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Coronary
世話人

岡田　正治
（滋賀県立総合病院）

木下　法之
（康生会武田病院）

全　　完
（京都府立医科大学）

武田　吉弘
（りんくう総合医療センター）

谷川　淳
（大阪医科大学）

山本　孝
（滋賀医科大学医学部附属病院）

山本　克浩
（関西医科大学総合医療センター）

Honorary 
Advisor

上田　欽造
（洛和会丸太町病院）

大辻　悟
（東宝塚さとう病院）

志手　淳也
（大阪府済生会中津病院）

中村　茂
（京都桂病院）

西田　育功
（高清会高井病院）

夜久　均
（京都府立医科大学附属病院）

Honorary 
Member

赤阪　隆史
（和歌山県立医科大学）

上田　恭敬
（大阪医療センター）

瓦林　孝彦
（多根総合病院）

許　永勝
（草津ハートセンター）

坂上　祐司
（東住吉森本病院）

中川　義久
（滋賀医科大学）

南都　伸介
（西宮市立中央病院）

西野　雅巳
（大阪労災病院）

藤井　謙司
（桜橋渡辺病院）

矢坂　義則
（兵庫県立姫路循環器病センター）

Surgical
世話人

岡本　一真
（明石医療センター）

畔栁　智司
（岸和田徳洲会病院）

鈴木　友彰
（滋賀医科大学）

西　宏之
（大阪警察病院）

沼田　智
（京都府立医科大学附属病院）

村上　博久
（兵庫県立姫路循環器病センター）

Co-medical
世話人

赤松　俊二
（滋賀県立総合病院）

騰　由香
（神戸市立医療センター中央市民病院）

井野　裕也
（京都桂病院）

大竹　陸希光
（大阪警察病院）

岡田　忠久
（京都桂病院）

木下　博子
（岸和田徳洲会病院）

塩田　裕啓

髙垣　勝
（滋賀県立総合病院）

徳永　政敬
（東宝塚さとう病院）

中西　基修
（草津ハートセンター）

KCJL2019 開催にあたって
　“ 温故知新 ”

第 17 回近畿心血管治療ジョイントライブ（KCJL）を 2019 年 4 月 11 日から 13 日に開催します。

2018 年から開催地を大阪に移し、2019 年からは代表世話人も新たに研究会は次のステップへ進みます。

これまで培ってきたものを糧に、さらなる高みを目指したいと考え、今回のテーマを “ 温故知新 ” としました。

KCJL はライブデモンストレーションを中心とし、より先進的な治療手技を提供してきましたが、2019 年

よりライブコースにテーマを設け、病態や治療に対する総括を行うとともに、新たな治療手技や機器の情報

を提供し、logical intervention の step-up につなげます。2018 年から取り入れた参加型 discussion 

theater では、テーマにそって症例ベースに掘り下げ、活発な意見交換の劇場を提供します。成熟期を迎え

た intervention で我々が目指すべきものは、全医療者の底上げであり、参加者すべてが正しい知識と技術

を共有し、カテラボの発展に貢献したいと考えています。

新 KCJL に是非ご参加ください。

 当番世話人　小 林  智 子 　
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Medical
赤羽目聖史	 京都岡本記念病院

秋田　雄三	 大阪府済生会泉尾病院

浅海　泰栄	 国立循環器病研究センター

浅野　　博	 公立陶生病院

浅輪浩一郎	 守口生野記念病院

足利　貴志	 武蔵野赤十字病院

阿部　恒平	 聖路加国際病院

安部　博昭	 愛仁会高槻病院

阿部　　充	 国立病院機構京都医療センター

安　　珍守	 国立病院機構京都医療センター

飯島　雷輔	 東邦大学医療センター大橋病院

飯田　　修	 関西労災病院

五十嵐宣明	 神戸赤十字病院

五十嵐康己	 時計台記念病院

井口　朋和	 ベルランド総合病院

石原　昭三	 耳原総合病院

石原　隆行	 関西労災病院

和泉　匡洋	 近畿中央病院

伊藤　大輔	 京都第一赤十字病院

伊藤　敏明	 名古屋第一赤十字病院

伊藤　良明	 済生会横浜市東部病院

猪野　　靖	 和歌山県立医科大学

井上　文隆	 大和橿原病院

伊元　裕樹	 福岡和白病院

岩崎　正道	 兵庫県立淡路医療センター

岩淵　成志	 琉球大学

上田　　博	 高清会高井病院

臼井　公人	 舞鶴共済病院

宇津　賢三	 兵庫県立姫路循環器病センター

榎本　志保	 大阪府済生会野江病院

及川　裕二	 心臓血管研究所付属病院

大北　　裕	 高槻病院

大倉　宏之	 岐阜大学

大島　　晋	 川崎幸病院

大竹　寛雅	 神戸大学医学部附属病院

大塚　文之	 国立循環器病研究センター

大森　寛行	 岐阜ハートセンター

岡田　　隆	 京都市立病院

岡村　誉之	 山口大学医学部附属病院

岡本　　慎	 関西労災病院

於久　幸治	 国立病院機構長崎医療センター

奥津　匡暁	 新東京病院

奥村　啓之	 医療法人協仁会　小松病院

小田　　強	 島根県立中央病院

小野　史朗	 済生会山口総合病院

尾原　義和	 高知医療センター

笠行　典章	 石切生喜病院

片岡　　亨	 ベルランド総合病院

加藤　　修	

加藤　　拓	 洛和会音羽病院

加藤　大雅	 福井県立病院

加藤美保子	 大津市民病院

加藤　隆一	 東大和病院

角谷　　誠	 加古川中央市民病院

金谷　法忍	 かないわ病院

上谷　晃由	 愛媛大学医学部附属病院

神畠　　宏	 小松病院

川上　りか	 兵庫医科大学

川﨑　大三	 森之宮病院

川﨑　友裕	 新古賀病院

川尻　健司	 松原徳洲会病院

川瀬世史明	 岐阜ハートセンター

河田　正仁	 明石医療センター

川野　成夫	 河内総合病院

河端　哲也	 島根県立中央病院

河村　晃弘	 河内総合病院

河原田修身	 育和会記念病院

上林　大輔	 市立福知山市民病院

菊田　雄悦	 福山循環器病院

木島　幹博	 星総合病院

木下　　愼	 神戸市立医療センター中央市民病院

木下　順久	 豊橋ハートセンター

楠本　紘史	 東宝塚さとう病院

久保　隆史	 和歌山県立医科大学

蔵満　昭一	 小倉記念病院

黑田　　優	 明石医療センター

下司　　徹	 彦根市立病院

小出　正洋	 京都岡本記念病院

上月　　周	 大阪府済生会中津病院

越田　亮司	 豊橋ハートセンター

小徳　暁生	 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

小松　宣夫	 太田綜合病院附属太田西ノ内病院

御領　　豊	 奈良県総合医療センター

坂口　元一	 近畿大学

坂口　太一	 兵庫医科大学

坂本　知浩	 済生会熊本病院

坂本　裕樹	 静岡県立総合病院

朔　　啓太	 九州大学

貞松　研二	 雪の聖母会聖マリア病院

佐藤　勝彦	 札幌心臓血管クリニック
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澤田　隆弘	 兵庫県立姫路循環器病センター

宍戸　晃基	 湘南鎌倉総合病院

柴田　浩遵	 大阪府済生会中津病院

柴田　剛徳	 宮崎市郡医師会病院

嶋田　芳久	 城山病院

島本　　健	 倉敷中央病院

清水　眞澄	 京都九条病院

習田　　龍	 大阪労災病院

進　　智康	 東可児病院

新家　俊郎	 昭和大学病院

鈴木　孝彦	 豊橋ハートセンター

角辻　　暁	 大阪大学大学院医学系研究科

住吉　晃典	 桜橋渡辺病院

清野　義胤	 星総合病院

関　　淳也	 滋賀県立総合病院

添田　恒有	 奈良県立医科大学附属病院

曽我　芳光	 小倉記念病院

外海　洋平	 大阪警察病院

成　　智熙	 大和橿原病院

高川　芳勅	 小樽市立病院

高木　健督	 大垣市民病院

髙木　祐介	 国際医療福祉大学病院

高島　弘行	 市立長浜病院

高橋　　徹	 秋田県立循環器・脳脊髄センター

高畑　昌弘	 和歌山県立医科大学

滝内　　伸	 東宝塚さとう病院

武田　晋作	 滋賀県立総合病院

武田　輝規	 湖東記念病院

武田　義弘	 大阪医科大学

田崎　淳一	 京都大学医学部附属病院

田中　　篤	 和歌山県立医科大学

田仲　信行	 大津市民病院

田辺　正喜	 野崎徳洲会病院

谷垣　　徹	 岐阜ハートセンター

谷口　法正	 高橋病院

民田　浩一	 西宮渡辺心臓脳・血管センター

田村　俊寛	 天理よろづ相談所病院

丹　　道直	 時計台記念病院

辻本　　充	 ベリタス病院

土金　悦夫	 豊橋ハートセンター

椿本　恵則	 京都第二赤十字病院

坪川　明義	 福井赤十字病院

寺島　充康	 豊橋ハートセンター

寺本　智彦	 一宮西病院

土肥　直文	 奈良県西和医療センター

当麻　正直	 兵庫県立尼崎総合医療センター

道明　武範	 小倉記念病院

内藤　貴之	 あおもり協立病院

中井　健仁	 奈良県西和医療センター

永井　宏幸	 桜橋渡辺病院

中川　　厚	 日本生命病院

長沼　　亨	 新東京病院

中野　　顯	 彦根市立病院

仲野　泰啓	 九州大学

仲間　達也	 東京ベイ・浦安市川医療センター

中村　大輔	 大阪労災病院

中村　玲雄	 康生会武田病院

名越　良治	 大阪府済生会中津病院

那須　賢哉	 豊橋ハートセンター

七里　　守	 榊原記念病院

西尾　壮示	 草津ハートセンター

西尾　　学	 田辺中央病院

西川　英郎	 三重ハートセンター

仁科　秀崇	 筑波メディカルセンター病院

西平　賢作	 宮城市郡医師会病院

西部　　彰	 尼崎新都心病院

西村　好晴	 和歌山県立医科大学

野崎　洋一	 北光記念病院

野路　善博	 福井県立病院

野村　哲矢	 京都中部総合医療センター

朴　　幸男	 関西医科大学総合医療センター

長谷川勝之	 東宝塚さとう病院

羽田　哲也	 さくら会高橋病院

華岡　慶一	 華岡青洲記念心臓血管クリニック

羽原　真人	 豊橋ハートセンター

濱口　浩敏	 北播磨総合医療センター

濱嵜　裕司	 おおたかの森病院

林　　孝俊	 兵庫県立淡路医療センター

東森　亮博	 岸和田徳洲会病院

樋上　裕起	 大津赤十字病院

樋口　義治	 大阪警察病院

兵庫　匡幸	 京都第一赤十字病院

平瀬　裕章	 高岡みなみ病院

平野正二郎	 京都桂病院

廣岡　慶治	 大阪府済生会千里病院

弘永　　潔	 福岡市民病院

廣畑　　敦	 心臓病センター榊原病院

福嶌　五月	 国立循環器病研究センター　

福永　匡史	 森之宮病院

福原　　怜	 兵庫県立尼崎総合医療センター

藤井　健一	 関西医科大学

藤田　知之	 国立循環器病研究センター

藤田　　博	 京都第二赤十字病院
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藤田　真也	 草津ハートセンター

藤原　昌彦	 岸和田徳洲会病院

藤本　善英	 千葉大学

舩津　篤史	 京都桂病院

細川　　忍	 徳島赤十字病院

細野　光治	 関西医科大学

堀井　　学	 市立奈良病院

本江　純子	 菊名記念病院

正木　元子	 京都市立京北病院

正村　克彦	 中村病院

増田　尚己	 上尾中央病院

舛田　一哲	 宇治徳洲会病院

舛谷　元丸	 はくほう会セントラル病院

松尾　清成	 舞鶴共済病院

松尾　浩志	 八尾徳洲会総合病院

松尾　仁司	 岐阜ハートセンター

松岡　俊三	 宇治徳洲会病院

松隂　　崇	 東海大学医学部付属病院

松田　　晋	 浜田医療センター

松原　徹夫	 豊橋ハートセンター

松久　誠治	 高清会高井病院

松室　明義	 洛西ニュータウン病院

松森　正術	 兵庫県立姫路循環器病センター

的場　哲哉	 九州大学

的場　芳樹	 島原病院

水谷　一輝	 大阪市立大学

溝手　　勇	 大阪大学大学院医学系研究科

湊谷　謙司	 京都大学医学部附属病院

南　　丈也	 洛和会丸太町病院

宮井　伸幸	 康生会武田病院

宮澤　　豪	 彦根市立病院

宮本　正興	 紀南病院

村里　嘉信	 九州医療センター

元廣　将之	 関西医科大学附属病院

森　　益規	 若草第一病院

森田　　孝	 大阪急性期・総合医療センター

森田　康弘	 大垣市民病院

矢嶋　純二	 心臓血管研究所付属病院

安賀　裕二	 住友病院

矢西　賢次	 京都府立医科大学付属病院

八巻　　多	 名寄市立総合病院

山口　淳一	 東京女子医科大学

山崎　慶太	 大阪大学

山田愼一郎	 北播磨総合医療センター

山田　貴之	 大手前病院

山田　健志	 高橋病院

山中　一朗	 奈良総合医療センター

山本　真功	 豊橋ハートセンター

山本　義人	 いわき市医療センター

横井　研介	 大阪大学医学部附属病院

横井　宏和	 洛和会音羽病院

吉田　昌平	 金沢大学附属病院

吉田　尚弘	 高清会高井病院

吉田　　律	 京都桂病院

吉町　文暢	 東海大学医学部付属八王子病院

米田　秀一	 国立循環器病研究センター

若山　克則	 三田市民病院

和田　秀一	 福岡大学

渡邊　大基	 日本赤十字社和歌山医療センター

渡邉　真言	 奈良県立医科大学

渡邊　雄介	 帝京大学医学部附属病院
（五十音順）

International Faculty
In	Ho	Chae	 Seoul National University Bundang Hospital, Korea

Byeong-Keuk	Kim	 Yonsei University Severance Hospital, Korea

Hee	Yeol	Kim	
The Catholic University of Korea, 
Bucheon St. Mary’s Hospital, Korea

Boeun	Park	 Kyungpook National University Hospital, Korea

Hun	Sik	Park	 Kyungpook National University Hospital, Korea

Jon	Suh	 SoonChunHyang University Bucheon Hospital, Korea
（Alphabetical	order）

Faculty of the year [Medical]

岩﨑　祐介	 友愛会松本病院

大槻　尚男	 東京女子医科大学病院

木谷　俊介	 時計台記念病院

桑原　謙典	 京都府立医科大学附属病院

近藤　誠太	 昭和大学病院

佐藤　彰彦	 星総合病院

鈴木　秀俊	 横浜市立みなと赤十字病院

竹中　克彦	 国立病院機構九州医療センター

竹之内　豪	 札幌東徳洲会病院

辻村　卓也	 関西労災病院

永井　泰斗	 京都桂病院

中川　裕也	 函館市医師会病院

仲野　泰啓	 九州大学病院

平石　真奈	 北播磨総合医療センター

政野　智也	 神戸赤十字病院

湊谷　　豊	 国際医療福祉大学病院

目野　恭平	 九州医療センター

山浦　　誠	 木沢記念病院

吉田　精孝	 東京都立広尾病院

若菜　紀之	 京都府立医科大学附属病院
（五十音順）
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Co-medical
阿南　雄斗	 河内総合病院

阿部　顕正	 桜橋渡辺病院

筏　　雄亮	 桜橋渡辺病院

伊藤　勝祥	 藤田医科大学病院

稲田　　毅	 岐阜ハートセンター

今井　俊輔	 岐阜ハートセンター

上村　佳代	 三重ハートセンター

内田　文也	 三重ハートセンター

大谷　祐哉	 奈良県総合医療センター

大野　隼人	 京都桂病院

大場　雅弘	 小倉記念病院　

小笠原悠祐	 康生会武田病院

岡西　真理	 高井病院

岡村　順子	 奈良県西和医療センター

小川　　聡	 高井病院

小倉　敬士	 京都府立医科大学附属病院

加藤　京一	 昭和大学大学院保健医療学研究科

鎌田　大雅	 小田原循環器病院

川野　　彰	 康生会武田病院

木田　博太	 大阪急性・期総合医療センター

木下　朋幸	 横浜市立みなと赤十字病院

木下　昌樹	 岡崎市民病院

口ノ町俊嗣	 豊橋ハートセンター

國井　由花	 会津中央病院

黒田　　聡	 あかね会　土谷総合病院

坂本　久彰	 北播磨総合医療センター

柴田　幸美	 近畿大学医学部附属病院

清水　速人	 倉敷中央病院

白樫　貴宏	 大阪府済生会中津病院

杉村　宗典	 姫路獨協大学医療保健学部

住ノ江功夫	 姫路赤十字病院

添田　信之	 星総合病院

武田　一哉	 舞鶴共済病院

舘　　智子	 京都桂病院

田中　雄己	 神戸市立西神戸医療センター

谷岡　　怜	 神戸大学医学部附属病院

玉置　紘也	 東可児病院

辻　真一朗	 かねみつ内科クリニック

辻井　正人	 三重ハートセンター

辻本　紘史	 医仁会武田総合病院

寺澤　律子	 滋賀県立総合病院

徳永　政敬	 東宝塚さとう病院

飛田　祥伸	 兵庫医科大学病院

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

中島　康佑	 心臓病センター榊原病院

長嶋　耕平	 虎の門病院

仲田　浩章	 東京品川病院

中西理恵子	 奈良県西和医療センター

中村　康雄	 麻生総合病院

西澤　圭亮	 桜橋渡辺病院

野崎　暢仁	 高の原中央病院

長谷川慎一	 滋賀県立総合病院

長谷川由美子	 みなみ野循環器病院

林　　愛子	 松山赤十字病院

原光　佑一	 岸和田徳洲会病院

平石　孝洋	 ベルランド総合病院

平田　和也	 小樽市立病院

平田　美樹	 横浜市立みなと赤十字病院

深田　陽平	 三田市民病院

福井　謙治	 明石医療センター

福田　友規	 康生会武田病院

二上　倫嗣	 星総合病院

古澤　悠治	 済生会宇都宮病院

古家　賢治	 野崎徳洲会病院

前川　正樹	 大浜第一病院

又吉　　徹	 中頭病院　

松谷　勇人	 天理よろづ相談所病院

松本　康宏	 湘南東部総合病院

松本　景史	 JCHO 大阪病院

三木　　俊	 東北大学病院

向井亮太郎	 耳原総合病院

村澤　孝秀	 東京大学医学部付属病院

森嶋　良一	 奈良県立医科大学付属病院

山内　一浩	 市立豊中病院

山口　敏和	 あいちハートクリニック

山崎　正之	 大阪府済生会中津病院

湯面　真吾	 山口県済生会山口総合病院

吉田　匡毅	 京都府立医科大学

吉武　彩乃	 医療法人 伯鳳会 はくほう会セントラル病院

吉永　仁香	 大阪府済生会中津病院

米田　智也	 京都大学医学部附属病院

（五十音順）

Faculty of the year [Co-Medical]

宮本　直武	 士別市立病院

村上　堅太	 名古屋徳洲会総合病院

森本　美沙	 草津ハートセンター

（五十音順）
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Theme Live Theater　　　　　　　　　9：00～18：00 ➡P14Theme Live Theater　　　　　　　　　9：00～18：00 ➡P14

CTO Course
13：30～18：00

ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
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ン
グ
レ
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
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ン
タ
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４
月
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４
月
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ー
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ル
ー
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１

Co-medical TheaterⅢ　9：00～16：20 ➡P22

ライブ中継施設 …… 京都桂病院 オペレーター（手技順） …… 川﨑　大三 上月　　周 舩津　篤史 椿本　恵則 藤原　昌彦 丹　　通直
IVUSコメンテーター …… 舩津　篤史 中村　　茂

LIVE

Discussion TheaterⅠ　9：00～17：30 ➡P15Discussion TheaterⅠ　9：00～17：30 ➡P15

ACS Theater　9：00～12：00 Discussion TheaterⅡ　13：20～18：00 ➡P16

Co-medical TheaterⅠ　9：00～17：4０ ➡P21Co-medical TheaterⅠ　9：00～17：4０ ➡P21

Advance Intervention Theater　　　　9：00～18：00 ➡P13Advance Intervention Theater　　　　9：00～18：00 ➡P13

➡P11

ライブ中継施設 …… 桜橋渡辺病院 オペレーター（手技順） …… 上田　欽造 岡村　篤徳 大辻　　悟 五十嵐康己 辻　　貴史
IVUSコメンテーター …… 猪野　　靖 本江　純子

LIVE

御意見番
華岡　慶一
座長
吉川　糧平 及川　裕二
コメンテーター
井上　文隆 習田　　龍 竹中　克彦
松田　　晋 安賀　裕二
ミニレクチャー
永井　宏幸

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱
　　　第一三共㈱

ランチョンセミナー

共催…朝日インテックJセールス㈱／キヤノンメディカルシステムズ㈱／バイエル薬品㈱

CTO Live 【中継施設】 草津ハートセンター
オペレーター
辻　　貴史
カテ室コメンテーター
許　　永勝
IVUSコメンテーター
中野　　顯

座長
岡村　篤徳
小林　智子
中村　　茂
スーパーバイザー
加藤　　修

コメンテーター
岡田　正治
田辺　正喜
長谷川勝之
松尾　浩志
ミニレクチャー①
加藤　大雅

第1部 13：30～15：00
座長
志手　淳也
浜中　一郎
吉川　糧平
スーパーバイザー
加藤　　修

コメンテーター
角谷　　誠
川尻　健司
木下　順久
福原　　怜
ミニレクチャー②
石原　昭三

第２部 15：00～16：30

LIVE

13：30～18：15 ➡P12

共催…CCTI研究会

CCTI@KCJL
2019

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

9：00～10：30 10：30～12：00
御意見番
松原　徹夫
座長
川﨑　友裕 久保　隆史
コメンテーター
赤羽目聖史 榎本　志保 坪川　明義
松尾　浩志 元廣　将之
ミニレクチャー
臼井　公人

13：15～15：1512：10～13：10

コーヒーブレイク
セッション

15：25～15：55

13：30～16：30

13：30～16：30

情報交換会情報交換会
18：15▶
ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター
ルーム7

時間

会場

参加費
無料

御意見番
鈴木　孝彦
座長
浜中　一郎 坂本　裕樹
コメンテーター
安部　博昭 加藤　大雅 清水　眞澄
外海　洋平 辻本　　充
ミニレクチャー
口ノ町俊嗣

16：00～18：00

18：00～19：30

16：30～18：00

The lower, the 
better.を日常診療
に生かす

共催…日本メドトロニック㈱

ランチョンセミナー
9：00～10：30 10：30～12：00

座長
飯田　　修 石原　昭三
コメンテーター
正村　克彦 松久　誠治 宮井　伸幸
宮澤　　豪
ミニレクチャー
上月　　周

13：15～15：1512：10～13：10
座長
小林　智子 野崎　洋一
コメンテーター
河田　正仁 木下　　愼 辻村　卓也
堀井　　学 松岡　俊三

16：00～18：00

この症例どうする？CTO
CTOにおける合併症症例 or 不成功症例 or
「とても」難渋したCTO症例
座長
石原　昭三 武田　吉弘
ディスカッサー
朴　　幸男
症例提示・ディスカッサー
奥津　匡暁 松尾　浩志 秋田　雄三

この症例どうする？
～Multi-vessel Disease～
座長
貞松　研二 山田愼一郎
ディスカッサー
道明　武範 八巻　　多 山口　淳一
症例提示・ディスカッサー
水谷　一輝 田崎　淳一 福原　　怜

共催…日本ライフライン㈱

ランチョンセミナー
9：00～10：30 10：30～12：00 12：10～13：10

共催…㈱フィリップス・ジャパン

ランチョンセミナー
12：10～13：10

コーヒーブレイク
セッション

15：25～15：55

Optimal IVUS 
guided PCI ‒ 
IVUSの意義と
60MHz IVUSがも
たらすもの

共催…
日本アビオメッド㈱

コーヒーブレイク
セッション

15：25～15：55

16：30～18：15 第7回BAV Club @KCJL2019
 「非TAVR施設で行うレトロBAV手技の標準化」

9：00～10：00

ACS Video Live ①
東宝塚さとう病院
座長
木下　法之 矢坂　義則
ディスカッサー
石原　隆行 角谷　　誠
渡邉　真言
症例発表
滝内　　伸
ミニレクチャー
徳永　政敬

基礎セッション
「不整脈診断のための臨床検査」～EPS以外の検査を知ろう～
座長
杉村　宗典
演者
森嶋　良一 大谷　祐哉 米田　智也

10：00～11：00

ACS Video Live ②
京都府立医科大学附属病院
座長
全　　　完 滝内　　伸
ディスカッサー
伊藤　良明 田村　俊寛
宮井　伸幸
症例発表
矢西　賢次
ミニレクチャー
吉田　匡毅

11：00～12：00

ACS Video Live ③
康生会武田病院
座長
於久　幸治 西野　雅巳
ディスカッサー
井口　朋和 武田　輝規
森田　康弘
症例発表
木下　法之
ミニレクチャー
小笠原悠祐

13：20～14：20

Bifurcation治療最前線
座長
村里　嘉信 山田愼一郎
ディスカッサー
御領　　豊 高橋　　徹
南　　丈也
演者
山田愼一郎 高木　健督
大森 　寛行

14：20～15：20

冠動脈びまん性病変
座長
澤田　隆弘 山本　　孝
ディスカッサー
石原　隆行 加藤　大雅
民田　浩一
症例提示・ディスカッサー
宇津　賢三 名越　良治

13：20～14：20

Physiology
座長
藤田　　博 松尾　仁司
ディスカッサー
蔵満　昭一 柴田　浩遵
中野　　顯
演者
上谷　晃由 川瀬世史明
菊田　雄悦

14：20～15：20

症例から学ぶImaging guided PCI
座長
大竹　寛雅 野崎　洋一
ディスカッサー
猪野　　靖 寺本　智彦
道明　武範
演者
上月　　周 片岡　　亨
奥津　匡暁

16：00～17：00

Small vessel
座長
片岡　　亨 山本　克浩
ディスカッサー
関　　淳也 成　　智熙
演者
臼井　公人 嶋田　芳久

共催…ゼオンメディカル㈱/日本ライフライン㈱

ランチョンセミナー
12：10～13：10

共催…アシスト・ジャパン㈱

ランチョンセミナー
12：10～13：10

Co-medical TheaterⅡ　9：00～17：45 ➡P22

共催…アボット バスキュラー ジャパン㈱

ランチョンセミナー
12：10～13：10

デジタルポスターセッション
ME・検査

発表詳細➡P29

9：00～11：50

16：00～17：30

Nightmare Case①
座長
矢嶋　純二 吉川　糧平
コメンテーター
川尻　健司 中村　玲雄
演者
宮部　倫典 兵庫　匡幸
津田　卓眞 山内秀一郎

17：00～18：00

Peripheral

石灰化
座長
柴田　浩遵 藤井　健一
ディスカッサー
木谷　俊介 廣畑　　敦
横井　宏和
演者
川上　りか 柴田　浩遵
南　　丈也

二剤抗血小板療法をめぐる
最前線2019 
座長
樋口　義治 大倉　宏之
演者
大塚　文之 久保　隆史

座長 松岡　俊三
演者 的場　哲哉

How to use IN. PACT 
Admiral DCB for 
Endovascular Treatment
座長
小林　智子
演者
越田　亮司 飯田　　修

PCIのためのCAG
座長
岡田　忠久
演者
野崎　暢仁

Physiology「New trend in 
physiology measurement」
座長
松尾　仁司
演者
浅海　泰栄 藤井　健一

日常臨床で活躍するOCT
座長
小出　正洋 臼井　公人
演者
福井　謙治 黑田　　優

Orsiroの“覧古考新”
～故きを覧、新しきを考える～
座長
志手　淳也 上田　恭敬
演者
宍戸　晃基 外海　洋平

ガイドラインから読み解く
機能的虚血診断
座長
山本　　孝
演者
山田愼一郎
仁科　秀崇

9：00～12：00

PCI/PPIに役立つ基礎知識①
座長
塩田　裕啓 武田　一哉
演者
二上　倫嗣 野崎　暢仁 稲田　　毅
塩田　裕啓 川野　　彰

9：00～12：00
コメディカル情報交換会
よもやま話
座長
岡田　忠久 中西　基修
演者
平田　和也 山口　敏和 小林　智子

18：00～20：00

デバイスの基礎①
座長
赤松　俊二 福田　友規
演者
國井　由花 舘　　智子 中川　　透
平田　和也 添田　信之

13：30～16：20

看護教育
座長
騰　　由香 木下　博子
演者
大竹陸希光 騰　　由香
加藤　京一 田中　雄己

13：20～16：30

アブレーションビデオライブ
「のぞき見！他施設の心房細動アブレーション」～施設ごとのやり方を見比べよう～
座長
上村　佳代 原光　佑一
コメンテーター
木下　朋幸 平田　美樹 小川　　聡 岡西　真理
演者
中西理恵子 岡村　順子 長谷川慎一 寺澤　律子

13：20～16：30

ラウンドテーブル
「術者と考える治療戦略」
座長
岡田　忠久 中西　基修
ディスカッサー
國井　由花 谷岡　　怜
野崎　暢仁
コメンテーター
吉田　　律

16：40～17：40

デジタルポスターセッション
看護

発表詳細➡P29

16：30～17：45

共催…
アステラス製薬㈱
アステラス・アムジェン・バイオファーマ㈱

共催…
ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

IMPELLA：
フレームワークで考え
るImpellaによる循環
補助・左室補助入門

ファイアーサイドセッション
ステントを使わないインターベンション
座長
佐藤　勝彦 南都　伸介
演者
飯島　雷輔 柴田　浩遵 樋上　裕起
岩崎　正道 足利　貴志

共催…オーバスネイチメディカル㈱、ディーブイエックス㈱
　　　ニプロ㈱、㈱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㈱、メディキット㈱

➡P13

18：00～20：00

ファイアーサイドセッション
Drug時代の到来！ ～EluviaとDCBをどう使いわけるか！？～

➡P14

18：00～20：00

ファイアーサイドセッション
Slender Club Japan @ KCJL2019
座長
木下　法之 羽田　哲也
演者
松隂　　崇 高川　芳勅 吉町　文暢 加藤　隆一
谷口　法正 浅野　　博 進　　智康 舛谷　元丸
吉町　文暢 内藤　貴之
共催…㈱カネカメディックス、テルモ㈱、メディキット㈱、メリットメディカル・ジャパン㈱

➡P21

➡P22

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

共催…キヤノンメディカルシステムズ㈱

御意見番
藤井　謙司
座長
弘永　　潔 森田　　孝
コメンテーター
浅輪浩一郎 伊藤　大輔 上田　　博
松岡　俊三 山田　貴之
ミニレクチャー
福原　　怜

座長
曽我　芳光 山本　義人
コメンテーター
岩﨑　祐介 臼井　公人 加藤　　拓
高島　弘行 竹之内　豪
ミニレクチャー
宮井　伸幸

座長
河原田修身 当麻　正直
コメンテーター
下司　　徹 廣岡　慶治 松室　明義
吉田　精孝 若菜　紀之

第1部 16:30～17:15
座長
西田　育功 In Ho Chae
Hun Sik Park
コメンテーター
片岡　　亨 武田　吉弘
ケースプレゼンター
Jon Suh Boeun Park
舛田　一哲

座長
大辻　　悟 矢坂　義則
Hee Yeol Kim
コメンテーター
川尻　健司 小林　智子
ケースプレゼンター
Byeong-Keuk Kim
松尾　浩志 長谷川勝之

第２部 17:15～18:00
KCTO@KCJL

座長
川﨑　大三
演者
飯田　　修

第1部 18:00～18:30
座長
全　　　完
川﨑　大三
演者
岩﨑　祐介
加藤　　拓
椿本　恵則
上月　　周
コメンテーター
福永　匡史
住吉　晃典

第2部 18:30～19:30
座長
全　　　完
演者
藤原　昌彦

第3部 19:30～20:00

日本ライフライン㈱Focus Live

カーディナルヘルスジャパンFocus Live

テルモ㈱Focus Live 日本メドトロニック㈱Focus Live

テルモ㈱/日本メドトロニック㈱Focus Live

座長 岡田　正治
演者 藤井　健一

座長 西野　雅巳
演者 朔　　啓太

日英同通あり

座長
岡村　誉之
七里　　守
コメンテーター
秋田　雄三
尾原　義和
高島　弘行
演者
髙木　祐介
岩崎　正道
吉田　昌平

第1部 16:30～17:20
座長
嶋田　芳久
新家　俊郎
コメンテーター
柴田　浩遵
松久　誠治
森　　益規
演者
岩崎　正道
平野正二郎
土肥　直文
松尾　清成

第2部 17:20～18:00
座長
中村　　茂
細川　　忍
コメンテーター
松岡　俊三
水谷　一輝　
八巻　　多
演者
髙木　祐介

第3部 18:00～18:15座長
玉置　紘也
仲田　浩章
貞松　研二
演者
坂本　久彰
向井亮太郎

パネリスト
阿南　雄斗
古家　賢治
西澤　圭亮

第1部 13：30～15：00
パネリスト
進　　智康
武田　義弘
野路　善博
藤本　善英
山崎　慶太

座長
増田　尚己
山田愼一郎
症例提示1
仲野　泰啓
河村　晃弘
症例提示2
田辺　正喜
宮本　正興

第２部 15：00～16：30

共催…BAV Club
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ライブ中継施設 …… 桜橋渡辺病院

9：00～10：30

9：00～10：00

SHDの基礎講座 
座長
片岡　　亨
嶋田　芳久
演者
山本　真功 渡邊　雄介

10：00～11：00

SHD Video Live ① 
（Sapien）
大阪市立大学医学部附属病院
座長
藤井　健一
コメンテーター
角谷　　誠 田村　俊寛
当麻　正直
御意見番
山本　真功 渡邊　雄介
演者
水谷　一輝

11：00～12：00

SHD Video Live ②
（Evolut）
京都府立医科大学附属病院
座長
東森　亮博
コメンテーター
飯田　　修 澤田　隆弘
山田愼一郎
御意見番
山本　真功 渡邊　雄介
演者
全　　　完

9：00～12：00

MEワークショップ① 
「3Dマッピング寸止め」 ～ここまで使いこなそう３Dマッピング～
座長
松本　景史
演者
筏　　雄亮 黒田　　聡

13：20～14：20

教育講演「心臓電気生理に役立つ
心臓の解剖」～構造と興奮伝搬～
座長
井野　裕也
演者
安　　珍守

14：30～16：30

MEワークショップ② 
「アブレーションのHow and Why」～日常の疑問や課題をここで解消～
座長
柴田　幸美 高垣　　勝
演者
内田　文也 木田　博太 前川　正樹

SHD Theater　9：00～12：00 Discussion TheaterⅢ　13：20～17：30 ➡P19

10：30～12：00

分岐部・Physiology 
座長
坂上　祐司 木下　法之
コメンテーター
安部　博昭 和泉　匡洋
佐藤　彰彦 成　　智熙
高畑　昌弘 吉田　尚弘
ミニレクチャー
西平　賢作

12：10～13：10

共催…アボット バスキュラー ジャパン㈱

ランチョンセミナー

12：10～13：10

共催…日本メドトロニック㈱

ランチョンセミナー

12：10～13：10

共催…Cook Japan㈱

ランチョンセミナー

ライブ中継施設 …… 京都桂病院 オペレーター（手技順） …… 土金　悦夫 西田　育功 小林　智子 吉川　糧平 中村　　茂
IVUSコメンテーター …… 小林　智子 舩津　篤史 寺島　充康
QFRコメンテーター …… 谷垣　　徹

オペレーター（手技順） …… 浜中　一郎 志手　淳也 岡田　正治 片岡　　亨 武田　吉弘 石原　昭三
IVUSコメンテーター …… 谷川　　淳 藤井　健一

9：00～10：30

御意見番
大辻　　悟
座長
小野　史朗　 濱嵜　裕司
コメンテーター
臼井　公人　 坪川　明義　 中川　裕也
羽原　真人　 矢嶋　純二
ミニレクチャー
羽原　真人

10：30～12：00

御意見番
西川　英郎
座長
山本　　孝　 伊藤　良明
コメンテーター
新家　俊郎　 田中　　篤　 永井　泰斗
湊谷　　豊　 目野　恭平
ミニレクチャー
石原　昭三　 松隂　　崇

13：15～15：15

御意見番
中川　義久
座長
辻　　貴史 阿部　　充
コメンテーター
田辺　正喜 野村　哲矢 羽田　哲也
森　　益規 横井　研介
ミニレクチャー
舩津　篤史

13：15～15：40

DCA 
座長
矢坂　義則 木島　幹博
コメンテーター
石原　隆行 奥村　啓之 鈴木　秀俊 西部　　彰
長谷川勝之 横井　宏和
演者
矢嶋　純二 平瀬　裕章
ミニレクチャー
芦田　和博

13：10～14：20

MEセッション
MICSや重症例の安全性を
向上する心筋保護戦略
座長
坂口　太一 又吉　　徹
演者
中島　康佑 長嶋　耕平
大場　雅弘

14：30～15：40

ディベートセッション
冠動脈中枢吻合の工夫
座長
畔栁　智司 沼田　　智
演者
伊藤　敏明 福嶌　五月
小山　忠明 松森　正術

15：50～17：00

ディベートセッション
この症例どうする？
座長
岡本　一真 西　　宏之
コメンテーター
坂口　元一 山中　一朗
演者
阿部　恒平 西　　宏之
島本　　健

17：10～19：10

13：20～14：20 14：20～15：20

16：00～18：00

御意見番
金谷　法忍
座長
上田　恭敬 小松　宣夫
コメンテーター
大槻　尚男 藤田　真也
政野　智也 的場　芳樹
元廣　将之

15：40～18：00

Rota 
座長
西野　雅巳 山本　克浩
コメンテーター
大塚　文之 川野　成夫 柴田　浩遵
樋口　義治 兵庫　匡幸 山浦　　誠
演者
永井　宏幸 福原　　怜

16：00～17：30

Nightmare Case②
座長
辻　　貴史 浜中　一郎
コメンテーター
長谷川勝之 弘永　　潔
演者
吉田　　律 関　耕三郎
田中　一樹 尾松　　卓

12：10～13：10

共催…テルモ㈱共催…ニプロ㈱

ランチョンセミナー

9：008：30 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00

LIVE

Surgical Theater　9：00～17：00 ➡P20

ホールC ➡P209：00～12：00

ビデオライブ
胸腹部大動脈瘤Ⅱ型の手術手技を徹底的に学ぼう
座長
小山　忠明
コメンテーター
大北　　裕 大島　　晋 鈴木　友彰 西村　好晴
湊谷　謙司 村上　博久 和田　秀一
演者
大北　　裕 湊谷　謙司 大島　　晋 村上　博久

VIDEO
LIVE

VIDEO
LIVE Evening  Hands-on Seminar

末梢吻合
司会
沼田　　智
講師
岡本　一真 畔栁　智司 小山　忠明
坂口　太一 鈴木　友彰 西　　宏之
藤田　知之 細野　光治 村上　博久
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Co-medical TheaterⅢ　9：00～16：30 ➡P24

Co-medical TheaterⅠ　9：00～16：30 ➡P23,24Co-medical TheaterⅠ　9：00～16：30 ➡P23,24

9：00～12：00

デバイスの基礎②
座長
徳永　政敬 白樫　貴宏
演者
長谷川由美子 福田　友規 谷岡　　怜
山口　敏和 木下　昌樹 徳永　政敬

8：30～10：00

男性らしい看護特集 Part1 
座長
中村　康雄 村澤　孝秀
アドバイザー
大野　隼人 木下　博子 平石　孝洋
演者
松本　康宏 湯面　真吾

10：00～11：00

男らしい看護特集 Part2 
座長
今井俊輔  中村康雄
アドバイザー
大野隼人  木下博子  平石孝洋
コメンテーター
古澤悠治  松本康宏  村澤孝秀
湯面真吾
プレゼンター
鎌田大雅

13：30～16：30

PCI/PPIに役立つ基礎知識②
座長
赤松　俊二 深田　陽平
演者
武田　晋作 永井美枝子 辻井　正人
清水　速人 深田　陽平 赤松　俊二

13：20～16：00

カテ室看護♥春の実力テスト ～カテ室看護力を試してみませんか?～
座長
大竹陸希光 木下　博子
演者
騰　　由香 小徳　暁生 長谷川由美子 平石　孝洋
オブザーバー
加藤　京一

共催…㈱ハート・オーガナイゼーション

ランチョンセミナー
12：10～13：10

Co-medical TheaterⅡ　8：30～16：00 ➡P23

共催…日本メドトロニック㈱

ランチョンセミナー
12：10～13：10

ロボットでの僧帽弁形成の
手技
座長
岡本　一真
演者
藤田　知之

だってBelow the Knee
だもの
座長
藤原　昌彦
仲間　達也
演者
伊元　裕樹
椿本　恵則
仲間　達也

PCIにおける残された課題
～DAPTの至適期間に対
する回答～
座長
坂本　知浩
演者
大塚　文之
大竹　寛雅

Brand-new Technique
for the patient
座長
木下　法之
山田愼一郎
演者
山田　健志
岡村　篤徳

EVT① Challenging Case
座長
滝内　　伸 椿本　恵則
ディスカッサー
岩﨑　祐介 上月　　周
曽我　芳光 仲間　達也
東森　亮博 松久　誠治
演者
浅田　紘平 竹内　和航
仲間　達也

コーヒーブレイク
セッション

15：25～15：55

IVUSは見る、
から診るへ

共催…
ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

コーヒーブレイク
セッション

15：25～15：55

共催…
アボット バスキュラー ジャパン㈱

OCT
‒ Expansionの
新しい指標とそ
の有用性

共催…アボットメディカルジャパン㈱
　　　ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

ランチョンセミナー
12：10～13：10

マッピングシステムによる最新通
電指標(CARTO EnSite)
座長
小倉　敬士
演者
辻本　紘史 飛田祥伸

CTO PCI 150例連続成功！
角辻先生にe-learningで教わる
Complex PCI成功の秘訣
座長
五十嵐康己
演者
角辻　　暁

座長
当麻　正直
辻本　　充
演者
長沼　　亨
御領　　豊
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EVT② Complication Case
座長
川﨑　大三 山本　義人
ディスカッサー
飯田　　修 上林　大輔
藤原　昌彦 正村　克彦
宮井　伸幸 宮澤　　豪
若菜　紀之
演者
山口　千之 加藤　　拓
福永　匡史

LIVE

座長
寺本　智彦
演者
中村　大輔

ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱Focus Live

アシスト・ジャパン㈱Focus Live アボット バスキュラー ジャパン㈱Focus Live ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱Focus Liveニプロ㈱Focus Live

メディキット㈱Focus Live 朝日インテックJセールス㈱Focus Live

座長
中川　義久
演者
大竹　寛雅
渡邊　大基

共催…ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱／センチュリーメディカル㈱／
　　　日本メドトロニック㈱／㈱バイタル

分岐部・Physiology 
座長
赤阪　隆史 山田愼一郎
コメンテーター
岡田　　隆 河端　哲也 近藤　誠太
民田　浩一 中川　　厚 若山　克則
演者
藤田　　博 名越　良治
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日本ライフライン㈱日本ライフライン㈱
ホスピタリティルーム1ホスピタリティルーム1

テルモ㈱テルモ㈱
ホスピタリティルーム2ホスピタリティルーム2

アボットバスキュラージャパン㈱アボットバスキュラージャパン㈱
ホスピタリティルーム3ホスピタリティルーム3

ホールB

受 付

ホールA ルーム1

ルーム9

ルーム8

ルーム7
ルーム2

ルーム3

ルーム5 ルーム4

① ② ③
医療機器展示

ホールC

B2F

医 療 機 器 展 示

① ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱
② ㈱東海メディカルプロダクツ
③ 日本メドトロニック㈱

KCJLアプリのご案内
KCJL2019では、最新のプログラム情報を
閲覧・検索できるアプリをご提供予定です。
会期当日iOSまたはAndroid端末より、スト
ア上で「KCJL」と検索いただくか、会場内
に掲示いたしますQRコードからダウンロー
ドしてご利用ください。

ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター ロビー

（グランフロント大阪 北館 B2F）

参 加 登 録 受 付

4/13 ▼16：008：15
4/12 ▼17：008：30
4/11 ▼17：3013：00

Floor Plan

ルーム6

4月11日（木）18：15～日 時

参加費無料

会 場 ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター
ルーム7

4月11日（木）18：15～

情報交換会
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＊スケジュール及び内容は都合により変更される場合があります。

ランチョンセミナー

12：10～13：10 �

「�二剤抗血小板療法をめぐる�
最前線�2019」

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱ 
第一三共㈱　 　　　　　　　　　　

12：10～13：10 �

「��How�to�use�IN.PACT�Admiral�DCB�for�
Endovascular�Treatment」

共催…日本メドトロニック㈱

12：10～13：10 �

「�Orsiroの“覧古考新”�
～故
ふる

きを覧
み

、新
あたら

しきを考
かんが

える～」

共催…日本ライフライン㈱

12：10～13：10 �

「�ガイドラインから読み解く�
機能的虚血診断」

共催…㈱フィリップス・ジャパン

12：10～13：10 �

「�PCIのためのCAG」
共催…アシスト・ジャパン㈱

12：10～13：10 �

�Physiology�
「New�trend�in�physiology�measurement」

共催…ゼオンメディカル㈱

12：10～13：10 �

「�日常臨床で活躍するOCT」
共催…アボット バスキュラー ジャパン㈱

4月12日（金）
ホール A

➡⇨ P13

ホールB

➡⇨ P14

ルーム7

➡⇨ P15

ルーム8

➡⇨ P16

ルーム1

➡⇨ P21

ルーム2

➡⇨ P22

ルーム3

➡⇨ P22

12：10～13：10 �

「�Brand-new�Technique�for�the�patient」
共催…テルモ㈱

12：10～13：10 �

「�PCIにおける残された課題�
～DAPTの至適期間に対する回答～」

共催…アボット バスキュラー ジャパン㈱

12：10～13：10 �

「�ロボットでの僧帽弁形成の手技」
共催…日本メドトロニック㈱

12：10～13：10 �

「�だってBelow�the�Kneeだもの」
共催…Cook Japan㈱

12：10～13：10 �

「�マッピングシステムによる�
最新通電指標（CARTO�EnSite）」

共催…アボットメディカルジャパン㈱　 
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

12：10～13：10 �

「�CTO�PCI�150例連続成功！�
角辻先生にe-learningで教わるComplex�PCI
成功の秘訣」

共催…㈱ハート・オーガナイゼーション

12：10～13：10 �

共催…日本メドトロニック㈱

4月13日（土）
ホール A

➡⇨ P17

ホールB

➡⇨ P18

ルーム7

➡⇨ P20

ルーム8

➡⇨ P19

ルーム1

➡⇨ P23

ルーム2

➡⇨ P23

ルーム3

➡⇨ P24
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＊スケジュール及び内容は都合により変更される場合があります。

コーヒーブレイクセッション 

ファイアーサイドセッション

15：25～15：55 �

「�The�lower,�the�better.を�
日常診療に生かす」

共催…アステラス製薬㈱　　　　　　　　　 
アステラス・アムジェン・バイオファーマ㈱

15：25～15：55 �

「�Optimal�IVUS�guided�PCI��
–�IVUSの意義と60MHz�IVUSがもたらすもの」

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

15：25～15：55 �

「�IMPELLA：フレームワークで考える�
Impellaによる循環補助・左室補助入門」

共催…日本アビオメッド㈱

4月12日（金）
ホール A

➡⇨ P13

ルーム7

➡⇨ P15

ルーム8

➡⇨ P16

18：00～19：30 �

「�ステントを使わないインターベンション」
共催… オーバスネイチメディカル㈱ 

ディーブイエックス㈱ 
ニプロ㈱ 
㈱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㈱ 
メディキット㈱

18：00～20：00 �

「�Drug時代の到来！�
~EluviaとDCBをどう使いわけるか！？~」

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

4月12日（金）
ホール A

➡⇨ P13

ホールB

➡⇨ P14

15：25～15：55 �

「�IVUSは見る、から診るへ」
共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

15：25～15：55 �

「�OCT��
–�Expansionの新しい指標とその有用性」

共催…アボット バスキュラー ジャパン㈱

4月13日（土）
ホール A

➡⇨ P17

ルーム8

➡⇨ P19

コメディカル情報交換会
よもやま話

ルーム3

➡⇨ P22

18：00～20：00 �

「�Slender�Club�Japan�@�KCJL2019��
-�Distal�Radial�Artery�Approach�up�to�date��
～debate�session:�dRA�どっちの方法がより患者によい？～」
共催… ㈱カネカメディックス 

テルモ㈱ 
メディキット㈱ 
メリットメディカル・ジャパン㈱

ルーム1

➡⇨ P21
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CTO Course ホール Ａ

4月11日（木）午後、草津ハートセンターからのCTOライブを放映します。このセッションでは、通常のライブとは違い、1例のCTO症例に
フォーカスして、治療の経過すべてを見ていただきます。スーパーバイザーに加藤修先生を迎えて、術前の治療戦略、各局面における最善
の手技選択などをディスカッションしながら、手技成功を目指します。また、最新のCTO治療のトピックをミニレクチャーで紹介します。皆様の
ご参加をお待ちいたします。

 
CTO Live

【中継施設】 草津ハートセンター
オペレーター 辻　　貴史
カテ室コメンテーター 許　　永勝
IVUSコメンテーター 中野　　顯

第1部 13:30～15:00

座　　　　長 岡村　篤徳 小林　智子 中村　　茂
スーパーバイザー 加藤　　修
コメンテーター 岡田　正治 田辺　正喜 長谷川勝之 松尾　浩志

ミニレクチャー  「Wire-escalation�in�antegrade�CTO�PCI」　　加藤　大雅

第2部 15:00～16:30

座　　　　長 志手　淳也 浜中　一郎 吉川　糧平
スーパーバイザー 加藤　　修
コメンテーター 角谷　　誠 川尻　健司 木下　順久 福原　　怜

ミニレクチャー  「CTO�crossing�technique�in�retrograde�CTO�PCI」	 石原　昭三

共催……朝日インテックJセールス㈱／キヤノンメディカルシステムズ㈱／バイエル薬品㈱

 
KCTO@KCJL  日英同通あり

第1部 16:30～17:15

座　　　　長 西田　育功 In Ho Chae Hun Sik Park 
コメンテーター 片岡　　亨 武田　吉弘
プレゼンター Jon Suh Boeun Park 舛田　一哲

第2部 17:15～18:00

座　　　　長 大辻　　悟 矢坂　義則 Hee Yeol Kim
コメンテーター 川尻　健司 小林　智子
プレゼンター Byeong-Keuk Kim 松尾　浩志 長谷川勝之

4月11日（木）
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 ルーム 1
 

CCTI@KCJL2019
13:30～15:00 パネルディスカッション

「CT撮影技術の標準化　CTO症例における心臓CT撮影の最適化」
座　　　　長 玉置　紘也 仲田　浩章 貞松　研二
� 「不整脈でも簡単に撮れる冠動脈CTについて」	 坂本　久彰
� 「耳原総合病院の心臓CT」	 	 向井亮太郎

パ ネリスト  阿南　雄斗 古家　賢治  西澤　圭亮

15:00～16:30 パネルディスカッション
「CTO-PCI case discussion　この症例、あなたならどうする？」

座　　　　長 増田　尚己 山田愼一郎
� 症例提示「Lotus	root-like	appearanceを有するRCA-CTOの一例」	 仲野　泰啓
� 「私ならこう治療する」	 	 河村　晃弘
� 症例提示「What	do	you	make	PCIs	strategy?」	 田辺　正喜
� 「私ならこう治療する」	 	 宮本　正興

パ ネリスト  進　　智康 武田　義弘 野路　善博 藤本　善英 山崎　慶太
共催……CCTI研究会

 
第7回BAV Club @KCJL2019
「非TAVR施設で行うレトロBAV手技の標準化」

Opening�remarks� 中村　　茂

16：30～17：20 BAV有用性について
座　　　　長 岡村　誉之 七里　　守
コメンテーター 秋田　雄三 尾原　義和 高島　弘行
� 「逆行性大動脈弁バルーン拡張術	140例の経験」	 髙木　祐介
� 「BAVの長期成績から見えてきたもの」	 岩崎　正道
� 「TAVR時代の非TAVR施設でのBAVの適応を考える」	 吉田　昌平

17：20～18：00 レトロBAVの安全な手技（合併症を起こさないために）
座　　　　長 嶋田　芳久 新家　俊郎
コメンテーター 柴田　浩遵 松久　誠治 森　　益規
� 「安全な手技（Å弁クロス、GWポジジョン、ペーシング、その他）」	
	 	 	 	 岩崎　正道
� 「症例提示(レトロイノウエ）」	 	 平野正二郎
� 「症例提示(レトロイノウエ）」	 	 土肥　直文
� 「症例提示(BAV）」	 	 松尾　清成

18：00～18：15 透析患者に対するBAV
座　　　　長 中村　　茂 細川　　忍
コメンテーター 松岡　俊三 水谷　一輝 八巻　　多
� 「血液透析患者における大動脈弁バルーン拡張術	～患者背景、有効性と限界～」	
	 	 	 	 髙木　祐介
Closing�remarks� 中村　　茂

共催……BAV�Club
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Advance Intervention Theater ホール Ａ
4月12日（金）は桜橋渡辺病院からのライブデモンストレーションを放映します。CTO病変を主とした構成です。各種CTO手技の活用方法
を時間をかけて検討しながら治療を行います。

4月12日（金）

中 継 施 設  桜橋渡辺病院
オペレーター 上田　欽造 岡村　篤徳 大辻　　悟 五十嵐康己
　　（手技順）

 辻　　貴史
IVUSコメンテーター 猪野　　靖 本江　純子

9:00～10:30 �

Focus Live
御 意 見 番 � 藤井　謙司
座　　　　長 弘永　　潔 森田　　孝
コメンテーター 浅輪浩一郎 伊藤　大輔
 上田　　博 松岡　俊三
 山田　貴之
ミニレクチャー
「突出した特性と高い汎用性の両立への挑戦�～Amati～」�
 福原　　怜

共催…日本ライフライン㈱

10:30～12:00 �

Focus Live
御 意 見 番 � 華岡　慶一
座　　　　長 吉川　糧平 及川　裕二
コメンテーター 井上　文隆 習田　　龍
 竹中　克彦 松田　　晋
 安賀　裕二
ミニレクチャー 永井　宏幸

共催…テルモ㈱

12：10～13：10 �
ランチョンセミナー
「二剤抗血小板療法をめぐる最前線�2019」
座　　　長 樋口　義治
 大倉　宏之
Stent	healingからDAPTを考える	
	 大塚　文之
PCI後の抗血小板療法の重要性と継続の意義	
	 久保　隆史
共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱／第一三共㈱

13:15～15:15 �

Focus Live
御 意 見 番 � 松原　徹夫
座　　　　長 川﨑　友裕 久保　隆史
コメンテーター 赤羽目聖史 榎本　志保
 坪川　明義 松尾　浩志
 元廣　将之
ミニレクチャー
「ACS症例におけるResolute�Onyxの有用性について」�
� 臼井　公人

共催…日本メドトロニック㈱

15：25～15：55 �

コーヒーブレイクセッション
「�The�lower,�the�better.を日常診療に生かす」
座　　　長 松岡　俊三
演　　　者	 的場　哲哉

共催…アステラス製薬㈱　　　　　　　　 
アステラス・アムジェン・バイオファーマ㈱

16:00～18:00 �

御 意 見 番 � 鈴木　孝彦
座　　　　長 浜中　一郎 坂本　裕樹
コメンテーター 安部　博昭
 加藤　大雅
 清水　眞澄
 外海　洋平
 辻本　　充
ミニレクチャー 口ノ町俊嗣

共催…キヤノンメディカルシステムズ㈱

18：00～19：30 �
ファイアーサイドセッション
「ステントを使わないインターベンション」
座　　　長 佐藤　勝彦 南都　伸介
Clinical	experience	of	DCB	in	various	coronary	
lesions	 飯島　雷輔
Wolverine	Coronary	Cutting	Balloonの	
有用性	 柴田　浩遵
Stentless	PCIの必要十分条件	
	 樋上　裕起
AngioSculpt	PTCA	Scoring	Balloon	
Catheter	 岩崎　正道
エキシマレーザによるModification　	
～Bail	out	stentingを防止する為に	
	 足利　貴志

共催… オーバスネイチメディカル㈱ 
ディーブイエックス㈱ 
ニプロ㈱ 
㈱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㈱ 
メディキット㈱
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Theme Live Theater ホール BPeripheral

EVT手技も標準化されつつあります。今回はCTO病変に対する特殊デバイス（outback・viabahn）の使用方法、2018年から使用可能
となったDCB治療時のポイントなどをエキスパートの講演を交えながらライブデモンストレーションで確認します。

中 継 施 設  京都桂病院
オペレーター 川﨑　大三 上月　　周 舩津　篤史 椿本　恵則
　　（手技順）

 藤原　昌彦 丹　　通直
IVUSコメンテーター 舩津　篤史 中村　　茂

9:00～10:30 �

Focus Live
座　　　　長 曽我　芳光
 山本　義人
コメンテーター
 岩﨑　祐介
 臼井　公人
 加藤　　拓
 高島　弘行
 竹之内　豪
ミニレクチャー
「VASSALLOを知る」�
 宮井　伸幸

共催…カーディナルヘルスジャパン

10:30～12:00 �

座　　　　長 河原田修身
 当麻　正直
コメンテーター
 下司　　徹
 廣岡　慶治
 松室　明義
 吉田　精孝
 若菜　紀之

12：10～13：10 �

ランチョンセミナー
「�How�to�use�IN.PACT�Admiral�DCB�
for�Endovascular�Treatment」
座　　　長 小林　智子
演　　　者	 越田　亮司
	 飯田　　修

共催…日本メドトロニック㈱

13:15～15:15 �

Focus Live
座　　　　長 飯田　　修
 石原　昭三
コメンテーター 正村　克彦
 松久　誠治
 宮井　伸幸
 宮澤　　豪

共催…テルモ㈱／日本メドトロニック㈱
ミニレクチャー 上月　　周

共催…日本メドトロニック㈱

16:00～18:00 �
座　　　　長 小林　智子
 野崎　洋一
コメンテーター 河田　正仁
 木下　　愼
 辻村　卓也
 堀井　　学
 松岡　俊三

18：00～20：00 �
ファイアーサイドセッション
「�Drug時代の到来！�
~EluviaとDCBをどう使いわけるか！？~」
第1部 18:00～18:30
座　　　　長 川﨑　大三
演　　　　者 飯田　　修
第2部 18:30～19：30
座　　　　長 全　　　完
 川﨑　大三
演　　　　者 岩﨑　祐介
 加藤　　拓
 椿本　恵則
 上月　　周
コメンテーター 福永　匡史
 住吉　晃典
第3部 19：30～20：00
座　　　　長 全　　　完
演　　　　者 藤原　昌彦

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

4月12日（金）
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Discussion Theater Ⅰ ルーム 7

Discussion	Theaterでは、心血管インターベンションの幅広い分野の中で、個々のテーマについて深い議論を通し理解を深めることを目的
としています。今年は新たにACS、SHDについても集中して議論ができるようプログラムを組みました。またテーマに沿った症例検討会形式
での『この症例どうする』も引き続き行います。聞くだけも良し、積極的に発言して頂ければなお良しです。皆様のご参加をお待ちしています。

4月12日（金）

9:00～10:30 �

この症例どうする？CTO 
CTOにおける合併症症例 or 不成功症例 or 

「とても」難渋したCTO症例
座　　　　長 石原　昭三 武田　吉弘
ディスカッサー 朴　　幸男
症例提示・ディスカッサー
直列ダブルCTO	 奥津　匡暁
Bypass	failure後に留置されたステントが拡張不良であり再度閉塞を
来したためLITA吻合部の末梢側のCTOに対し治療施行した1症例	
	 松尾　浩志
巨大冠動脈血腫をきたしてしまったCTO症例	
	 秋田　雄三

10:30～12:00 �

この症例どうする？  
～Multi-vessel Disease～
座　　　　長 貞松　研二 山田愼一郎
ディスカッサー 道明　武範 八巻　　多
 山口　淳一
症例提示・ディスカッサー
MVD症例：どこから治療する？	
治療戦略についての議論	 水谷　一輝
ACS症例：緊急時Culpritの判断に迷った症例etc	
	 	 田崎　淳一
CHIP症例：アシストデバイス(IABP,	ECMO等)やPCI
のタイミングなどについて	 福原　　怜

12：10～13：10 �

ランチョンセミナー
「�Orsiroの“覧古考新”�
～故
ふる

きを覧
み

、新
あたら

しきを考
かんが

える～」
座　　　長 志手　淳也
 上田　恭敬
実臨床でのOrsiroステントの有用性	
	 宍戸　晃基
第4の革命？！	ナノコーディング超薄型Orsiroステン
トの可能性	 外海　洋平

共催…日本ライフライン㈱

13:20～14:20 �

Physiology
座　　　　長 藤田　　博 松尾　仁司
ディスカッサー 蔵満　昭一 柴田　浩遵
 中野　　顯
FFR測定時に陥りやすいピットフォール	
	 	 上谷　晃由
Resting	index	 	 川瀬世史明
Cutoff値に従わなかった症例	 菊田　雄悦

14:20～15:20 �

症例から学ぶImaging guided PCI
座　　　　長 大竹　寛雅 野崎　洋一
ディスカッサー 猪野　　靖 寺本　智彦
 道明　武範
OCT	 	 上月　　周
IVUS	 	 片岡　　亨
CCTA	 	 奥津　匡暁

15：25～15：55 �

コーヒーブレイクセッション
「�Optimal�IVUS�guided�PCI�–�IVUSの
意義と60MHz�IVUSがもたらすもの」
座　　　長 岡田　正治
「IVUSガイドで目指すOptimal	PCI」	
演　　　者	 藤井　健一

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

16:00～17:30 �

Nightmare Case①
座　　　　長 矢嶋　純二 吉川　糧平
コメンテーター 川尻　健司 中村　玲雄
PCI時に断裂した8Frガイディングカテーテルを	
Goose	NeckTM	Snareを用いて回収した一例	
	 宮部　倫典（東京都立広尾病院）

接続の外れた延長ワイヤーが心臓内に遺残し抜去に難
渋したLCx	CTOの一例	
	 兵庫　匡幸
FFR	wireが断裂し回収が困難であった2例	
	 津田　卓眞（名古屋掖済会病院）

止血に難渋した冠動脈穿孔症例	
	 山内秀一郎（心臓病センター榊原病院）
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 ルーム 8
Discussion	Theaterでは、心血管インターベンションの幅広い分野の中で、個々のテーマについて深い議論を通し理解を深めることを目的
としています。今年は新たにACS、SHDについても集中して議論ができるようプログラムを組みました。またテーマに沿った症例検討会形式
での『この症例どうする』も引き続き行います。聞くだけも良し、積極的に発言して頂ければなお良しです。皆様のご参加をお待ちしています。

4月12日（金）

9:00～10:00 �

ACS Video Live ① 東宝塚さとう病院
座　　　　長 木下　法之 矢坂　義則
ディスカッサー 石原　隆行 角谷　　誠
 渡邉　真言
症例発表：IMPELLA	ELCA	 滝内　　伸	
	 	 	 楠本　紘史
ミニレクチャー：IMPELLA	 	 徳永　政敬

10:00～11:00 �

ACS Video Live ② 京都府立医科大学附属病院
座　　　　長 全　　　完 滝内　　伸
ディスカッサー 伊藤　良明 田村　俊寛
 宮井　伸幸
症例発表：IMPELLA	 	 矢西　賢次
ミニレクチャー：IMPELLA	 	 吉田　匡毅

11:00～12:00 �

ACS Video Live ③ 康生会武田病院
座　　　　長 於久　幸治 西野　雅巳
ディスカッサー 井口　朋和 武田　輝規
 森田　康弘
症例発表：Slow-flow	ELCA	 木下　法之
ミニレクチャー：ELCA	 小笠原悠祐

12：10～13：10 �

ランチョンセミナー
「ガイドラインから読み解く機能的虚血診断」
座　　　長 山本　　孝
演　　　者	 山田愼一郎
	 仁科　秀崇

共催…㈱フィリップス・ジャパン

13:20～14:20 �

Bifurcation治療最前線
座　　　　長 村里　嘉信 山田愼一郎
ディスカッサー 御領　　豊 高橋　　徹
 南　　丈也
Jailed	balloon	techniqueの実際	 山田愼一郎
2-stenting	?	1-stenting?	 高木　健督
Jailed	pressure	wireを活かした	
Bifurcation治療	 大森	　寛行

14:20～15:20 �

冠動脈びまん性病変
座　　　　長 澤田　隆弘 山本　　孝
ディスカッサー 石原　隆行 加藤　大雅
 民田　浩一
症例提示・ディスカッサー
症例1	 宇津　賢三
症例2	 名越　良治

15：25～15：55 �
コーヒーブレイクセッション
「�IMPELLA：フレームワークで考える
Impellaによる循環補助・左室補助入門」
座　　　長 西野　雅巳
演　　　者	 朔　　啓太

共催…日本アビオメッド㈱

16:00～17:00 �

Small vessel
座　　　　長 片岡　　亨 山本　克浩
ディスカッサー 関　　淳也 成　　智熙
私のsmall	vesselへのStent	
	 	 臼井　公人
私のsmall	vesselへの治療－DCBを中心に	
	 	 嶋田　芳久

17:00～18:00 �

石灰化
座　　　　長 柴田　浩遵 藤井　健一
ディスカッサー 木谷　俊介 廣畑　　敦
 横井　宏和
病理から見た冠動脈の石灰化	 川上　りか
Rotablator認定施設における石灰化病変への	
治療戦略	 	 柴田　浩遵
Rotablator非認定施設における石灰化病変への	
治療戦略	 	 南　　丈也

ACS Theater Discussion Theater Ⅱ 
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Advance Intervention Theater ホール Ａ

4月13日（土）は京都桂病院からのライブデモンストレーションを放映します。CTO病変、石灰化病変に対する治療戦略やADR
（antegrade	dissected	recanalization）やrotablator・OAS（Orbital	atherectomy	system）の活用法を検討しながら治療を行います。

4月13日（土）

中 継 施 設  京都桂病院
オペレーター 土金　悦夫 西田　育功 小林　智子 吉川　糧平
　　（手技順）

 中村　　茂
IVUSコメンテーター 小林　智子 舩津　篤史 寺島　充康
QFRコメンテーター 谷垣　　徹

9:00～10:30 �

Focus Live
御 意 見 番 � 大辻　　悟
座　　　　長 小野　史朗 濱嵜　裕司
コメンテーター 臼井　公人 坪川　明義
 中川　裕也 羽原　真人
 矢嶋　純二
ミニレクチャー�
	 羽原　真人

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

10:30～12:00 �
御 意 見 番 � 西川　英郎
座　　　　長 山本　　孝 伊藤　良明
コメンテーター 新家　俊郎 田中　　篤
 永井　泰斗 湊谷　　豊
 目野　恭平
ミニレクチャー�
「血栓吸引カテThrombuster�Pro」	 石原　昭三

共催…㈱カネカメディックス
ミニレクチャー�
「�“canPass08”The�Ultra-Low�Profile�PTCA�
Balloon�catheter」	 	 松隂　　崇

共催…日本ライフライン㈱
� 共催…ニプロ㈱

12：10～13：10 �
ランチョンセミナー
「Brand-new�Technique�for�the�patient」
座　　　長 木下　法之
 山田愼一郎
「当院のDistal	Radial	Approachの臨床経験」	
	 山田　健志
「IVUS-based	3D	wiring	using	the	tip	
detection	method」	
	 岡村　篤徳

共催…テルモ㈱

13:15～15:15 �

Focus Live
御 意 見 番 � 中川　義久

座　　　　長 辻　　貴史
 阿部　　充
コメンテーター 田辺　正喜
 野村　哲矢
 羽田　哲也
 森　　益規
 横井　研介
ミニレクチャー�
	 舩津　篤史

共催…メディキット㈱

15：25～15：55 �

コーヒーブレイクセッション
「IVUSは見る、から診るへ」
座　　　長 中川　義久
演　　　者	 大竹　寛雅
	 渡邊　大基

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

16:00～18:00 �

Focus Live
御 意 見 番 � 金谷　法忍

座　　　　長 上田　恭敬
 小松　宣夫
コメンテーター 大槻　尚男
 藤田　真也
 政野　智也
 的場　芳樹
 元廣　将之

共催…朝日インテックＪセールス㈱
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Theme Live Theater ホール B

今年は、ライブと教育講演を組み合わせた構成とすることで、簡便に深い手技の理解ができるようにいたしました。ライブの症例は、分岐部
病変の治療に対するPhysiologyとイメージングの活用法、複雑病変に対するRotablationと、DCAの適切な使用方法を明示できるよう
な構成とし、教育講演と共に行うことで深いディスカッションが行われるライブを目指しています。

中 継 施 設  桜橋渡辺病院
オペレーター 浜中　一郎 志手　淳也 岡田　正治 片岡　　亨
　　（手技順）

 武田　吉弘 石原　昭三
IVUSコメンテーター 谷川　　淳 藤井　健一

9:00～10:30 �

Focus Live
分岐部・Physiology
座　　　　長 赤阪　隆史
 山田愼一郎
コメンテーター 岡田　　隆 河端　哲也
 近藤　誠太 民田　浩一
 中川　　厚 若山　克則
Physiology	 	 藤田　　博
イメージングデバイス	 名越　良治

共催…アシスト・ジャパン㈱

10:30～12:00 �

Focus Live
分岐部・Physiology
座　　　　長 坂上　祐司
 木下　法之
コメンテーター 安部　博昭 和泉　匡洋
 佐藤　彰彦 成　　智熙
 高畑　昌弘 吉田　尚弘
ミニレクチャー
「ACSにおけるXIENCEの有用性」
 西平　賢作

共催…アボット バスキュラー ジャパン㈱

12：10～13：10 �
ランチョンセミナー
「�PCIにおける残された課題�
～DAPTの至適期間に対する回答～」
座　　　長 坂本　知浩
残された課題；至適DAPT期間について	
～病理と臨床データから読み解く～	
	 大塚　文之
MECHANISM	TrialからみたDAPT期間に関す
る考察	 大竹　寛雅

共催…アボット バスキュラー ジャパン㈱

13:15～15:40 �

Focus Live
DCA
座　　　　長 矢坂　義則
 木島　幹博
コメンテーター 石原　隆行
 奥村　啓之
 鈴木　秀俊
 西部　　彰
 長谷川勝之
 横井　宏和

DCAの基本手技		 矢嶋　純二
DCAの積極的な活用法	 平瀬　裕章

ミニレクチャー
「NSE�ADVANCE�どこが進化したか」
 芦田　和博

共催…ニプロ㈱

15:40～18:00 �

Focus Live
Rota
座　　　　長 西野　雅巳
 山本　克浩
コメンテーター 大塚　文之
 川野　成夫
 柴田　浩遵
 樋口　義治
 兵庫　匡幸
 山浦　　誠

複雑病変の切削のコツ	 永井　宏幸
合併症	 	 福原　　怜

共催…ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

4月13日（土）
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 ルーム 8
Discussion	Theaterでは、心血管インターベンションの幅広い分野の中で、個々のテーマについて深い議論を通し理解を深めることを目的
としています。今年は新たにACS、SHDについても集中して議論ができるようプログラムを組みました。またテーマに沿った症例検討会形式
での『この症例どうする』も引き続き行います。聞くだけも良し、積極的に発言して頂ければなお良しです。皆様のご参加をお待ちしています。

4月13日（土）

インターベンション医が知っておくと得をする
TAVIのTips and Tricks 
～エキスパートから学ぶ止血デバイスからTAVI
術後のPCIテクニックまで～
9:00～10:00 �

SHDの基礎講座
座　　　　長 片岡　　亨 嶋田　芳久
ProGlideを使えるようになると大口径シースも	
怖くない	 山本　真功
TAVI後のPCIは簡単？	(TAVI弁の基本的な構造）	
	 渡邊　雄介

10:00～11:00 �

SHD Video Live ① （Sapien）  
大阪市立大学医学部附属病院
座　　　　長 藤井　健一
コメンテーター 角谷　　誠 田村　俊寛
 当麻　正直
御 意 見 番  山本　真功 渡邊　雄介
演者	 水谷　一輝

11:00～12:00 �

SHD Video Live ②（Evolut） 
京都府立医科大学附属病院
座　　　　長 東森　亮博
コメンテーター 飯田　　修 澤田　隆弘
 山田愼一郎
御 意 見 番  山本　真功 渡邊　雄介
演者	 全　　　完

12：10～13：10 �

ランチョンセミナー
「だってBelow�the�Kneeだもの」
座　　　長 藤原　昌彦
 仲間　達也
当院におけるBTK治療の実際	
	 伊元　裕樹
BTK治療のエンドポイントを考える	
	 椿本　恵則
BTKケースプレゼンテーション	
	 仲間　達也

共催…Cook Japan㈱

13:20～14:20 �

EVT① Challenging Case
座　　　　長 滝内　　伸 椿本　恵則
ディスカッサー 岩﨑　祐介 上月　　周
 曽我　芳光 仲間　達也
 東森　亮博 松久　誠治
Complex	EVT	for	heavily	calcified	CIA	subtotal	lesion	
	 浅田　紘平（岡村記念病院／滋賀医科大学医学部附属病院）

感染を契機にFP	bypass人工血管抜去が必要となったため、浅大腿動脈慢性完全閉塞病
変に対してEVTした1例	 竹内　和航（豊橋ハートセンター）

Below-the-knee領域におけるChallenging	case	
	 仲間　達也

14:20～15:20 �

EVT② Complication Case
座　　　　長 川﨑　大三 山本　義人
ディスカッサー 飯田　　修 上林　大輔
 藤原　昌彦 正村　克彦
 宮井　伸幸 宮澤　　豪
 若菜　紀之
大腿動脈アプローチでPCI後に発症した、外腸骨動脈穿孔に伴う難治
性後腹膜血種に対する治療戦略	 山口　千之（静岡県立総合病院）

大腿膝窩領域に生じた仮性瘤の二例	
	 	 加藤　　拓
非動脈硬化性の末梢動脈疾患に対してEVT施行した
が大切断に至った症例	 福永　匡史

15：25～15：55 �
コーヒーブレイクセッション
「OCT�–�Expansionの新しい指標とその有用性」
座　　　長 寺本　智彦
演　　　者	 中村　大輔

共催…アボット バスキュラー ジャパン㈱

16:00～17:30 �

Nightmare Case②
座　　　　長 辻　　貴史 浜中　一郎
コメンテーター 長谷川勝之 弘永　　潔
DCA中に急性冠閉塞を生じた1例	
	 	 吉田　　律
ACSに対するPCI中に多発性血栓を生じた一例	
	 	 関　耕三郎（山口労災病院）

左前下行枝中間部に対するPCIの際に、脱落したステントが左冠動脈入口部ま
でelongationを来した症例	 田中　一樹（東京女子医科大学病院）

エクステンションカテーテルを血管壁とステントで	
スタックさせてしまった一例	 尾松　　卓（大阪警察病院）

SHD Theater  Discussion Theater Ⅲ 
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Surgical  Theater ルーム 7

今回のKCJL	Surgicalも通常通りのプログラムで開催する予定です。今回午前のビデオセッションは胸腹部大動脈瘤を取り上げます。今だに
チャレンジングな手術であり、その中でもII型に焦点を絞って十分な時間のビデオをエキスパートの先生に用意していただきデスカッションする予定
です。午後からのセッションではまずMEセッションで心筋保護法を取り上げます。ディベートセッションではオフポンプCABGの中枢吻合に絞って
様々な方法について討論してもらいます。いつも好評である難渋した症例の検討も行う予定です。ランチョンセミナーではロボットでの僧帽弁形成
をテーマに講演をしていただきます。最後のイブニングセミナーは冠動脈末梢吻合を我々世話人に数名のインストラクターを加えて各テーブル1
名専属でじっくりとウェットラボでトレーニングしてもらいます。今回もかなり中身の濃いプログラムとなっていますので期待してください。特に若手の
医師、臨床工学技士の方には日ごろの疑問を解決する絶好の機会と思います。看護師の方も心臓手術の実際について学べる良い機会と思い
ますのでふるってご参加ください。当日、できるだけたくさんの方 と々会場で有意義な討論ができることを楽しみにしています。

4月13日（土）

12:10～13:10 �

ランチョンセミナー
『ロボットでの僧帽弁形成の手技』
座　　　長 岡本　一真
演　　　者	 藤田　知之

共催…日本メドトロニック㈱

13:10～14:20 �

MEセッション
『MICSや重症例の安全性を向上する心筋保護戦略』
座　　　長 坂口　太一
 又吉　　徹
当院における心筋保護戦略	
～crystalloid	cardioplegia	を用いて～	
	 中島　康佑
MICSにおける心筋保護	
	 長嶋　耕平
当院における心筋保護戦略	
	 大場　雅弘

ビデオライブ
9:00～12：00 �
『胸腹部大動脈瘤II型の手術手技を徹底的に学ぼう』
座　　　　長 小山　忠明
コメンテーター 大北　　裕
 大島　　晋
 鈴木　友彰
 西村　好晴
 湊谷　謙司
 村上　博久
 和田　秀一
慢性B型に対する胸腹部大動脈瘤手術	
	 大北　　裕
標準的な開腹部大動脈置換術	
	 湊谷　謙司
いかに出血を少なくするか	
	 大島　　晋
胸腹部大動脈瘤II型の肋間動脈再建	
	 村上　博久

14:30～15:40 �

ディベートセッション
『冠動脈中枢吻合の工夫』
座　　　長 畔栁　智司
 沼田　　智
Enclose	II	を用いた、piggyback中枢吻合のコツ、
遠隔成績	 	 伊藤　敏明
エンクローズを用いた大伏在静脈・橈骨動脈の中枢
吻合	 	 福嶌　五月
OPCABでのハートストリングを用いた中枢吻合の
工夫と注意点	 	 小山　忠明
冠動脈中枢吻合の工夫	
	 	 松森　正術

15:50～17:00 �

ディベートセッション
『この症例どうする？』
座　　　長 岡本　一真
 西　　宏之
コメンテーター 坂口　元一
 山中　一朗
さまざまな冠動脈瘤、どう直す？	
	 阿部　恒平
肝硬変を合併した重症三尖弁閉鎖不全に対する治療
戦略	 西　　宏之
ABI低下のない間欠性跛行を伴うB型大動脈解離の
一治験例	 島本　　健

17:10～19:10 �

Evening Hands-on Seminar
『末梢吻合』
司　　　会 沼田　　智
講　　　師 岡本　一真 畔栁　智司
 小山　忠明 坂口　太一
 鈴木　友彰 西　　宏之
 藤田　知之 細野　光治
 村上　博久

共催…ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ 　 
センチュリーメディカル㈱　　　　 
日本メドトロニック㈱／㈱バイタル

ホール C
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Co-medical Theater Ⅰ ルーム 1

4月12日（金）

9:00～12:00 �

基礎セッション
「不整脈診断のための臨床検査」
～EPS以外の検査を知ろう～

EPS以外にも複数の検査結果から不整脈診断が行われます。カテになる
まで、あるいはカテ後のフォローに関わる検査法について勉強しましょう。

座　　　　長 杉村　宗典（姫路獨協大学医療保健学部　臨床工学技士）

Holter心電図、イベントレコーダ	
	 森嶋　良一（奈良県立医科大学附属病院　臨床検査技師）

加算平均心電図法、運動負荷試験法	
	 大谷　祐哉（奈良県総合医療センター　臨床検査技師）

心臓超音波検査
	 米田　智也（京都大学医学部附属病院　臨床検査技師）

12:10～13:10 �

ランチョンセミナー
「PCIのためのCAG」
座　　　長 岡田　忠久（京都桂病院　臨床工学技士）

演　　　者	 野崎　暢仁（高の原中央病院　臨床工学科）

共催…アシスト・ジャパン㈱

13:20～16:30 �

アブレーションビデオライブ
「のぞき見！他施設の心房細動アブレーション」
～施設ごとのやり方を見比べよう～

気になる他施設の様子。今回は2施設の高周波心房細動アブレーション
症例をビデオライブ形式で見せます。

座　　　　長 上村　佳代（三重ハートセンター　看護師）

 原光　佑一（岸和田徳洲会病院　臨床工学技士）

コメンテーター 木下　朋幸（横浜市立みなと赤十字病院　臨床検査技師）

 平田　美樹（横浜市立みなと赤十字病院　看護師）

 小川　　聡（高井病院　臨床工学技士）

 岡西　真理（高井病院　看護師）

ビデオライブ1	 中西理恵子（奈良県西和医療センター　臨床工学技士）

	 岡村　順子（奈良県西和医療センター　看護師）

ビデオライブ2	 長谷川慎一（滋賀県立総合病院　臨床工学技士）

	 寺澤　律子（滋賀県立総合病院　看護師）

16:40～17:40 �

ラウンドテーブル
「術者と考える治療戦略」
座　　　　長 岡田　忠久（京都桂病院　臨床工学技士）

 中西　基修（草津ハートセンター　臨床工学技士）

ディスカッサー 國井　由花（会津中央病院　臨床工学技士）

 谷岡　　怜（神戸大学医学部附属病院　臨床工学技士）

 野崎　暢仁（高の原中央病院　臨床工学技士）

コメンテーター 吉田　　律

18：00～20：00 �

ファイアーサイドセッション
「�Slender�Club�Japan�@�KCJL2019�
-�Distal�Radial�Artery�Approach�up�
to�date�～debate�session:�dRA�どっ
ちの方法がより患者によい？～」
座　　　長 木下　法之
 羽田　哲也
dRA	is	better	for	slender	sheath	vs	
better	for	sheathless	
『スレンダーシース』	 松隂　　崇	
『シースレスシステム』	 高川　芳勅

dRA	is	better	on	ultrasound	guided	puncture	
vs	better	on	pulsation	guided	puncture	
『エコーガイド刺し』	 吉町　文暢	
『触診刺し』	 	 加藤　隆一

dRA	is	better	on	emergency	PCI	vs	
better	on	elective	PCI	
『緊急にこそ良い』	 谷口　法正	
『待機的PCIにこそ良い』	 浅野　　博

dRA	is	better	for	right	radial	vs	better	for	
left	radial	
『右』	 	 進　　智康	
『左』	 	 舛谷　元丸

dRA	is	better	on	bandage	hemostasis	vs	
device	hemostasis	
『包帯巻き止血』	 吉町　文暢	
『デバイス止血』	 内藤　貴之

共催… ㈱カネカメディックス 
テルモ㈱ 
メディキット㈱ 
メリットメディカル・ジャパン㈱
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Co-medical Theater Ⅱ 

4月12日（金）

9:00～11:50 �
デジタルポスターセッション
ME・検査
発表詳細　➡⇨ P29

12:10～13:10 �
ランチョンセミナー
Physiology「New�trend�in�physiology�measurement」
座　　　長 松尾　仁司
心筋虚血評価に基づいた冠血行再建術適応の選択：	
OptoWireシステムの有効性	 浅海　泰栄
FFR測定時最大充血のピットフォール	
	 	 	 	 藤井　健一

共催…ゼオンメディカル㈱ 
日本ライフライン㈱

13:20～16:30 �

看護教育
カテ室で必要な放射線被ばく、心電図や補助循環についての基本を学
びましょう。知識のある人もきっと新しいことを学べるはず！
また、心筋梗塞やカテ室での急変に不安はありませんか？ 他施設での取
り組みや看護のポイントについて、一緒に考えていきましょう。

座　　　　長 騰　　由香（神戸市立医療センター中央市民病院　看護師）

 木下　博子（岸和田徳洲会病院　看護師）

カテ看護～基礎編	
	 大竹陸希光（大阪警察病院　看護師）

カテ看護～応用編	
	 騰　　由香（神戸市立医療センター中央市民病院　看護師）

カテ室看護師に伝えたい放射線被ばく低減技術あれこれ	
	 加藤　京一（昭和大学大学院　保健医療学研究科）

看護師に知ってほしいモニター管理と補助循環	
	 田中　雄己（神戸市立西神戸医療センター　臨床工学技士）

16:30～17:45 �
デジタルポスターセッション
看護
発表詳細　➡⇨ P29

ルーム 2

Co-medical Theater Ⅲ 

9:00～12:00 �
PCI/PPIに役立つ基礎知識①
これから心カテ室で働くぅ⤴…入り始めてまもないぃ⤴…基礎を再確認し
たいぃ⤴…そんな方々集まれっ！！ このセッションはそんなコメディカルの皆
さまに知っていてほしい基礎知識を集約しました。
座　　　　長 塩田　裕啓（臨床工学技士）

 武田　一哉（舞鶴共済病院　臨床工学技士）

冠動脈の解剖を理解しよう	
	 二上　倫嗣（星総合病院　臨床工学技士）

虚血性心疾患の診断：問診からカテ台まで	
	 野崎　暢仁（高の原中央病院　臨床工学技士）

飛び交う略語に臆しないために	
	 稲田　　毅（岐阜ハートセンター　臨床工学技士）

心カテの合併症と対処法	
	 塩田　裕啓（臨床工学技士）

放射線被ばくと防護	 川野　　彰（康生会武田病院　放射線技師）

12:10～13:10 �
ランチョンセミナー
「日常臨床で活躍するOCT」
座　　　長 小出　正洋
 臼井　公人
当院のOCT	Guide	PCIへの取組み	
	 福井　謙治（明石医療センター　臨床工学技士）

OCTやりましょうぞ！～だれでも簡単にOCT	Guided	
PCI～	 黑田　　優

共催…アボット バスキュラー ジャパン㈱

13:30～16:20 �
デバイスの基礎①
カテーテル術に関連するデバイスの多様化には目を見張るものがありま
す。だからこそ、基本となるエッセンスについてしっかり学ぶことが大切で
す。このセッションでは各種デバイスの構造や機能、どのように選択し使用
するか、そして合併症を未然に防ぐためのコツや工夫を説明していきます。
座　　　　長 赤松　俊二（滋賀県立総合病院　臨床工学技士）

 福田　友規（康生会武田病院　臨床工学科）

穿刺部位と止血デバイス	國井　由花（会津中央病院　臨床工学技士）

ガイドカテーテル	 舘　　智子（京都桂病院　臨床工学技士）

ガイドワイヤー	 中川　　透（金沢医科大学病院　臨床工学技士）

バルーンとステント	 平田　和也（小樽市立病院　臨床工学技士）

デバルキングデバイス：原理からIVUS読影まで	
	 添田　信之（星総合病院　臨床工学技士）

18:00～20:00 �
コメディカル情報交換会
よもやま話
座　　　長 岡田　忠久（京都桂病院　臨床工学技士）

 中西　基修（草津ハートセンター　臨床工学技士）

北海道あるある	 平田　和也（小樽市立病院　臨床工学技士）

あいちハートクリニック開院までの軌跡と現在	
	 山口　敏和（あいちハートクリニック　臨床工学技士）

よもやま2019小林ver.	 小林　智子

ルーム 3
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4月13日（土）

9:00～12:00 �

MEワークショップ①
「3Dマッピング寸止め」
～ここまで使いこなそう３Dマッピング～

状況に合わせた設定や工夫を紹介する情報満載の企画。講師が各ポイ
ントで発表を止めて会場とディスカッションしながら細かく説明してくれる
ので、実務に生かせる使い方が学べること間違いなし！！

座　　　　長 松本　景史（JCHO大阪病院　臨床工学技士）

CARTO	 筏　　雄亮（桜橋渡辺病院　臨床工学技士）

EnSite	 黒田　　聡（土谷総合病院　臨床工学技士）

12:10～13:10 �

ランチョンセミナー
「�マッピングシステムによる最新通電
指標（CARTO�EnSite）」
座　　　長 小倉　敬士（京都府立医科大学附属病院　臨床工学技士）

CARTO	 辻本　紘史（医仁会武田総合病院　臨床工学科）

EnSite	 飛田　祥伸（兵庫医科大学病院　臨床工学科）

共催…アボットメディカルジャパン㈱　 
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

13:20～14:20 �

教育講演
「心臓電気生理に役立つ心臓の解剖」
～構造と興奮伝搬～

なるほど！！そうだったのか！！と思う事間違いなし。解剖学の視点から心臓が
持つ電気生理学現象を紐解いてさらに理解を深めましょう！！

座　　　　長 井野　裕也（京都桂病院　臨床工学技士）

演　　　　者	 安　　珍守

14:30～16:30 �

MEワークショップ②
「アブレーションのHow and Why」
～日常の疑問や課題をここで解消～

アブレーション業務に携わる中で湧いてくる疑問や上手くいかないことなど
について、ベテラン技士の方々にお尋ねしご教示いただくセッションです。

座　　　　長 柴田　幸美（近畿大学医学部附属病院　臨床工学技士）

 高垣　　勝（滋賀県立総合病院　臨床工学技士）

演者・	 内田　文也（三重ハートセンター　臨床検査技師）

コメンテーター	 木田　博太（大阪急性期・総合医療センター　臨床工学技士）

	 前川　正樹（大浜第一病院　臨床工学技士）

ルーム 1 8:30～10:00 �

男性らしい看護特集 Part1: 
まだまだ元気博士と助手シリーズ
～博士と助手のおもしろ解剖セミナー～ 
学ぼう解ぼう！今日は周りを気にせずジコチューで行こう！

毎年大盛況の博士と助手の解剖セミナー、ただのボールにマジックで冠
動脈を記入して立体的に冠動脈の理解をすることができます。そのあと
は、なんと本物の豚の心臓を使って徹底的に解剖を理解します。徹底的
に今日はジコチューで学びましょう！
• 豚の心臓解剖体験 
• コロナリーボール作成

座　　　　長 中村　康雄（麻生総合病院　看護師）

 村澤　孝秀（東京大学医学部付属病院　臨床工学技士）

アドバイザー 大野　隼人（京都桂病院　看護師）

 木下　博子（岸和田徳洲会病院　看護部）

 平石　孝洋（ベルランド総合病院　看護師）

演者	 松本　康宏（湘南東部総合病院　看護師）

	 湯面　真吾（山口県済生会山口総合病院　看護師）

10:00～11:00 �

男らしい看護特集 Part2: 
ビデオライブデモンストレーション 
～ほんもの動画で絶対役立つ！～ 
復習したくて思わず帰り道は遠回りしたくなる！

実際の心臓カテーテル室での動きを動画で見ながら、どんなことに気を付
けたらいいのか、どこを見ていけばいいのか、看護師としての基本とチー
ムでの動きを学べます。質問もどんどんOK！新人さんからベテランまで、ス
ペシャリストがどんなことでも丁寧に解説と質問に答えます。もう一度復習
のために、思わず帰り道は遠回りしたくなります！

座　　　　長 今井　俊輔（岐阜ハートセンター　放射線技師）

 中村　康雄（麻生総合病院　看護師）

アドバイザー 大野　隼人（京都桂病院　看護師）

 木下　博子（岸和田徳洲会病院　看護師）

 平石　孝洋（ベルランド総合病院　看護師）

コメンテーター 古澤　悠治（済生会宇都宮病院　臨床工学技士）

 松本　康宏（湘南東部総合病院　看護師）

 村澤　孝秀（東京大学医学部付属病院　臨床工学技士）

 湯面　真吾（山口県済生会山口総合病院　看護師）

プレゼンター 鎌田　大雅（小田原循環器病院　看護師）

12:10～13:10 �

ランチョンセミナー
「�CTO�PCI�150例連続成功！�
角辻先生にe-learningで教わる
Complex�PCI成功の秘訣」
座　　　長 五十嵐康己
演　　　者	 角辻　　暁

共催…㈱ハート・オーガナイゼーション

ルーム 2

Co-medical Theater Ⅰ Co-medical Theater Ⅱ 
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9:00～12:00 �

デバイスの基礎②
診断やインターベンションに必要な虚血評価やイメージングツール、いざと
いう時のための補助循環について、デバイス別に基礎から臨床まで丁寧
に解説します。しっかり学んで明日からのスキルアップに役立てましょう。

座　　　　長 徳永　政敬（東宝塚さとう病院　臨床工学技士）

 白樫　貴宏（大阪府済生会中津病院　臨床工学技士）

FFRおよび安静時虚血指標(iFR,RFR)による	
虚血の診断	 長谷川由美子（みなみ野循環器病院　臨床工学技士）

血管内を診る～IVUS編～	
	 福田　友規（康生会武田病院　臨床工学技士）

血管内を診る～OCT/OFDI編～	
	 谷岡　　怜（神戸大学医学部附属病院　臨床工学技士）

血行動態を理解する～基礎から病態まで～	
	 山口　敏和（あいちハートクリニック　臨床工学技士）

IABPの原理と管理のポイント	
	 木下　昌樹（岡崎市民病院　臨床工学技士）

PCPSの原理と管理のポイント	
	 徳永　政敬（医療法人愛心会　東宝塚さとう病院　臨床工学技士）

12:10～13:10 �

ランチョンセミナー
座　　　長 当麻　正直
Part1　	TAVI普及時代に求められる患者フォローアッ

プの要点-耐久性、弁血栓、TAVI術後PCI-
	 長沼　　亨
座　　　長 辻本　　充
Part2　このガイディング良いの？悪いの？	
	 御領　　豊

共催…日本メドトロニック㈱

13:30～16:30 �

PCI/PPIに役立つ基礎知識②
このセッションはPCIおよびPPIの術前検査にフォーカスしました。日頃、
臨床で目にする検査法から最新の検査法までじっくり解説させて頂きま
す。特に苦手な方が多い“心電図”については時間をたっぷりご用意しまし
た。みなさまの日頃の疑問が解消すること間違いなしです。

座　　　　長 赤松　俊二（滋賀県立総合病院　臨床工学技士）

 深田　陽平（三田市民病院　臨床工学技士）

術前検査の最前線	
	 武田　晋作
ABIとエコー	
	 永井美枝子（済生会横浜市東部病院　臨床検査技師）

虚血性心疾患の心エコー図診断	
	 辻井　正人（三重ハートセンター　臨床検査技師）

心電図の基礎とモニタ心電図のコツ	
	 清水　速人（倉敷中央病院　臨床検査技師）

知っておきたい不整脈と心電図	
	 深田　陽平（三田市民病院　臨床工学技士）

虚血性心疾患の心電図診断	
	 赤松　俊二（滋賀県立総合病院　臨床工学技士）

ルーム 3

4月13日（土）

13:20～16:00 �

カテ室看護♥春の実力テスト
～カテ室看護力を試してみませんか?～

出題範囲は、ハートナーシング2017年10月号（第30巻10号）
カテ室看護力＝看護愛♥がわかる事で、自分の苦手分野やカテ看護の
振り返りができます。テスト後は、看護力＝看護愛♥が日々のカテ看護に
繋がるように執筆者らによるわかりやすい解説で一緒に復習していきま
す。
必見！！KCJLでしかできない！ 愛のある看護を身につけましょう。

座　　　　長 大竹陸希光（大阪警察病院　看護師）

 木下　博子（岸和田徳洲会病院　看護師）

講　　　　師 騰　　由香（神戸市立医療センター中央市民病院　看護師）

 小徳　暁生
 長谷川由美子（みなみ野循環器病院　臨床工学技士）

 平石　孝洋（ベルランド総合病院　看護師）

オブザーバー 加藤　京一（昭和大学大学院　保健医療学研究科）

ルーム 2

Co-medical Theater Ⅱ Co-medical Theater Ⅲ 
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14：10～15：00 �

座　　　　長 全　　　完 藤井　健一
コメンテーター 木下　法之 嶋田　芳久
 田村　俊寛 当麻　正直

● 大動脈弁位のstuck valveに対し経皮的にPig-tail 
catheterで修復した１例 
 森谷　尚人（鳥取市立病院）

● 超高齢のLow flow ? low gradient severe AS及び冠動
脈疾患を合併した重症心不全症例に対して一期的イン
ターベンションを行い救命しえた1例 
 時政　　聡（京都桂病院）

● 炎症性大動脈瘤を併発し急速進行した重症大動脈弁狭窄症に対
し一期的にTF-TAVI、TEVARを施行したIgG4関連疾患の一例 
 小倉　邦弘（昭和大学病院）

● Valve-in-valve TAVI＋TEVAR＋EVTのcombined therapy
が奏功した胸部大動脈瘤合併生体弁機能不全の1例 
 角谷　慶人（京都府立医科大学附属病院）

● 大動脈解離に対するOpen　Stent施行後に再解離を発症した
症例に対して大動脈内視鏡でEntry部周囲の観察をし得た1例 
 濵中　佑馬（大阪警察病院）

15：10～16：30 �

座　　　　長 上田　恭敬 久保　隆史
コメンテーター 浅輪浩一郎 上田　　博
 習田　　龍 朴　　幸男
 安賀　裕二

● 大動脈基部置換術後急速に左主幹部狭窄が進行しPCI
を行った１例 
 陳　　博敏（大阪府済生会野江病院）

●ステント留置困難なLMT trifurcation病変への一治療例 
 稲端　翔太（厚生連高岡病院）

● Chronic vascular response after directional coronary atherectomy followed by 
drug‐coated balloon treatment; serial intravascular ultrasound examination. 
 Phyo Hein Aung（兵庫県立姫路循環器病センター）

● DCA切片の病理解析で特定された healed plaque 
ruptureの一例 
 横井　雅史（豊橋ハートセンター）

● DCAを用いてintimal flapを切除することでのみ治療しえ
たステント再狭窄2症例 
 下地顕一郎（済生会宇都宮病院）

● 分岐部病変に対するRescue Crush stentingが有用で
あった1例 浅野　克明（関西メディカル病院）

● 不安定プラークのびらんに対する血栓吸引療法後に生じ
たプラーク破裂をOCTで同定し得たACSの一例 
 近藤　誠太（昭和大学病院）

● ２種類のNIRS-IVUS systemによって検出される脂質量
の比較検討 
 北尾　　隆（箕面市立病院）

SHD

PCI LMT / imaging

9：00～10：20 �
座　　　　長 林　　孝俊 山本　　孝
コメンテーター 赤羽目聖史 大槻　尚男
 瓦林　孝彦 谷川　　淳
 横井　研介
● 特発性冠動脈解離に真腔内血栓を合併し治療方針に難

渋した急性前壁心筋梗塞の1例 
 宮田　昭彦（兵庫県立尼崎総合医療センター）

●AMIのPCI中にwire perforationが疑われた一症例 
 竹中　悠輔（長崎医療センター）

●良い教訓を得た急性心筋梗塞、自由壁破裂の一例 
 田邉　　弦（木沢記念病院）

● LMT分岐部に生じた巨大浮遊血栓に対してBalloon 
protectionを行いつつBail Outし得たSTEMIの1例 
 森下　　瞬（関西医科大学附属病院）

●ACSを繰り返した冠動脈拡張症の一例 
 小倉　和浩（済生会野江病院）

● 5Fr造影用カテーテルでの直接血栓吸引及び、血管内ウロキナーゼ散
布が有効であった川崎病（疑）後巨大瘤状冠動脈の血栓性閉塞症例 
 樫山　智一（西宮渡辺心臓脳血管センター）

●Perfusion balloonが有効だった亜急性心筋梗塞症例 
 外山　裕子（高松赤十字病院）

● A case of uncontrollable intra-procedural stent thrombosis 
 井ノ口　安紀（富山赤十字病院）

10：30～11：50 �
座　　　　長 坪川　明義 土肥　直文
コメンテーター 小田　　強 笠行　典章
 小林　智子 清水　眞澄
 森　　益規
● 急性心筋梗塞治療時のステント留置により感染性冠動脈

瘤を閉鎖できた症例 
 湯口　賢（愛仁会高槻病院）

●Impella挿入に非常に難渋したAMIの1例 
 田中　昭光（名古屋徳洲会総合病院）

●当院におけるIMPELLAの初期導入経験について 
 志村　徹郎（豊橋ハートセンター）

● 若年男性のRCA/LAD2枝閉塞のAMIに対して、
stentless PCIを施行した1例 
 西田　裕明（済生会宇都宮病院）

● LADのCTO病変を含む重症3枝病変のACS -血行再建の順序は?- 
 伊藤　之康（京都府立医科大学附属病院）

● LMTステント留置後にno reflowとなった超高齢心筋梗塞症例 
 近藤　正輝（岩手県立中央病院）

● 広範囲高度虚血と高度大動脈弁狭窄症を合併した超高齢者のカテコラミン
不応性ショックに対し、ACP変遷を経てIABPサポート下にPCIを行った一例 
 松原　勇樹（京都第一赤十字病院）

PCI ACS ①

PCI ACS ②

4月12日（金）
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デジタルポスターセッション ホール C

4月12日（金） 4月13日（土）

16：40～17：50 �

座　　　　長 清野　義胤
 高島　弘行
コメンテーター 秋田　雄三
 岡田　正治
 中川　　厚
 西尾　壮示
 廣岡　慶治

●ELCAが有用であったステント内閉塞の一例 
 中田　円仁（那覇市立病院）

● LMT true bifurcation lesionに対してRotablatorを用い
ることでsingle stent+KBTで仕上げることができた一例 
 櫻井　将之（おおたかの森病院）

● Paclitaxel eluting stent留置11年後に全周性のcalcified noduleによるステ
ント内再狭窄をきたし、ロータブレーターと薬剤溶出性バルーンで治療した１例 
 古瀬　領人（静岡医療センター）

● Calcified Noduleによる再狭窄を繰り返すLCx病変の1例 
 松本　翔平（ベルランド総合病院）

● Orbital Atherectomy Systemを用いたnon-stent 
strategyでの治療を行った一例 
 浪花　祥太（北播磨総合医療センター）

● 高度石灰化を伴う急性冠症候群に対しDiamond backが
著効した2例 
 岩崎　義弘（京都桂病院）

● Diamondback 360 Coronary Orbital Atherectomy System Micro 
Crown(OAS)とRotablator(RA)を使用したPCIの急性期成績の比較 
 吉田　　律（京都桂病院）

PCI atherectomy 9：00～10：20 �

座　　　　長 田仲　信行
 松室　明義
コメンテーター 加藤美保子
 外海　洋平
 武田　吉弘
 西部　　彰
 藤田　真也
 正木　元子

● Two Cases of Kinked Diagnostic Catheters during Transradial 
Coronary Angiography : Successful Case and Failed Case 
 福井　智大（JCHO大阪病院）

● 幸運にも断裂したFFR wireを回収できた１例 
 鈴木　圭太（木沢記念病院）

● 分岐部本幹に留置したステントの変形を来した一例  
～culotte stent時のピットフォール～ 
 池村奈利子（京都第一赤十字病院）

● LAD#6～7のPCI中、#D1入口部に留置していたステントスト
ラットにWolverine cutting baloonがstuckしてしまった1症例 
 佐伯　秀幸（済生会松山病院）

● Extention catheterを用いたrotaで冠動脈解離を起こし
た重症大動脈弁狭窄症の一例 
 小﨑　遼太（ひたち医療センター）

● OASにより冠動脈穿孔を来たしcovered stentによる
bailoutを要した一例 
 寺下　大輔（北播磨総合医療センター）

● 左冠動脈主幹部に留置したステントが大動脈に脱落し、回
収して上腕動脈に留置した1例 
 松井　　吟（福井大学医学部附属病院）

● LMTステント後にヘパリン誘発性舌動脈出血を来した高齢者の一例 
 児玉　隆秀（国家公務員共済組合連合会　虎の門病院）

PCI complication
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10：30～11：50 �

座　　　　長 阿部　　充
 舛谷　元丸
コメンテーター 川尻　健司
 辻　　貴史
 仲野　泰啓
 山口　淳一
 山本　克浩

● バイパス閉塞による狭心症症例に対して左冠動脈主幹部
の慢性完全閉塞病変にPCIを施行した一例 
 福山　雄介（国立病院機構　九州医療センター）

● A difficult case of crossing the wires and devices 
against severe calcified LAD CTO 
 浅田　紘平（岡村記念病院／滋賀医科大学医学部附属病院）

● 前拡張による偽腔形成後、バルーン同時拡張にて真腔内
にステントを誘導した一例 
 中川　雅之（神戸市立西神戸医療センター）

● 心臓CTによる血管解剖の把握がAntegrade approach
に有効であった, LAD CTOの一例 
 須藤　　究（済生会宇都宮病院）

● 逆行性wireを順行性microcatheterへRendezvousする際に6Fr 
Guidelinerが有用であった左前下行枝慢性完全閉塞の1症例 
 佐藤　孝宏（埼玉石心会病院）

● 高度石灰化を伴うLAD-CTO病変に対して、2種類の
atherectomy deviceで治療可能であった1例 
 山崎　誠治（札幌東徳洲会病院）

● Intra-Procedural Stent Thrombosisに難渋したLAD-CTOの1例 
 本池　　悠（りんくう総合医療センター）

● 屈曲病変/re-try症例によりwire通過困難例でRetrograde 
approachが奏功した一例 
 舛田　一哲（宇治徳洲会病院）

PCI CTO 13：20～14：30 �

座　　　　長 田崎　淳一
 舩津　篤史
コメンテーター 石原　昭三
 河田　正仁
 木下　法之
 辻本　　充
 浜中　一郎

● 膝窩動脈瘤のCTOに対してDCBで再閉塞を起こし
VIABAHNを使用した1例 
 三浦　　学（愛知厚生連海南病院）

● 小脳梗塞を発症したLeriche症候群の一例 
 水上　浩行（公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院）

● 近位端に再狭窄を認めた浅大腿動脈のViabahnを高解像度血管内視
鏡Zemporsheで観察し、その機序推定と治療効果を確認し得た1例 
 西本　裕二（兵庫県立尼崎総合医療センター）

● 浅大腿動脈閉塞に対してVIABAHNとSMARTをoverlapして留置し
慢性期に血管内視鏡・超音波で観察し興味深い所見が得られた一例 
 河村明希登（大阪労災病院）

● FPバイパス閉塞内にDES＋ステントグラフトを留置し血行
再建をし得たCLIの一例 
 山根　治野（大手前病院）

● 高度石灰化を伴う大動脈～腸骨動脈閉塞の治療に
VIABAHN VBXが有効であった一例 
 赤井　弘明（福山市民病院）

● EVAR術後脚閉塞に対してViabahn VBXで治療を行った一例 
 清水　紀宏（砂川市立病院）

EVT ①

4月13日（土）
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デジタルポスターセッション ホール C

14：40～16：00 �

座　　　　長 岡田　　隆
 椿本　恵則
コメンテーター 上月　　周
 下司　　徹
 全　　　完
 中井　健仁
 松岡　俊三

●急性閉塞を繰り返した浅大腿動脈閉塞の1例 
 徳田　尊洋（名古屋ハートセンター）

● 急性下肢動脈塞栓症に対してGOGOカテによる血栓吸
引療法が有効であった一例 
 今井　雄太（済生会滋賀県病院）

● 全身性エリテマトーデスに抗リン脂質抗体症候群を合併し
急性下肢動脈閉塞を繰り返した一例 
 松井　　裕（国家公務員共済組合連合会　斗南病院）

● 下肢動脈ステント内血栓症に対し、薬剤治療が奏功した一例 
 木村　　慶（静岡医療センター）

● PCI用デバイスが有用であった急性上間膜動脈塞栓症の一例 
 内藤　和幸（JCHO 札幌北辰病院）

● IVUSガイドのステント留置が有効であった慢性期腸骨静
脈DVTの1例 
 辻本　誠長（加古川中央市民病院）

● 下大静脈フィルター留置後に十二指腸穿孔をきたしたが
経静脈的に回収し得た一例 
 大石　庸介（昭和大学病院）

● 遠位橈骨動脈アプローチによるslender EVT 
 松本　祐介（横浜市立大学附属病院）

EVT ② 16：10～17：30 �

座　　　　長 川﨑　大三
 新家　俊郎
コメンテーター 上林　大輔
 滝内　　伸
 西尾　　学
 野村　哲矢
 正村　克彦

● 右浅大腿動脈完全閉塞に対して、右橈骨動脈より腋窩動
脈-大腿動脈バイパスを介して治療を行った1例 
 河合　　努（大阪急性期・総合医療センター）

● 上腸間膜動脈慢性完全閉塞病変に対しＣＴガイド下カ
テーテルインターベンションが有効であった一例 
 田丸　裕人（東宝塚さとう病院）

● 複数の高度石灰化病変を有する両側PADに対して、EVT
にて治療し得た2例 ～CROSSERの実力～ 
 大谷　啓輔（公立松任石川中央病院）

● 高度石灰化症例に対するSnare-piercing technique 
 飛田　一樹（湘南鎌倉総合病院）

● 浅大腿動脈慢性完全閉塞病変に対する経皮的末梢血管
形成術の治療成績 
 永井　泰斗（京都桂病院）

● バルーンの減圧困難に対するbail outで先端が離断し、回
収困難であった左浅大腿動脈慢性完全閉塞の一例 
 酒井孝志郎（昭和大学）

● Two cases of Entrapped balloon due to pulling 
strongly with insufficient balloon deflate condition 
 西山　茂樹（埼玉石心会病院）

● 右総腸骨動脈慢性完全閉塞病変をバルーンで拡張後にプラークの
飛散による左総腸骨動脈の閉塞をきたし吸引が有効であった一例 
 松井　　裕（国家公務員共済組合連合会　斗南病院）

EVT ③

4月13日（土）
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コメディカル　デジタルポスターセッション ルーム 2

11：00～11：50 �

座　　　　長 長谷川由美子

審 査 員 岡田　忠久
 中西　基修

●当院におけるRFR（Resting Full-Cycle Ratio）の有用性 
 坂井　基樹（倉敷中央病院）

● LMTを含む分岐部病変に対するDCA施行例における
Sync Visionの使用経験 
 藤村　真伊（名古屋掖済会病院）

● 血管内視鏡による新生内膜のGradeとIVUS所見との関連について 
 金城　未来（千葉西総合病院）

● NIRS-IVUSにおける冠動脈形成術前後の非責任病変の
MaxLCBI(4)の検証 
 井口　　基（箕面市立病院）

● PATI値と再治療の相関性に対する検証 
 林　　貞治（千葉西総合病院）

● 末梢動脈疾患に対してポケットLDFを使用した一例 
 冨田　雅之（三重大学医学部附属病院）

16：30～17：45 �

座　　　　長 吉武　彩乃

審 査 員 騰　　由香
 木下　博子

● 救急外来における緊急心臓カテーテル検査介助のための
スタッフ教育プログラム 
 中村真依子（武蔵野赤十字病院）

● 患者ファーストのタイムアウトを目指して 
 杉本とも子（医療法人伯鳳会はくほう会セントラル病院）

● 遠位橈骨動脈穿刺でも時間短縮は可能か？ 
 杉本とも子（医療法人伯鳳会はくほう会セントラル病院）

● カテーテル室に携わる看護師における現状調査 
 川口　俊弥（名古屋徳洲会総合病院）

● 心カテ室でのチーム医療向上への取り組み(シミュレーションを通して) 
 國弘　　純（独立行政法人国立病院機構　東広島医療センター）

● ST上昇型心筋梗塞の学習会による効果と今後の課題 
 勝田　祥子（市立奈良病院）

● PCI時に急変を繰り返した患者の術前・術中管理を振り返る 
 彦坂ゆかり（豊橋ハートセンター）

ME･ 検査 3 イメージング他

看　護

9：00～9：50 �

座　　　　長 舘　　智子

審 査 員 岡田　忠久
 中西　基修

● OFDI guideで高度石灰化病変に対して
Diamondback360が有効であった１例 
 吉岡　　徹（社会医療法人社団十全会 心臓病センター榊原病院）

● GUIDE PLUSで冠動脈穿孔した1例 
 長野　準也（済生会松山病院）

● ACS症例におけるperfusion balloonの有用性 
 安田　奈央（名古屋掖済会病院）

● 名古屋ハートセンターにおける新規小血管病変に対する
薬剤溶出性バルーンの使用成績 
 小島　未完（名古屋ハートセンター）

● 当院で施行したDCA症例の初期成績 
 山下　　翔（豊橋ハートセンター）

10：00～10：50 �

座　　　　長 長谷川慎一

審 査 員 岡田　忠久
 中西　基修

● RotaProを導入して～臨床工学技士へのアンケートを踏まえて～ 
 見目　貴哉（千葉西総合病院）

● TRIにおける止血デバイスの検討 
 澤田　　望（市立福知山市民病院）

● IMPELLA補助下でのRotablatorの使用経験 
 村上　堅太（名古屋徳洲会総合病院）

● IABカテーテルにおける光ファイバーセンサーバルーンの有効性 
 佐生　　喬（三重大学医学部附属病院）

● B型WPW症候群に対しAdvisor? HD Gridが有用であった1症例 
 長瀬　弘行（一宮市立市民病院）

ME･ 検査 1 デバイス

ME･ 検査 2 工夫

4月12日（金）
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コメディカル　デジタルポスターセッション ホール C

13：10～14：00 �

座　　　　長 川野　　彰

審 査 員 今井　俊輔
 加藤　京一

●冠動脈CTによる冠動脈内腔面積と責任灌流域の関係 
 水﨑　陽仁（岐阜ハートセンター）

● Iliac EVTにおいて、PCXMCを用いた患者被ばく線量の
報告 ファントムの違いによるESD評価 
 村山　和宏（JA愛知厚生連　豊田厚生病院）

● 京都九条病院における心臓カテーテル検査・治療の集計 
 吉永　健二（医療法人同仁会（社団）京都九条病院）

● 夜間・休日　緊急時心臓カテーテル検査におけるDoor to 
balloon time(DTBT)短縮に向けての取り組み 
 神倉　孝亮（医療法人橘会東住吉森本病院）

● 同一部位に3年間に3度の急性冠症候群を繰り返した１症例 
 口ノ町　俊嗣（豊橋ハートセンター）

● X線防護衣（プロテクター）に蔓延る黒い影 
～考えてみよう愛着持った日常管理法～ 
 宮本　直武（士別市民病院）

放射線

4月12日（金）
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＊スケジュール及び内容は都合により変更される場合があります。

Training Center ホール C

参加型プログラム

バスキュラーラボセンタープラス【心・血管エコー講習会 & ハンズオン】
臨床の場で役立つ心血管エコーのテクニックを、心臓・大血管・頸動脈・腎動脈・下肢動脈・下肢静脈の領域にわけエキス
パート講師により講義＆実技指導を行います。1日目（金）はベーシックコースとし日常のスクリーニング検査のポイントを
レクチャーします。2日目（土）はスキルアップコースとし、ちょっと高度なテクニックや臨床に活かせる知識を少人数のグ
ループで学びます。聴講はスペースの許す限りご自由です。ふるってご参加ください。

ライブ：事前申込不要　スペースの許す限り聴講可
ハンズオン：事前申込要　各定員5名
※CVT認定講習会　申請予定 (心臓セッション除く）　

頸動脈・腎動脈/大血管セッション
座　　長 山崎　正之（大阪府済生会中津病院）

 9:30～10:00 講演 
「頸動脈～腎動脈の基本評価法」
三木　　俊（東北大学病院）

 10:00～10:30 ライブ 
「頸動脈～腎動脈の基本的操作」
辻　真一朗（かねみつ内科クリニック）

 10:30～11:30 ハンズオン
三木　　俊（東北大学病院）
辻　真一朗（かねみつ内科クリニック）

下肢動静脈セッション
座　　長 三木　　俊（東北大学病院）

 13:15～13:45 講演＆ライブ（動脈） 
エコーでPADのどこを診るべきか？基本編
林　　愛子（松山赤十字病院）

 13:45～14:15 講演＆ライブ（静脈） 
DVTはエコーでどこまで診るべきか？
濵口　浩敏（北播磨総合医療センター）

14:15～15:15 ハンズオン
下肢動脈：林　　愛子（松山赤十字病院）
下肢静脈：濵口　浩敏（北播磨総合医療センター）

心臓セッション
座　　長 辻　真一朗（かねみつ内科クリニック）

 15:30～16:00 講演 
「胸痛で診るべき心エコー検査」
内田　文也（三重ハートセンター）

 16:00～16:30 ライブ 
「基本描出のテクニック」
吉永　仁香（大阪府済生会中津病院）

 16:30～17:30 ハンズオン
吉永　仁香（大阪府済生会中津病院）
内田　文也（三重ハートセンター）

頸動脈・腎動脈/大血管セッション
座　　長 山崎　正之（大阪府済生会中津病院）

 9:30～10:00 講演＆ライブ（頸動脈エコー） 
「新ガイドラインに基づいた頸動脈エ
コー検査とは？」
濵口　浩敏（北播磨総合医療センター）

 10:00～10:30 講演＆ライブ（大血管・腎動脈エコー 他） 
「知識と技術の整理～各ガイドラインより」
住ノ江功夫（姫路赤十字病院）

 10:30～11:30 ハンズオン＆質問コーナー
頸動脈：濵口　浩敏（北播磨総合医療センター）
腎動脈、他：住ノ江功夫（姫路赤十字病院）

下肢動静脈セッション
座　　長 辻　真一朗（かねみつ内科クリニック）

 13:15～13:45 講演＆ライブ（動脈） 
「下肢動脈エコー　基礎からその先へ」
林　　愛子（松山赤十字病院）

 13:45～14:15 講演＆ライブ（静脈) 
「下肢静脈エコーを知り尽くす～DVTからVarixまで」
山内　一浩（市立豊中病院）

 14:15～15:15 ハンズオン＆質問コーナー
下肢動脈：林　　愛子（松山赤十字病院）
下肢静脈：山内　一浩（市立豊中病院）

心臓セッション
座　　長 吉永　仁香（大阪府済生会中津病院）

 15:30～16:00 講演＆ライブ（心臓・冠動脈） 
「大動脈狭窄症評価のリアルワールド」
松谷　勇人（天理よろづ相談所病院）

 16:00～16:30 講演＆ライブ 
「虚血性心疾患評価のリアルワールド」
山崎　正之（大阪府済生会中津病院）

 16:30～17:30 ハンズオン＆質問コーナー
心臓：山崎　正之（大阪府済生会中津病院）
心臓：松谷　勇人（天理よろづ相談所病院）

共�催…キヤノンメディカルシステムズ㈱

4月12日（金）・13日（土）

  4/12㈮   ベーシックコース   4/13㈯   スキルアップコース
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＊スケジュール及び内容は都合により変更される場合があります。

Training Center ホール C

参加型プログラム

Imaging Seminar 
オトのチカラヒカリのチカラ～Lesion 
Oriented Imaging Guided PCI～
日時：	①OFDI　13:20-14:10　	

②IVUS×EVT　16:00-17:00	
会場：ホールC
定員：20名　事前登録制（空き状況により当日参加可能）
対象：メディカル

共　　催……テルモ㈱

TAVIの適応と自己拡張型 
TAVIデバイスの特性を学ぶ 
TAVI Hands-On Seminar
日時：15:30-17:00
会場：ホールC
定員：8名（空き状況により当日参加可能）
対象：メディカル

共　　催……日本メドトロニック㈱

ETOSSハンズオン
日時：①9:30-11:30　②13:00-15:00
会場：ホールC
定員：	各コース4名　事前登録制	

（空き状況により当日参加可能）
対象：メディカル

共　　催……朝日インテックＪセールス㈱

心タンポナーデを作らないためのコイル塞栓術 
-  ワイヤ穿孔は合併症ではない！  
タンポナーデが合併症！-
日時：①9:30-11:00　②14:00-15:30	
会場：ホールC
定員：8名　事前登録制（空き状況により当日参加可能）
対象：メディカル
共　　催…… 大阪大学医学部国際循環器学寄附講座 

テルモ㈱

4月12日（金）

4月12日（金）

4月13日（土）

4月13日（土）
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＊スケジュール及び内容は都合により変更される場合があります。

Training Center 

参加型プログラム

 ルーム 6　

FFRを正しく理解しよう　 
～心筋血流予備量の基礎～
日時：13:30-15:30	(講義90分、ハンズオン30分)
会場：ルーム6
定員：20名　事前登録制（空き状況により当日参加可能）
対象：コメディカル

共　　催……アボット バスキュラー ジャパン㈱

Expert から学ぶ 
最適な Bifurcation stenting
日時：4月12日（金）①10:30-11:30　②16:00-17:00
　　　4月13日（土）③	13:30-14:30	

（講義15分、ハンズオン45分）
会場：ルーム6
定員：8名　事前登録制（空き状況により当日参加可能）
対象：メディカル

共　　催……アボット バスキュラー ジャパン㈱

OCT Basic Training Center　
～OCT simulatorを使って治療 
戦略を立てよう～
日時：①9:30-11:30
　　　②	15:00-17:00	

（講義40分、ハンズオン80分)
会場：ルーム6
定員：20名　事前登録制（空き状況により当日参加可能）
対象：コメディカル

共　　催……アボット バスキュラー ジャパン㈱

 ルーム 9　

IVUS Learning Center
日時：4月12日（金）[A-1]	14:50-15:50
　　　4月13日（土）	[B-1]	9:30-10:30			

[B-2]	13:30-14:30
会場：ルーム9
定員：20名　事前登録制（空き状況により当日参加可能）
対象：メディカル/コメディカル	
共　　催……ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

Mastership Program
日時：	4月12日（金）	

　①13:30-14:30　Cutting	Balloonを究める	
　②16:10-17:10　	複雑病変をいかにシンプルに治療

するか-最適なデバイスの活用法-
　　　	4月13日（土）	

　③10:45-11:45　	石灰化病変治療を究める	～ロータブ
レーターの適応と安全な使用法を考える

会場：ルーム9
定員：20名　事前登録制（空き状況により当日参加可能）
対象：メディカル
共　　催……ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

4月12日（金）

4月12日（金）・13日（土）

4月13日（土）

4月12日（金）・13日（土）

4月12日（金）・13日（土）





会 期 2019年4月11日（木）～13日（土）

会 場 ナレッジキャピタル  コングレコンベンションセンター
（グランフロント大阪 北館 B2F）

KCJL事務局
〒440-0886 愛知県豊橋市東小田原町48 セントラルレジデンス201
TEL：0532-57-1278 FAX：0532-52-2883
E-mail:kcjl@kcjl.gr.jp  Website: http://www.kcjl.gr.jp

参 　 加 　 登 　 録

＊研修医の方は所属長の捺印のある研修医証明書もしくは研修医と
記された病院名札を当日必ずご持参ください。
＊学生の方は学生証を当日必ずご持参ください。

当日会場での参加登録受付になります。

20,000円（全日参加）メ デ ィ カ ル

  10,000円（4/13参加）サージカル（1日券）

4,000円（全日参加）コ メ デ ィ カ ル

20,000円（全日参加）企　　　　　　業
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ナレッジキャピタル
（グランフロント大阪 北館内 B2F）

グランフロント大阪 南館
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