谷 元丸（尼崎新都心病院）

What is the indication of Slender PCI: Tips & Tricks of Slender PCI  
～こんなのできますSlender～
吉町 文暢（東海大学）

When should we select Sheathless Guiding Catheter: Sheath or Sheathless?  
～まだまだいけますSlender～
髙川 芳勅（小樽市立病院）

ディスカッション：Which should we select “Slender GC” or “Big Diameter GC”?



25

ホリデイホール A5.27 
FRIDAY

FINAL PROGRAMME

14:10-15:40 EVTコース

今日こそは本音で語ります、エキスパートのワイヤ選択

テーマ 1: Aorto-iliac
 宇都宮 誠（東京労災病院） 川﨑 大三（森之宮病院）

テーマ 2: SFA
 浦澤 一史（時計台記念病院） 鴨井 大典（名古屋共立病院）

テーマ 3: BTK-BTA
 安藤 弘（春日部中央総合病院） 仲間 達也（宮崎市郡医師会病院）

座長 重城 健太郎（東京女子医科大学）　　　土谷 武嗣（金沢医科大学）

13:00-14:00 ランチョンセミナー 4

iFR ～新たなるPhysiologyへの挑戦～

共催：ボルケーノ・ジャパン㈱

座長 松尾 仁司（岐阜ハートセンター）

循環器疾患における冠動脈機能評価の重要性 
～ Instantaneous Wave-Free Ratioの可能性を探る～
嵐 弘之（東京女子医科大学病院）

透析患者へのPhysiology Update
鴨井 大典（名古屋共立病院）

EuroPCR ～ Physiology最新情報～
松尾 仁司（岐阜ハートセンター）

16:20-17:50 テーマシアター

理想のPCI環境を提供するために！
～Micro Catheterを極める～

共催：朝日インテックJセールス㈱

座長 鹿島 由史（札幌心臓血管クリニック）

演者 木下 順久（豊橋ハートセンター）  及川 裕二（心臓血管研究所付属病院）

Resolute Integrity プラットフォームに期待するパフォーマンス
座長 七里 守（名古屋第二赤十字病院）

15:50-16:10 アフタヌーンセミナー 4

演者 平瀬 裕章（高岡市民病院）
共催：日本メドトロニック㈱
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14:10-15 :40 テーマシアター

AMIを極める 

共催：アボット バスキュラー ジャパン㈱

座長 伊苅 裕二（東海大学）　　　中川 義久（天理よろづ相談所病院）

AMIの血栓吸引 :  必要 vs 不要
伊苅 裕二（東海大学）

AMIにおいて Imaging guide PCIが通用するかしないか
新家 俊郎（神戸大学）

AMI治療におけるステント選択 : DES vs BMS
中川 義久（天理よろづ相談所病院）

下肢動脈 EVTにおけるPOBAの工夫
～ロングバルーンの有用性～

15:50-16:10 アフタヌーンセミナー 5

演者 菊地 淳（岐阜ハートセンター）

共催：㈱メディコン

16:20-17:50 テーマシアター

BRSを極める

共催：アボット バスキュラー ジャパン㈱

座長 田邉 健吾（三井記念病院）

History of BRS: Igaki-Tamai Stent 10 yrs FU
西尾 壮示（草津ハートセンター）

Clinical Data of BRS: The Latest Update Clinical Data
村松 崇（藤田保健衛生大学）

Optimal Implantation of BRS: Real World Experience
那須 賢哉（豊橋ハートセンター）
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【第1部】SHDの現状とエキスパートの治療戦略
座長 七里 守（名古屋第二赤十字病院）　　　山本 真功（豊橋ハートセンター）

9:00-10:30 SHDコース

ASD A to Z 私の tips & tricks
原 英彦（東邦大学医療センター大橋病院）

PTSMA A to Z 私の tips & tricks  
高山 守正（榊原記念病院）

BAV A to Z 私の tips & tricks  
渡邊 雄介（帝京大学）

MitraClip A to Z 私の tips & tricks 
多田 憲生（仙台厚生病院）

SHDインターベンションの未来  
森野 禎浩（岩手医科大学）

【第2部】TAVR時代におけるAS治療を徹底討論
座長 鳥飼 慶（大阪大学）　　　横井 良明（岸和田徳洲会病院）

11 :10-12:40 SHDコース

コメンテーター 北村 英樹（名古屋ハートセンター）  杭ノ瀬 昌彦（川崎医科大学）　
田端 実（東京ベイ・浦安市川医療センター） 後藤 剛（倉敷中央病院）   

白井 伸一（小倉記念病院）   山中 太（湘南鎌倉総合病院）

TAVR vs AVR: 内科医の知らないAVRのいい話  
杭ノ瀬 昌彦（川崎医科大学）

TAVR vs AVR: 外科医の知らないTAVRのいい話
林田 健太郎（慶應義塾大学）

本邦における外科生体弁の現状から考えるAS治療とは？
小山 裕（名古屋ハートセンター）

Low～ Intermediate risk、若年者へのTAVR治療の適応を考える 
多田 憲生（仙台厚生病院）

演者 山本 真功（豊橋ハートセンター）

10:40-11:00 モーニングセミナー 4

TAVR ～国内外における最新の臨床研究～
座長 林田 健太郎（慶應義塾大学）
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桜の間5.27 
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6TH TOYOHASHI LIVE DEMONSTRATION COURSE

【第3部】東海北陸から、この症例、皆さんならどうしますか？
座長 上野 高史（久留米大学）　　　白井 伸一（小倉記念病院）

14:10-15:40 SHDコース

コメンテーター 荒木 基晴（済生会横浜市東部病院）  杭ノ瀬 昌彦（川崎医科大学）
小山 裕（名古屋ハートセンター）   長沼 亨（新東京病院）
山脇 理弘（済生会横浜市東部病院）  渡邊 弘之（東京ベイ・浦安市川医療センター）

左主幹部高度狭窄病変を合併した重症大動脈弁狭窄症
上野 博志（富山大学）

大動脈弁高度石灰化を有するエホバの証人への大動脈弁置換術
北村 英樹（名古屋ハートセンター）

94歳ハイリスク！
髙木 健督（大垣市民病院） 

総計116Fのシースを挿入した重症肺高血圧を合併したTAVI症例
志村 徹郎（豊橋ハートセンター）

15:50-16:10 アフタヌーンセミナー 6

次世代 Valveが拡げるTAVIの可能性

共催：エドワーズライフサイエンス㈱

座長 林田 健太郎（慶應義塾大学）

演者 東森 亮博（岸和田徳洲会病院）

座長 原 英彦（東邦大学医療センター大橋病院）

成人 ASDに対するカテーテル治療の現状と課題、Figulla Flex II への期待 
新家 俊郎（神戸大学）

Safety and Efficacy of the New ASD Closure Device “Figulla Flex II”: Compared with 
the Existing Closure Device for Adult Patients
多田 憲生（仙台厚生病院）

13:00-14:00 ランチョンセミナー 5

My First Clinical Experience of New ASD Closure Device  
“Figulla Flex II” in Adult Patients

共催：日本ライフライン㈱
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バルーン拡張型生体弁が主流である !?
林田 健太郎（慶應義塾大学）

自己拡張型生体弁が主流である !? 
山本 真功（豊橋ハートセンター）

結局、どっちがよかったの??
Case1  田中 昭光（名古屋徳洲会総合病院） 
Case2  髙木 健督（大垣市民病院） 
Case3  小山 裕（名古屋ハートセンター） 
Case4  渡邊 雄介（帝京大学）

コメンテーター 荒木 基晴（済生会横浜市東部病院）  後藤 剛（倉敷中央病院） 
田端 実（東京ベイ・浦安市川医療センター） 鳥飼 慶（大阪大学） 
林田 健太郎（慶應義塾大学）   山中 太（湘南鎌倉総合病院）

16:20-17:50 SHDコース

【第4部】結局どっちがいいの？バルーンと自己拡張型TAVR生体弁
座長 原 英彦（東邦大学医療センター大橋病院）　　　渡邊 弘之（東京ベイ・浦安市川医療センター）
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6TH TOYOHASHI LIVE DEMONSTRATION COURSE

楓の間5.27(FRI)- 28(SAT)

※事前申込制（当日参加はできません）

入門！医療機器寺子屋
ザ・座学！志高いもの集まれ！医師も大歓迎！

9:00-9:10  

 開校挨拶　
 池野 文昭（Stanford University）

9:10-9:50  

 第一限  l 医療機器は、ニーズが起点である
 池野 文昭（Stanford University）

10:00-10:50 

 第二限 l シリコンバレー流プロトタイプ
 八木 雅和（大阪大学）

11:00-11:50  

 第三限 l 知財戦略と医療機器
 久野 栄造（八田国際特許業務法人）

    ̶ 昼食 ̶

13:00-13:50  

 第四限 l 倫理 : 臨床研究の新倫理指針
 越後 雅博（日本光電工業株式会社）

14:00-14:50  

 第五限 l 医療機器ビジネスモデル
 井上 智子（MedVenture Partners株式会社）

15:00-15:50  

 第六限 l 保険償還
 中野 壮陛（公益財団法人 医療機器センター）

16:00-16:50  

 第七限 l 医療機器の前臨床：動物実験を中心に
 秋江 靖樹（シミックファーマサイエンス株式会社）

17:00-17:50   
 第八限 l 市販後安全
 有馬 毅彦（日本メドトロニック株式会社）

17:50-18:00
 1日目総評
 池野 文昭（Stanford University）

9:00-9:50  

 第九限 l ザ •薬事
 池田 浩治（東北大学病院）

10:00-10:50  

 第十限 l 臨床評価
 土井 功夫（株式会社グリーンフィールド）

11:00-11:50  

 第十一限 l   IoTと医療機器、薬事規制を中心に
 鈴木 由香（独立行政法人 医薬品医療機器総合機構）

    ̶ 昼食 ̶

13:00-13:50  

 第十二限 l   QMS、QSR入門
 中崎 知道（ミッドケープ・アンド・カンパニー株式会社／東北大学病院）

14:00-14:50  

 第十三限 l  プロジェクトマネージメント
 神野 誠（国士舘大学）

15:00-15:25  

 第十四限 l   欧州薬事戦略
 尾苗 潤哉（テュフ ラインランド ジャパン株式会社）

15:30-15:55  

 第十五限 l   米国薬事戦略
 春山 貴広（株式会社グロービッツ）

16:00-16:25  

 第十六限 l   中国市場参入
 髙谷 彰之（株式会社イフジェイ）

16:30-17:00
 総括
 池田 浩治（東北大学病院）

校長 池野 文昭（Stanford University）　　　池田 浩治（東北大学病院）

27日（金）9:00-18:00 28日（土）9:00-17:00
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ホリデイホール D5.28 
SATURDAY

6TH TOYOHASHI LIVE DEMONSTRATION COURSE

 ライブデモンストレーション
座長 志手 淳也（大阪府済生会中津病院）　　　挽地 裕（佐賀大学）

9:00-10:30 分岐部病変コース

オペレーター 木下 順久（豊橋ハートセンター） 

コメンテーター 岩間 眞（岐阜県総合医療センター）  樽谷 康弘（岡村記念病院） 
村松 崇（藤田保健衛生大学）   山脇 理弘（済生会横浜市東部病院） 
吉町 文暢（東海大学）

抗血栓療法に正解はあるか? ～AF患者のPCIから学ぶ～
座長 天野 哲也（愛知医科大学）

13:00-14:00 ランチョンセミナー 6

演者 阿古 潤哉（北里大学）

共催：ブリストル•マイヤーズ スクイブ㈱

10:40-11:00 モーニングセミナー 5

Gliderを用いた分岐部アプローチの有用性

共催：㈱カネカメディックス/センチュリーメディカル㈱

演者 平瀬 裕章（高岡市民病院）

共催：テルモ㈱

 共同企画ライブ
座長 浅野 博（公立陶生病院）　　　河口 廉（群馬県立心臓血管センター）

11 :1 0-12:40 分岐部病変コース

オペレーター 村里 嘉信（九州医療センター）

コメンテーター 鹿島 由史（札幌心臓血管クリニック） 柴田 義久（名古屋第一赤十字病院）
寺本 智彦（一宮西病院） 川尻 健司（松原徳洲会病院 /野崎徳洲会病院）
日浅 豪（愛媛県立中央病院） 道明 武範（小倉記念病院）

ライブデモンストレーション IVUSコメンテーター
 AM: 大久保 宗則（岐阜ハートセンター） 鈴木 頼快（名古屋ハートセンター） 
 PM: 川瀬 世史明（岐阜ハートセンター） 園田 信成（産業医科大学）

メイン会場のライブセッションでは、Web上の掲示板
にて客席の皆様からコメントを募集しています。

https://6th-toyohashilive.tumblr.com/submit

ご利用はこちらから
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 ライブデモンストレーション
座長 上田 欽造（洛和会丸太町病院）　　　大辻 悟（東宝塚さとう病院）

14:1 0-15:40 慢性完全閉塞病変コース

オペレーター 下地 顕一郎（済生会宇都宮病院）  那須 賢哉（豊橋ハートセンター）

コメンテーター 及川 裕二（心臓血管研究所付属病院）  加藤 大雅（横浜栄共済病院）
芹川 威（福岡和白病院）   福原 怜（兵庫県立尼崎総合医療センター）
松野 俊介（心臓血管研究所付属病院）

共催：㈱島津製作所

Trinias in Toyohashi Heart Center =CTO編=
座長 五十嵐 慶一

15:50-16:10 アフタヌーンセミナー7

演者 木下 順久（豊橋ハートセンター） 

共催：㈱島津製作所

共催：テルモ㈱

 共同企画ライブ
座長 伊藤 良明（済生会横浜市東部病院）　　　岡田 尚之（聖隷浜松病院）

16:20-17: 50 慢性完全閉塞病変コース

オペレーター 岡村 篤徳（桜橋渡辺病院）

コメンテーター 保坂 文駿（岡村記念病院） 平瀬 裕章（高岡市民病院）
宮原 眞敏（三重ハートセンター） 伊達 基郎（大阪医療センター） 
片山 祐介（岩国医療センター） 
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CTO PCIにおける 3D wiringの試み
座長 鈴木 孝彦（豊橋ハートセンター）

10:35-11 :05 モーニングセミナー 6

演者 岡村 篤徳（桜橋渡辺病院）

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

座長 五十嵐 慶一　　　松尾 仁司（岐阜ハートセンター）

11 :1 0-12:40 テーマシアター

10年後のPCIはどうなっているのだろうか？

日本でのAUCをどう考えるか？
猪原 拓（平塚市民病院）

FFRをどのように活用しているのか？
及川 裕二（心臓血管研究所付属病院）

FFRが日本でさらに普及する為には？
松尾 仁司（岐阜ハートセンター）

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

座長 重城 健太郎（東京女子医科大学）

9:00-10:30 テーマシアター

スペシャルコメンテーター 山下 武廣（心臓血管センター北海道大野病院）

Spirit of Interventionalist  
～私のターニングポイント～

私のターニングポイント ～国内留学を通じて～
夏秋 政浩（福岡県済生会福岡総合病院）

私のターニングポイント ～海外留学を通じて～
小船井 光太郎（東京ベイ •浦安市川医療センター）

私のターニングポイント ～なぜ私はTAVIの道を志したか？～
白井 伸一（小倉記念病院）
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あなたも今日から英語がしゃべれる！本城式英会話講座 Part 2
座長 西川 哲（メモリアル・ハーマン病院）

14:10-15:40 テーマシアター

講師 本城 武則（本城式英会話スクール）

16:20-17:50 テーマシアター

カテーテルインターベンショニストへの警鐘！！
訴訟大国アメリカに学べ、医療施設における安全管理 
～あなた自身、あなたのチーム、そして、あなたの病院は大丈夫でしょうか？～
座長 鈴木 孝彦（豊橋ハートセンター）

コメンテーター 尾崎 行男（藤田保健衛生大学）  田巻 健治（［公財］岩手県予防医学協会）
野崎 英二（岩手県立中央病院）

当院の安全管理
尾崎 行男（藤田保健衛生大学）

Safety of the Hospital Operation
西川 哲（メモリアル・ハーマン病院）

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

心血管イベント抑制のための糖尿病管理
座長 鈴木 孝彦（豊橋ハートセンター）

15:50-16:10 アフタヌーンセミナー 8

演者 松原 徹夫（豊橋ハートセンター）

13:00-14:00 ランチョンセミナー7

抗血小板療法と酸分泌抑制薬の有用性

共催：武田薬品工業㈱

座長 寺島 充康（豊橋ハートセンター）

酸関連疾患への新たな戦略 ～治療から再発抑制まで～
          蘆田 潔（洛和会音羽病院）演者
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BVSはスタンダードスキャフォールドとなるか？
座長 尾崎 行男（藤田保健衛生大学）　　　門田 一繁（倉敷中央病院）

11:1 0-12:40 公開座談会

コメンテーター 井上 勝美（小倉記念病院）   上妻 謙（帝京大学）
中川 義久（天理よろづ相談所病院）  村松 崇（藤田保健衛生大学） 

データからは見えないABSORB Japanの真実
上妻 謙（帝京大学）

欧州から学ぶBVSの現状
村松 崇（藤田保健衛生大学）

BVS時代の到来 ～井上 勝美からの提言～
井上 勝美（小倉記念病院）

10:40-11:00 モーニングセミナー7

脂質異常症合併 CAD患者における残余リスク対策 
～ EPA製剤を活かす～

共催：持田製薬㈱

座長 松原 徹夫（豊橋ハートセンター）

演者 高島 浩明（愛知医科大学）

13:00-14:00 ランチョンセミナー 8

PCI治療と抗血栓療法

共催：第一三共㈱

座長 木下 順久（豊橋ハートセンター）

時代は第 3世代 でもやっぱり正確な抗血小板療法が大切です
挽地 裕（佐賀大学）

本音で語るサテライトライブ

9:00-10:30 分岐部病変コース

ご意見番 鈴木 孝彦（豊橋ハートセンター）

ファシリテーター 羽原 真人（豊橋ハートセンター）  福原 怜（兵庫県立尼崎総合医療センター）
船田 竜一（群馬大学）
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至適 DAPTの追求
座長 天野 哲也（愛知医科大学）　　　伊苅 裕二（東海大学）

16:20-17:50 公開座談会

コメンテーター 西垣 和彦（岐阜大学） 日比野 剛（岐阜県立多治見病院）

DAPT試験からの洞察 
伊苅 裕二（東海大学）

抗血小板薬の使い分け ～新規を含めどのように使い分けるか～
七里 守（名古屋第二赤十字病院）

AF患者に対するDAPT 
西垣 和彦（岐阜大学）

15:50-16:10 アフタヌーンセミナー 9

ATISとの戦い

共催：サノフィ㈱

座長 鈴木 健（豊川市民病院）

抗血小板薬：何を選ぶか?いつまで使うか?
羽原 真人（豊橋ハートセンター）

本音で語るサテライトライブ

14:10-15:40 慢性完全閉塞病変コース

ご意見番 加藤 修

ファシリテーター 羽原 真人（豊橋ハートセンター）  藤田 浩志（名古屋市立大学） 　
松尾 浩志（石切生喜病院）
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10:40-11:00 モーニングセミナー 8

My best  balloon choice for treatment of CTO lesions

共催：オーバスネイチメディカル㈱

座長 尾崎 行男（藤田保健衛生大学）

演者 那須 賢哉（豊橋ハートセンター）

【第1部】カテーテル治療実施医が知るべきこと
座長 土井 修（京都岡本記念病院）　　　松尾 仁司（岐阜ハートセンター）

9:00-10:30 PCIコース

カテーテル治療医を目指す医師の心構え
金谷 法忍（かないわ病院）

冠動脈造影の読み方
宮原 眞敏（三重ハートセンター）

冠動脈の病理 ～冠動脈インターベンションの光と影～
井上 勝美（小倉記念病院）

合併症とその対策：造影剤による合併症、放射線皮膚障害
諏訪 哲（順天堂大学医学部附属静岡病院）

合併症とその対策：冠動脈穿孔、急性冠閉塞、脳梗塞・塞栓症
坂本 裕樹（静岡県立総合病院）

【第2部】症例を通じてデバイスの基本を学ぶ
座長 阿古 潤哉（北里大学）　　　近藤 泰三（岐阜県立多治見病院）

11 :1 0-12:40 PCIコース

ガイドワイヤの種類と使い分け：非 CTOワイヤ編 
神谷 宏樹（名古屋第二赤十字病院）

ガイドワイヤの種類と使い分け：CTOワイヤ編 
岡田 尚之（聖隷浜松病院）

ガイディングの種類と使い分け  
酒井 慎一（中部労災病院）

バルーンカテーテルの種類と使い分け  
髙橋 茂清（木沢記念病院）

血栓吸引カテーテルの種類と使い分け  
七里 守（名古屋第二赤十字病院）

安定したロータブレーター手技成功のためのワイヤー選択と回転数について   
谷川 淳（大阪医科大学）
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13:00-14:00 ランチョンセミナー 9

心血管イベント抑制に向けた包括的管理

共催：MSD㈱

座長 石原 正治（兵庫医科大学）

心血管イベント抑制を目指したDPP-4阻害薬の選択とその治療戦略
山田 賢裕（福岡徳洲会病院）

糖尿病を合併した冠動脈疾患患者の脂質管理 －食後高脂血症の観点から－
中村 明浩（岩手県立中央病院）

15:50-16:10 アフタヌーンセミナー10

NOAC（DOAC）の真の実力が見えた！ 
～あなたは何を選択する？～

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈱

座長 寺島 充康（豊橋ハートセンター）

演者 西垣 和彦 （岐阜大学）

【第3部】冠動脈スキャフォールドの現状と未来
座長 小野寺 知哉（静岡市立静岡病院）　　　神谷 春雄（名古屋第一赤十字病院）

14:10-15:40 PCIコース

DES時代のBMSの種類と役割 
樽谷 康弘（岡村記念病院）

DESの過去、現在、そして未来 
上妻 謙（帝京大学）

DESの種類と使い分け 
多田 朋弥（静岡県立総合病院）

BVSの開発経緯と臨床成績 
村松 崇（藤田保健衛生大学）

第 3世代のDESとBVSのDAPTを考える 
西垣 和彦（岐阜大学）
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【第4部】カテーテルインターベンション周辺のイメージングの
 基礎と応用
座長 新家 俊郎（神戸大学）　　　松尾 仁司（岐阜ハートセンター）

16:20-17:50 PCIコース

IVUSの基礎と応用 
鈴木 健（豊川市民病院）

OCTの基礎と応用
志手 淳也（大阪府済生会中津病院）

CTの基礎とインターベンションへの応用 
西田 育功（高井病院）

FFRの基礎と応用
松尾 仁司（岐阜ハートセンター）

iFRの基礎と応用 
鹿島 由史（札幌心臓血管クリニック）
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日常臨床におけるPCI時の画像診断 1
座長 新家 俊郎（神戸大学）　　本江 純子（菊名記念病院）

9:00 -10 : 30 イメージングコース

石灰化病変
上野 勝己（松波総合病院）

ステント関連トラブル・問題点 
門田 一繁（倉敷中央病院）

DESに対する中期・長期血管反応とその治療 
山口 浩士（山口浩士クリニック）

血管内イメージングに関連する合併症 
髙木 厚（埼玉県済生会川口総合病院）

日常臨床におけるPCI時の画像診断 2
座長 寺島 充康（豊橋ハートセンター）

11 :1 0-12:40 イメージングコース

冠動脈穿孔、自発性解離、その他 
園田 信成（産業医科大学）

病理組織診断に基づくOCT画像の新しい解釈 
藤井 健一（東宝塚さとう病院）

The imaging 川崎病 
三谷 義英（三重大学）

FFR-CTの可能性を追求する 
大竹 寛雅（神戸大学）

大垣市民病院におけるOFDIの役割とその可能性 
髙木 健督（大垣市民病院）

10:40-11:00 モーニングセミナー 9

OFDIによる治療戦略

共催：テルモ㈱

座長 七里 守（名古屋第二赤十字病院）

13:00-14:00 ランチョンセミナー10

PCI施行患者の全身管理

共催：田辺三菱製薬㈱

座長 鈴木 孝彦（豊橋ハートセンター）

糖質制限食とSGLT2阻害薬：その効果と実際
山田 悟（北里大学）
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教育セッション 1
座長 神谷 典男（聖隷浜松病院）

9 :00-10: 20 コメディカルコース

カテ室で使用する薬剤について  
芦川 直也（豊橋ハートセンター）

冠動脈 CT検査  
佐野 始也（高瀬クリニック）

PCIにおけるデバイスの基礎 
木下 昌樹（岡崎市民病院）

教育セッション 2
座長 富田 淳哉（浜松医療センター）

10:20-11 :10 コメディカルコース

心電図の基礎 　　　
辻井 正人（三重ハートセンター）

採血データの読み方 
清水 速人（倉敷中央病院）

各職種における虚血性心疾患治療への関わり方  
～私の理想と工夫～
座長 稲田 毅（岐阜ハートセンター）

11 :1 0-12:40 コメディカルコース

虚血性心疾患における看護師としての関わり 
中村 康雄（麻生総合病院）

循環器専門病院における診療放射線技師の理想と工夫　　  
今井 俊輔（岐阜ハートセンター）

カテ室におけるコメディカルの役割　　　  
山口 敏和（名古屋ハートセンター）

虚血性心疾患に対する心臓リハビリテーションの実際と質の向上にむけた工夫　　
柴田 賢一（名古屋ハートセンター）
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ビデオライブセッション
座長 口ノ町 俊嗣（豊橋ハートセンター）

14:10-15:40 コメディカルコース

コメンテーター 清水 芳行（北海道情報大学）　　　中村 康雄（麻生総合病院）

日帰りカテと看護
加藤 朋士（名古屋ハートセンター）

カテ室の看護
山本 和哉（永井病院）

AMIのビデオライブ  
色川 桂輔（豊橋ハートセンター）

FFR教育ビデオライブ  
長谷川 由美子（岐阜ハートセンター）

IVUS教育ビデオライブ  
新田 功児（一宮市立市民病院）

13:00-14:00 ランチョンセミナー11

Endovascular Treatment 
～治療からフットケア～

共催：テルモ㈱

座長 稲田 毅（岐阜ハートセンター）

演者 川﨑 大三（森之宮病院）  中島 久美子（名古屋大学医学部附属病院）

15:50-16:1 0 アフタヌーンセミナー11

Angio-CT Fusion機能（SCORE Navi ＋Plus）による
新しい治療 •診断戦略
座長 野村 佳克（ニューハート •ワタナベ国際病院）

演者 色川 桂輔（豊橋ハートセンター）
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ハートアナトミーライブデモンストレーション
座長 色川 桂輔（豊橋ハートセンター）

17:00-17:50 コメディカルコース

オペレーター 小山 裕（名古屋ハートセンター）

共催：エドワーズライフサイエンス㈱

教育セッション 3
座長 辻井 正人（三重ハートセンター）

16:10-16:40 コメディカルコース

コメディカルのための心エコー 
渡邊 弘之（東京ベイ・浦安市川医療センター）
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コメディカル ポスターセッション 第 1部
座長 森 紀成（トヨタ記念病院）

10:20-11 :1 0 コメディカルコース

C-1 アンケートから見えた当院のカテ室の問題と今後の課題
 天野 嘉則（岡村記念病院）

C-2 TAVI導入初期から現在までに変化した看護師の役割
 彦坂 ゆかり（豊橋ハートセンター）

C-3 胎児診断されたガレン静脈瘤に対して血管内治療を施行した症例
 木村 恭彦（国立研究開発法人 成育医療研究センター）

C-4 下肢静脈瘤術前における単純 CTの有用性
 戸川 拓哉（豊橋ハートセンター）

C-5 Dual-Axis Rotational Coronary Angiographyの有用性 
 ～通常冠動脈撮影との比較・検討～
 澤 貴司（トヨタ記念病院）

コメディカル ポスターセッション 第 2部
座長 森 紀成（トヨタ記念病院）

15:50-16 :50 コメディカルコース

M-1 肺静脈隔離術 (PVI)におけるAdaptive Servo Ventilation(ASV)使用前後の血行動態変化
 －FloTrac Sensorによる検討－
 川村 茂之（浜松医科大学医学部附属病院）

M-2 当院におけるアンギオ記録の電子化への取り組み
 宇佐美 俊介（永井病院）

M-3 カテーテル室における災害発生時の対応
 植田 将史（豊橋ハートセンター）

M-4 当院カテーテルアブレーション施行時におけるノイズ対策
 久田 政一郎（豊橋ハートセンター）

M-5 心房細動に対するカテーテルアブレーションの成績
 ～ABL施行後 5年経過の遠隔期成績～
 西川 祐策（三重大学医学部附属病院）

M-6 当院のablation業務における新人教育への取り組み
 ～4年目技師による新人教育～
 神谷 謙人（岐阜ハートセンター）

掲示時間  9:00 -18:00




