
       

SPIRIT Case Conference 2019 in Summer 

プログラム 
 

   日 時 ： 令和元年 7 月 27 日（土） 16:00～20：15 

   会 場 ： グランフロント大阪北館タワーＣ８階 

ナレッジキャピタルカンファレンスルームタワーＣ Room C01                                                    

 

【Opening Remarks】 16：00-  三田市民病院 吉川糧平 先生 

 

－症例検討会の発表時間は 10 分、質疑応答 5 分を含め、計 15 分でお願い致します－ 

 

【症例検討会: Imaging & Physiology ①】 16:00-16:30 

座        長：    石川県立中央病院 安田 敏彦 先生 

 関西医科大学附属総合医療センター 山本 克浩 先生 

コメンテーター：    愛仁会高槻病院 安部 博昭 先生 

 和歌山医科大学附属病院 猪野 靖 先生 

 日本生命済生会日本生命病院 中川 厚 先生 

 高石藤井心臓血管病院 長谷川 隆生 先生 

症例提示（2 例）： 康生会武田病院 宮井 信幸 先生 

              「 OCT で確認したステント血栓症の 1 例 」 

 近畿大学医学部附属病院 安田 昌和 先生 

              「 DES 留置後の新生内膜解離を OCT で診断し得た一例 」 

 

【症例検討会: Complex PCI ①】 16:30-17：00 

座      長：    ベルランド総合病院 片岡 亨 先生 

              加古川中央市民病院 角谷 誠 先生 

              松原徳洲会病院 川尻 健司 先生 

コメンテーター：    舞鶴共済病院 臼井 公人 先生 

 済生会野江病院 榎本 志保 先生 

              市立長浜病院 高島 弘行 先生 

              済生会千里病院 廣岡 慶治 先生  

 症例提示（2 例）： 三田市民病院  若山 克則 先生 

              「 LMT bifurcation に culotte stenting を行うも慢性期に PSS を伴う血栓性再狭窄を認めた一例 」 

 桜橋渡辺病院 石川 正人 先生 

              「 Effect of “KIWAMI lock” for a case that nothing goes to distal 」 

 

【基調講演 : 「 PCI 後抗血栓療法の現状と課題 - 薬剤選択と治療期間について - 」】 17:00-17:45 

座        長：  三田市民病院 吉川 糧平 先生 

演        者：  福岡輝栄会病院 大塚 頼隆 先生 

                                                     Co-Sponsored by 第一三共株式会社 

 



【休憩、及び食事のご用意】 17:45-17：55 

 

【症例検討会: Imaging & Physiology ②】 17：55-18:25 

座        長：    千代田循環器内科クリニック 永田 義毅 先生 

 北播磨総合医療センター 山田 愼一郎 先生 

コメンテーター：    関西ろうさい病院 石原 隆行 先生 

              兵庫県立姫路循環器病センター 高谷 具史 先生 

              大阪大学医学部附属病院 中村 大輔 先生 

 大阪急性期総合医療センター 森田 孝 先生 

症例提示（2 例）： 愛仁会高槻病院 佐々木 論 先生 

              「 当院における Stentless PCI の検討 」 

              りんくう総合医療センター 本池 悠 先生 

              「 RCA-CTO を含む多枝病変を IVUS で観察した全身性エリトマトーデスの 1 例 」  

 

【Sponsored Session ： 「 Contemporary OCT Guided PCI 」】 18:25‐19:00 

座        長：    桜橋渡辺病院 岡村 篤徳 先生 

演        者：    昭和大学病院 新家 俊郎 先生 

                         Co-Sponsored by Abbott Vascular Japan 

 

【Special Lecture 「 IVUS-based 3D ワイヤリング 」】 19:00‐19:45 

演        者：    桜橋渡辺病院 岡村 篤徳 先生 

 

【症例検討会: Complex PCI ②】 19：45-20 :15 

座      長：     滋賀県立総合病院 岡田 正治 先生 

                  桜橋渡辺病院 岡村 篤徳 先生 

 三田市民病院 吉川 糧平 先生 

コメンテーター：  済生会泉尾病院 野田 哲平先生  

 近畿中央病院 和泉 匡洋 先生 

              JCHO 神戸中央病院 馬﨑 徹 先生 

症例提示（2 例）: 済生会泉尾病院 大石 洋平 先生 

              「 高度石灰化を伴う RCA(CTO)の failure 症例 」 

 桜橋渡辺病院 永井 宏幸 先生 

              「 高度石灰化病変を有する RCA CTO 症例 」 

 

当日は軽食をご用意しております。 

また、会費として 1,000 円を集めさせて頂きます。ご参加頂いた確認のため、ご施設名・ご芳名のご記帳をお願い申し上げます。 

尚、ご記帳いただいたご施設名・ご芳名は医薬品および医学・薬学に関する情報提供のために利用させていただくことがございます。 

何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

共催 ： SPIRIT  /  Abbott Vascular Japan  /  第一三共株式会社 

                                                         2019．07.22 


