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プログラム タイムテーブル

メインホール（9F ホール） コメディカル コース（7F ダイヤモンドルーム）

Opening 9:25-9:30

Closing 19:00

Co-medical Course
Plus UP Seminner 中級編

9:30 - 11:55

Co-medical Course
New Topic
13:15 - 13:50

Co-medical Course
Imaging & Physiology seminar

14:00 - 15:00

Co-medical Course
Co-medical Imaging & Physiology meeting

15:10 - 17:00

Mini Lecture #1 9:30-9:50

Mini Lecture #4 13:55-14:15

Mini Lecture #5 15:50-16:10

Mini Lecture #2 10:35-10:55

Mini Lecture #3 10:55-11:15

Video Live Demonstration #1
9:50-10:35

Video Live Demonstration #2
11:15-12:00

Video Live Demonstration #4
14:15-15:00

Luncheon Seminar 12:35-13:05

Video Live Demonstration #3
13:10-13:55

Luncheon Seminar 12:05-12:35

EVT Video Live Demonstration
16:10-16:55

Joint Sessions
- ACS -

16:55-19:00

Video Live Demonstration #5
15:05-15:50

ACS 責任病変の評価と予測（OFDI）

ACS 責任病変のstentless strategy

Case Presentation

Discussion

ACS の非責任病変への対応



プログラム（9F ホール）
※内容等は、都合により変更する場合があります。

◇ Mini Lecture #1  09:30～09:50
座　長 川口 克廣（小牧市民病院）

 「冠動脈イメージングから観た包括的リスク管理」
高島 浩明（愛知医科大学）

Co-sponsored by 第一三共株式会社

◇ Video Live Demonstration #1 09:50～10:35
座　長 諏訪 　哲（順天堂大学医学部附属静岡病院）
 高島 浩明（愛知医科大学）

 「Stent 留置で FFR が悪化した1例」
渡邉 清孝（鈴鹿中央総合病院）

コメンテーター 阿部 秀年（松本協立病院）
 大森 寛行（岐阜ハートセンター）
 桶家 一恭（厚生連高岡病院）
 清水 真也（名古屋第一赤十字病院）
 田中 俊樹（岐阜大学医学部附属病院）
 宮原 眞敏（三重ハートセンター）

Co-sponsored by アボットバスキュラージャパン株式会社

◇ Mini Lecture #2  10:35～10:55
座　長 石井 秀樹（名古屋大学医学部附属病院）

 「Resolute による石灰化治療戦略」
松田 洋彰（名古屋ハートセンター）

Co-sponsored by 日本メドトロニック株式会社

◇ Mini Lecture #3  10:55～11:15
座　長 正村 克彦（中村病院）

 「Lesion preparationにおけるAngioSculpt の有用性
- Stentless PCI/ 分岐部 / 石灰化病変への応用 -」

河宮 俊樹（津島市民病院）

Co-sponsored by 株式会社フィリップス ジャパン
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プログラム（9F ホール）
※内容等は、都合により変更する場合があります。

◇ Video Live Demonstration #2 11:15～12:00
座　長 大久保 宗則（岐阜ハートセンター）
 日比野 剛（岐阜県立多治見病院）

 「左前下行枝のステント留置後に、対角枝の治療にて
ステントが変形・脱落したが回収した一例」

松尾 一宏（東海中央病院）

コメンテーター 中野 　顯（彦根市立病院）
 藤田 浩志（名古屋市立大学病院）
 坂田 憲治（金沢大学附属病院）
 大谷 速人（浜松医科大学）
 田中 寿和（岡崎市民病院）

Co-sponsored by 株式会社フィリップス ジャパン

◇  Luncheon Seminar #1  12:05～12:35
座　長 天野 哲也（愛知医科大学）

「ACS に対する OCT の有用性」
村松 　崇（藤田医科大学）

Co-sponsored by アボットバスキュラージャパン株式会社

◇  Luncheon Seminar #2  12:35～13:05
座　長 石井 秀樹（名古屋大学医学部附属病院）

「2.25mm径 Ultrathin struts Orsiro® DES の拡張性能と臨床成績」
堀田 祐紀（心臓血管センター 金沢循環器病院）

Co-sponsored by 日本ライフライン株式会社
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プログラム（9F ホール）
※内容等は、都合により変更する場合があります。

◇ Video Live Demonstration #3 13:10～13:55
座　長 岩間 　眞（岐阜県総合医療センター）
 坂田 憲治（金沢大学附属病院）

 「Calcified nodule lesion in Shepherd's Crook RCA」
北川 勝英（金沢医科大学病院）

コメンテーター 五十殿 弘二（京都第二赤十字病院）
 伊藤 竜太（名古屋共立病院）
 東方 利徳（小松市民病院）
 馬渕 智仁（福井循環器病院）
 三輪 健二（石川県立中央病院）
 横井 宏和（洛和会音羽病院）

Co-sponsored by アボットバスキュラージャパン株式会社

◇  Mini Lecture #4   13:55～14:15
座　長 片岡 一明（名張市立病院）

「ステント血栓症の一例」
茂木 　聡（浜松医科大学医学部附属病院）

Co-sponsored by テルモ株式会社

◇ Video Live Demonstration #4 14:15～15:00
座　長 池田 正寿（心臓血管センター 金沢循環器病院）
 三輪 健二（石川県立中央病院）

 「RCA CTOを伴うLMTDの治療に対する戦略」
～ SYNTAXII strategy によるPCI 戦略をどうとらえるか？～

大久保 宗則（岐阜ハートセンター）

コメンテーター 浅野 喜澄（刈谷豊田総合病院）
 大野 泰良（名古屋市立緑市民病院）
 北川 勝英（金沢医科大学病院）
 鈴木 　健（豊川市民病院）
 田中 哲人（名古屋大学医学部附属病院）
 成瀬 賢伸（豊橋市民病院）

Co-sponsored by テルモ株式会社
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プログラム（9F ホール）
※内容等は、都合により変更する場合があります。

◇ Video Live Demonstration #5 15:05～15:50
座　長 岡田 尚之（聖隷浜松病院）
 谷川 高士（松阪中央総合病院）

 「高度石灰化を伴うLMT-LADの興味深い治療の一例」
津田 卓眞（名古屋掖済会病院）

コメンテーター 大谷 速人（浜松医科大学）
 竹本 憲二（安城更生病院）
 田中 寿和（岡崎市民病院）
 成瀬 賢伸（豊橋市民病院）
 東方 利徳（小松市民病院）
 山田 　実（静岡済生会総合病院）

Co-sponsored by ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

◇ Mini Lecture #5  15:50～16:10
座　長 鈴木 頼快（名古屋ハートセンター）

 「『NSE 三世』～NSEは二度蘇る！～」
高村 敬明（金沢医科大学病院）

Co-sponsored by ニプロ株式会社

◇ EVT Video Live Demonstration 16:10～16:55
座　長 鴨井 大典（なごや EVTクリニック）
 小島 　帯（岐阜県総合医療センター）

 「エコーガイドで long SFA CTO を治療した一例」
徳田 尊洋（名古屋ハートセンター）

コメンテーター 市橋 　敬（一宮西病院）
 菊地 　淳（岐阜ハートセンター）
 小山 明男（一宮市立市民病院）
 近藤 裕樹（松波総合病院）
 津田 卓眞（名古屋掖済会病院）
 吉岡 直輝（大垣市民病院）

Co-sponsored by ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社／オーバスネイチメディカル株式会社
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プログラム（9F ホール）
※内容等は、都合により変更する場合があります。

◇ Joint Session -ACS-  16:55～19:00
座　長 天野 哲也（愛知医科大学）
 松尾 仁司（岐阜ハートセンター）
 細川 博昭（ひがし循環器クリニック）

  「ACS の非責任病変への対応」
 川瀬 世史明（岐阜ハートセンター）

 「ACS 責任病変の評価と予測 (OFDI)」
 松脇 佑次（名古屋第二赤十字病院）

  「ACS 責任病変の stentless strategy」
 安藤 博彦（愛知医科大学）

症例 「Case 1」
 安藤 博彦（愛知医科大学）

 「Case 2」
 大森 寛行（岐阜ハートセンター）

ディスカッサー 太田 秀彰（岐阜ハートセンター）
 北川 勝英（金沢医科大学）
 坂田 憲治（金沢大学附属病院）
 高島 浩明（愛知医科大学）
 服部 有博（なかのまちクリニック）
 村松 　崇（藤田医科大学）
 

Co-sponsored by ゼオンメディカル株式会社／ニプロ株式会社／テルモ株式会社
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コメディカル セミナー プログラム（7F ダイアモンドルーム）
※内容等は、都合により変更する場合があります。

目的
血管内イメージングのみではなく、血管内治療時に必要な知識、および最新デバイスの
情報を得ることで、現在の血管内治療を理解し、治療に携わるハートチームの一員とし
て成長する。

◇ 第一部　Plus UP Seminar 中級編 Part 1: ECG ／薬剤 09:30～10:30
座　長 木下 昌樹（岡崎市民病院）

「薬剤」
土井 　崇（豊橋ハートセンター）

「ECG」
辻井 正人（三重ハートセンター）

◇ 第一部　Plus UP Seminar 中級編 Part 2: 合併症 10:30～11:50
座　長 小林 俊博（名古屋ハートセンター）
 清水 一生（豊橋ハートセンター）

「合併症の基本」
佐生 　喬（三重大学医学部附属病院）

「こんな経験ってどうよ？」
村上 堅太（名古屋徳洲会総合病院）

◇ ランチョン セミナー  12:05～13:05

会場：9F メインホール
（詳細は、④ページ）

◇ 第二部　New Topic: Diamond back 13:15～13:50
座　長 伊藤 勝祥（藤田医科大学病院）

演　者 山下 　翔（豊橋ハートセンター）
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コメディカル セミナー プログラム（7F ダイアモンドルーム）
※内容等は、都合により変更する場合があります。

◇ 第三部　Imaging & Physiology Seminar 13:50～15:10
座　長 新田 功児（一宮市立市民病院）

Technician 編
谷岡 　怜（神戸大学医学部附属病院）

Nurse 編
大竹 陸希光（大阪警察病院）

◇ 第四部　Co-medical Imaging & Physiology meeting 15:10～17:00
座　長 伊藤 靖典（東可児病院）
 今井 俊輔（岐阜ハートセンター）

コメンテーター 石川 正人（桜橋渡辺病院）

マスターズ 新田 功児（一宮市立市民病院）
 木下 昌樹（岡崎市民病院）
 辻井 正人（三重ハートセンター）
 中川 　透（金沢医科大学病院）

コラボレーター 佐合 　満（豊橋ハートセンター）

演　者 船田 寿成（木沢記念病院）
 住田 秀太（藤田医科大学病院）
 角 　英典（刈谷豊田総合病院）
 中島 勇気（岐阜ハートセンター）
 小倉 聡美（東可児病院）
 小林 寛人（大垣市民病院）

⑨
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