


GREETINGS

Spirit of PCI with Rational Treatment(SPIRIT) 顧問
桜橋渡辺病院 統括顧問 藤井 謙司

寒冷の候、皆様ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
SPIRIT Live Demonstration 2020 を開催するに当たり、ご挨拶を申し上げます。
本会ですが名称をSpirit of PCI with Rational Treatment(SPIRIT)に変更しての4回目の開催となり、通算では
第11回目を迎えることになります。これもひとえにこれまでご支援ご指導頂きました皆様方のお陰でございます。
今回は、1月25日（土）桜橋渡辺病院より、Complex PCIをメインテーマとしてライブ中継を実施致します。
今回もライブ中継のみならず、話題性の高い内容のレクチャー等をご用意させて頂いております。
また、当ライブでは若手インターベンショナリストを含めたオペレーターの構成で手技を行い、PCI手技のストラテジーと、イメー
ジングデバイスの活用について、ご参加頂く先生皆様と共に熱い議論を交わすことができたらと考えております。
本年も諸先生方より、ご指導を仰ぎながら、本研究会が皆様の日々の診療に役立つものとなるような情報共有が出来れば
幸いでございます。
最後になりましたが、開催にあたり関係各位、企業各社様からの温かい支援ご協力に心より感謝申し上げます。

Spirit of PCI with Rational Treatment(SPIRIT) 代表世話人
昭和大学病院 新家 俊郎

今年もSPIRITライブの季節が参りました。
成熟期を迎えたPCI治療において、CTOを克服することが残された課題であるとともに、より適切で合理的な治療を行い、
個々の患者さんの長期予後改善を追及することが求められます。CTO治療ならびにImagingを駆使したPCIは本邦から
世界に発信し続けている冠動脈疾患治療の根幹をなすところと言えます。
今年も、皆さんと熱い議論を交わしながら、日々進歩する診断・治療の最前線を共有させて頂ければ大変嬉しく思います。
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GREETINGS

Spirit of PCI with Rational Treatment(SPIRIT) 代表世話人
桜橋渡辺病院 岡村 篤徳

寒気の候、益々御清祥のこととお慶び申し上げます。SPIRIT Live Demonstration 2020を開催するに当たり、代表世話
人としてご挨拶を申し上げます。今年も、桜橋渡辺病院より、複雑病変に特化したPCIのライブを1日に凝縮して放映させていただ
きます。CTOに関しましては、新しいCTO IVUSであるAnteOwl WR™ IVUSの位置づけとその使用方法を、分岐部と石灰化
病変に関してましても、最新の治療を提示できましたらと考えております。
例年、寒い時期の開催では御座いますが、多くの先生やコメディカルの方と大阪にてお会いできる事を楽しみにしております。

Spirit of PCI with Rational Treatment(SPIRIT) 代表世話人
三田市民病院 吉川 糧平

今年もSPIRITの時期がやってきました。
ここ数年でCTO PCIはかなり成熟してきたと思います。3D Wiringに関しては毎回取り上げ理解が深まったと思っています。今年
は念願のプルバック可能なWR IVUSが使用可能になります。今年のSPIRITは今までのアンギオベースの3D wiringに加え、
IVUSガイドの3D wiring (Tip Detection法) をライブでお見せ出来ればと思っています。
安全に最もリーズナブルに遂行するためにどうすれば良いのか、多くの経験ある術者の皆様と話し合いながら、さらに高品質な治療
を目指して行く事がSPIRITの根幹です。ご出席頂ける先生方は顔見知りの方が多いのもこのSPIRITの特徴の１つです。普段の
ライブでは中々追及が難しいところまで掘り下げ、皆様の為になるライブデモンストレーションが出来ればと思っています。
非常に寒い日が続いていますが、体調など崩されないようご自愛ください。
当日皆様とお会い出来る事を楽しみにしています。

Spirit of PCI with Rational Treatment(SPIRIT) 代表世話人
福岡輝栄会病院 大塚 頼隆

寒冷の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。今年度より
SPIRIT代表世話人に任命されました福岡輝栄会病院の大塚頼隆です。
SPIRIT Live Demonstrationも旧K-VICから数えて第11回目の開催になります。K-VICを始めた当時、小生も関わらせて
いただいておりましたが、この度、世話人に復帰することができました。代表世話人の岡村先生、新家先生、吉川先生、また、10
年前からこのライブを開催するにあたりご支援いただいております顧問の南都先生、藤井先生にこの場をお借りしまして厚くお礼申し
上げます。
10年以上続いているSPIRITはPCIライブのみならず充実したセミナーも行っております。今までのことを継続しつつ、若い世代へ
の教育や他地区への普及も今後力を入れて行きたいと考えています。本ライブを通して、至適な複雑病変に対する治療が広く普
及することを心から願っています。
毎年、寒い時期の開催になりますが、皆様とお会いできること、また活発な議論ができることを楽しみにしております。
今後とも皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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MEMBERS

南都 伸介 西宮市立中央病院
藤井 謙司 桜橋渡辺病院

Advisor

大塚 頼隆 福岡輝栄会病院
岡村 篤徳 桜橋渡辺病院
新家 俊郎 昭和大学病院
吉川 糧平 三田市民病院

Director

粟田 政樹 広域紋別病院
大竹 寛雅 神戸大学医学部附属病院
片岡 亨 ベルランド総合病院
川尻 健司 松原徳州会病院
山田 愼一郎 北播磨総合医療センター
山本 克浩 関西医科大学総合医療センター

Co-Director
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※五十音順

MEMBERS
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明石 晋太郎 浜田医療センター
秋田 雄三 大阪府済生会泉尾病院
浅輪 浩一郎 守口生野記念病院
安部 博昭 高槻病院
飯島 雷輔 東邦大学医療センター大橋病院
五十嵐 宣明 神戸赤十字病院
井口 朋和 ベルランド総合病院
石川 正人 桜橋渡辺病院
石原 昭三 耳原総合病院
石原 隆行 関西ろうさい病院
猪野 靖 新宮市立医療センター
今井 雄太 済生会滋賀県病院
岩崎 正道 兵庫県立淡路医療センター
上野 雅史 近畿大学病院
江尻 純哉 神戸市立西神戸医療センター
榎本 志保 大阪府済生会野江病院
岡 崇史 桜橋渡辺病院
岡 俊治 呉医療センター
岡田 正治 滋賀県立総合病院
岡村 誉之 山口大学医学部附属病院
開發 謙次 神鋼記念病院
鹿島 由史 札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック
角谷 誠 加古川中央市民病院
川村 克年 桜橋渡辺病院
木下 法之 武田病院
木村 茂樹 横浜南共済病院
上月 周 大阪府済生会中津病院
近藤 誠太 昭和大学病院
習田 龍 大阪労災病院
鈴木 智詞 桜橋渡辺病院
芹川 威 福岡和白病院
外海 洋平 大阪警察病院
薗田 剛嗣 鹿児島大学病院

Faculty

高島 弘行 市立長浜病院
高谷 具史 兵庫県立姫路循環器病センター
武田 吉弘 りんくう総合医療センター
伊達 基郎 大阪医療センター
田中 康太 桜橋渡辺病院
谷川 高士 松阪中央総合病院
辻田 裕昭 昭和大学病院
永井 宏幸 桜橋渡辺病院
永田 義毅 千代田循環器内科クリニック
中野 顯 彦根市立病院
中村 大輔 大阪大学 大学院医学系研究科
西澤 圭亮 桜橋渡辺病院
西野 雅巳 大阪労災病院
朴 幸男 関西医科大学総合医療センター
長谷川 隆生 高石藤井心臓血管病院
東野 順彦 東宝塚さとう病院
樋口 義治 大阪警察病院
廣岡 慶治 大阪府済生会千里病院
福原 怜 兵庫県立尼崎総合医療センター
藤井 健一 関西医科大学附属病院
藤田 博 京都第二赤十字病院
馬﨑 徹 JCHO神戸中央病院
松尾 浩志 八尾徳洲会総合病院
松本 大典 淀川キリスト教病院
水谷 一輝 大阪市立大学医学部附属病院
宮井 伸幸 武田病院
森田 孝 大阪急性期・総合医療センター
安賀 裕二 住友病院
安田 敏彦 石川県立中央病院
山田 寿太郎 山口県済生会下関総合病院
山地 雄平 北野病院
横井 研介 大阪大学 大学院医学系研究科

ライブ中の疑問やコメントがダイレクトにできる！
spiritqa@tobutoptours.co.jp
上記アドレスから両日ともセッション中にご自身の携帯電話・PC・スマートフォン・タブレットより、
いつでもご質問が可能です。
座長席にて確認しまして、当日回答をいたします。

※氏名は公開されません。
※時間や状況により、すべてのご質問にお答えできかねる場合がございますので、ご了承ください。

QR
Code



TIME SCHEDULE … 1月25日(土)

5F エルセラーンホール 3F 宴会場 15F スカイアトリウム
09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

09:00～10:30
Live Demonstration Session 1

…7ページ

Short Lecture (10:00～10:15)
共催：第一三共株式会社

10:30～12:00
Live Demonstration Session 2

…7ページ

Short Lecture (11:30～11:45)
共催：ニプロ株式会社

13:00～14:30
Focus Live Session ①

…8ページ
Focus Live Lecture(14:00～14:15)
共催：日本ライフライン株式会社

13:00～15:00
Hands-On Session 1

…11ページ

14:40～16:10
Live Demonstration Session 3

…9ページ
Short Lecture (15:40～16:00)
共催：バイエル薬品株式会社

16:00～18:00
Hands-On Session 2

…11ページ

16:20～17:50
Focus Live Session ②

…9ページ
Focus Live Lecture (17:20～17:35)
共催：日本メドトロニック株式会社

18:00～18:30 Evening Seminar
共催：アストラゼネカ株式会社/小野薬品工業株式会社

…10ページ
18:30 Closing Remarks
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12:00～13:00 [Lunch Served]
Luncheon Seminar …8ページ

14:30～14:40 – Break Time Session 1
…8ページ

共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

16:10～16:20 – Break Time Session 2
…9ページ

共催：朝日インテックＪセールス株式会社

17:50～18:00 – Break Time Session３
…10ページ

共催：株式会社フィリップス・ジャパン

12:00～12:30
Luncheon Seminar 1
共催：アボット バスキュラー ジャパン株式会社
12:30～13:00
Luncheon Seminar 2
共催：第一三共株式会社



PROGRAM … 1月25日(土)

IVUSコメンテーター
◆09：00～13：00

◆13：00～17：50

オペレーター

関西医科大学附属病院
大阪大学大学院医学系研究科

新宮市立医療センター
近畿大学病院

桜橋渡辺病院

ベルランド総合病院
昭和大学病院
北播磨総合医療センター
三田市民病院

藤井 健一
横井 研介

猪野 靖
上野 雅史

岡村 篤徳
永井 宏幸
片岡 亨
新家 俊郎
山田 愼一郎
吉川 糧平

SPIRIT LIVE DEMONSTRATION09:00～17:50

中継元：桜橋渡辺病院
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Live Demonstration Session 109:00～10:30

Live Demonstration Session 210:30～12:00

Focus Live Session ①13:00～14:30

Live Demonstration Session 314:40～16:10

Focus Live Session ②16:20～17:50

…  7ページ

…  7ページ

…  8ページ

…  9ページ

…  9ページ



PROGRAM … 1月25日(土) ホテルエルセラーン大阪 (５階「エルセラーンホール」)

スーパーバイザー

座長

コメンテーター

大阪労災病院

加古川中央市民病院
福岡和白病院

高槻病院
神戸赤十字病院
大阪警察病院
兵庫県立尼崎総合医療センター
大阪市立大学医学部附属病院
大阪急性期・総合医療センター
住友病院

西野 雅巳

角谷 誠
芹川 威

安部 博昭
五十嵐 宣明
樋口 義治
福原 怜
水谷 一輝
森田 孝
安賀 裕二

Live Demonstration Session 109:00～10:30
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大阪警察病院演者 外海 洋平

10:00～10:15 共催：第一三共株式会社Short Lecture
『 PCI専門医のための抗血小板療法: “減らす”エビデンス最新アップデート 』

Live Demonstration Session 210:30～12:00

スーパーバイザー

座長

コメンテーター

京都第二赤十字病院

松原徳洲会病院
関西医科大学総合医療センター

守口生野記念病院
ベルランド総合病院
武田病院
大阪医療センター
JCHO神戸中央病院
八尾徳洲会総合病院
石川県立中央病院

藤田 博

川尻 健司
山本 克浩

浅輪 浩一郎
井口 朋和
木下 法之
伊達 基郎
馬﨑 徹
松尾 浩志
安田 敏彦

共催：ニプロ株式会社Short Lecture
『 GUIDEPLUSⅡ ELの有用性 』

11:30～11:45

演者 耳原総合病院 石原 昭三



PROGRAM … 1月25日(土)

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社Break Time Session１
『 操作性から見たプレッシャーワイヤーCometの特徴と有用性について 』

14:30～14:40

座長

演者

松阪中央総合病院
大阪府済生会千里病院

済生会滋賀県病院

谷川 高士
廣岡 慶治

今井 雄太

ホテルエルセラーン大阪 (５階「エルセラーンホール」)
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スーパーバイザー

座長

コメンテーター

西宮市立中央病院

山口大学医学部附属病院
市立長浜病院

耳原総合病院
呉医療センター
大阪労災病院
兵庫県立姫路循環器病センター
千代田循環器内科クリニック
彦根市立病院
山口県済生会下関総合病院

南都 伸介

岡村 誉之
高島 弘行

石原 昭三
岡 俊治
習田 龍
高谷 具史
永田 義毅
中野 顯
山田 寿太郎

Focus Live Session ①13:00～14:30

共催：日本ライフライン株式会社Focus Live Lecture
『 Orsiro Clinical Update 「 BIOSTEMI Trial 」 』

14:00～14:15

演者 大阪府済生会中津病院 上月 周

座長 桜橋渡辺病院 藤井 謙司

Luncheon Seminar [ Lunch Served ]12:00～13:00

共催：アボット バスキュラー ジャパン株式会社Luncheon Seminar 1
『 Differences in Usage ～ For the Calcified Plaques Modification Devices ～ 』

12:00～12:30

演者 札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック 鹿島 由史

共催：共催：第一三共株式会社Luncheon Seminar 2
『 心房細動合併患者に対するPCI後抗血栓療法の最新エビデンス 』

12:30～13:00

演者 福岡輝栄会病院 大塚 頼隆



PROGRAM … 1月25日(土) ホテルエルセラーン大阪 (５階「エルセラーンホール」)
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スーパーバイザー

座長

コメンテーター

東宝塚さとう病院

松阪中央総合病院
大阪府済生会千里病院

浜田医療センター
大阪府済生会野江病院
神鋼記念病院
横浜南共済病院
鹿児島大学病院
昭和大学病院
関西医科大学総合医療センター

東野 順彦

谷川 高士
廣岡 慶治

明石 晋太郎
榎本 志保
開發 謙次
木村 茂樹
薗田 剛嗣
辻田 裕昭
朴 幸男

共催：バイエル薬品株式会社Short Lecture
『 WOEST likeからAFIRE likeへ ～リバーロキサバンデータの考察～ 』

15:40～16:00

演者 東邦大学医療センター大橋病院 飯島 雷輔

Live Demonstration Session 314:40～16:10

共催：日本メドトロニック株式会社Focus Live Lecture
『 Resolute Onyx™ Update 』

17:20～17:35

演者 関西ろうさい病院 石原 隆行

スーパーバイザー

座長

コメンテーター

福岡輝栄会病院

滋賀県立総合病院
りんくう総合医療センター

大阪府済生会泉尾病院
関西ろうさい病院
神戸市立西神戸医療センター
大阪大学大学院医学系研究科
高石藤井心臓血管病院
武田病院
北野病院

大塚 頼隆

岡田 正治
武田 吉弘

秋田 雄三
石原 隆行
江尻 純哉
中村 大輔
長谷川 隆生
宮井 伸幸
山地 雄平

Focus Live Session ②16:20～17:50

共催：朝日インテックＪセールス株式会社Break Time Session２
『 Corsair Pro XSの可能性 』

16:10～16:20

座長

演者

滋賀県立総合病院
りんくう総合医療センター

桜橋渡辺病院

岡田 正治
武田 吉弘

岡村 篤徳



PROGRAM … 1月25日(土)
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Break Time Session３
『 Scoring balloonとして優れたAngioSculptの特性を考える 』

17:50～18:00

座長
演者

桜橋渡辺病院
兵庫県立淡路医療センター

藤井 謙司
岩崎 正道

共催：株式会社フィリップス・ジャパン

共催：アストラゼネカ株式会社Evening Seminar
『 サブスペシャリティーを超えた不整脈治療のすすめ 』

18:00～18:30
小野薬品工業株式会社

座長
演者

桜橋渡辺病院
桜橋渡辺病院

藤井 謙司
岡 崇史

ホテルエルセラーン大阪 (５階「エルセラーンホール」 )

Closing Remarks18:30～

桜橋渡辺病院
昭和大学病院

岡村 篤徳
新家 俊郎



PROGRAM … 1月25日(土) ホテルエルセラーン大阪 (３階「エルシェラ」)
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Hands-On Session２

ディレクター

チーフ

トレーナー

三田市民病院

神戸赤十字病院

兵庫県立尼崎総合医療センター
JCHO神戸中央病院
八尾徳洲会総合病院

吉川 糧平

五十嵐 宣明

福原 怜
馬﨑 徹
松尾 浩志

16:00～18:00

ディレクター

チーフ

トレーナー

三田市民病院

神戸赤十字病院

大阪府済生会泉尾病院
大阪医療センター
淀川キリスト教病院

吉川 糧平

五十嵐 宣明

秋田 雄三
伊達 基郎
松本 大典

Hands-On Session１13:00～15:00



協賛企業一覧

SPIRIT Live Demonstration 2020 の開催にあたり、多くの企業・団体の方々にご支援を頂きました。
ここに謹んで感謝申し上げます。

朝日インテックＪセールス株式会社

アシスト・ジャパン株式会社

アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社

アストラゼネカ株式会社

アボット バスキュラー ジャパン株式会社

株式会社オヴァリス

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

カーディナルヘルスジャパン合同会社

サノフィ株式会社

株式会社島津製作所

第一三共株式会社

テルモ株式会社

東レ・メディカル株式会社

二プロ株式会社

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

バイエル薬品株式会社

株式会社フィリップス・ジャパン

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

メディキット株式会社

※五十音順 敬称略
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MEMO





NEON TM Pro 
滑らかな先端チップ
優れた潤滑性
優れた通過性

NEON TM NC Pro
スムーズで正確な
ステント後拡張

ローコンプライアンス
ロープロファイル
安定した

バルーンリラップ性能

NEON TM Pro 
NEON TM NC Pro
PTCA Balloon Dilatation Catheter

■販売名：NEON Pro PTCAバルーンカテーテル ■承認番号： 22600BZX00031A01 ■製造販売元：株式会社カネカ
■販売名：NEON NC Pro PTCAバルーンカテーテル ■承認番号： 22500BZX00347A03 ■製造販売元：株式会社カネカ

CHG0292-01-20186 / CB © Cardinal Health Japan G.K. 2018

全国共通・受注専用フリーダイヤル

［販売元］ Cardinal Health Japan 合同会社
本 社／〒163 -1034  東京都新宿区西新宿３ -7-1 新宿パークタワー

Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

The Art of 
Flow Restoration



2018年4月作成
SAJP.ALI.18.04.0896

効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等については添付文書をご参照ください。



【お問い合わせ先】
メディキット Shiba Park Education Center（SPEC）
〒105-0011 東京都港区芝公園1-3-12 クローバー芝公園5F
TEL 03-6402-5777　FAX 03-3432-7260

医療機器承認番号 ： 22900BZI00004000
販売名 ： Diamondback 360 Coronary Orbital Atherectomy システム
保険医療材料請求分類：心臓手術用カテーテル（4）特殊カテーテル

アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル



 

SyncVision

記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.の
商標または登録商標です。　
© 2018 Philips Japan, Ltd. 

販売名：プライムワイヤ　プレステージ
医療機器承認番号：22300BZX00128000
販売名：CORE Mobile イメージング システム
医療機器認証番号：225ADBZX00138000
販売名：s5ix イメージング システム
医療機器認証番号：22200BZX00696000
販売名：ボルケーノ s5 イメージング システム
医療機器認証番号：21800BZY10159000

SyncVision

Philips SyncVisionはAngio画像に IVUSとPhysiologyを
融合させることにより視覚的に適切な治療をサポートします

There's always a way to make life better

Make the difference 
with Live Image 
Guidance



販売名：SJM FD-OCT イメージングシステム 医療機器承認番号：22300BZX00306000 分類：管理医療機器
販売名：SJM OCT イメージングカテーテル 医療機器承認番号：22300BZX00307000 分類：高度管理医療機器
販売名：SJM FD-OCT Integrated イメージングシステム 医療機器承認番号：22700BZX00153000 分類：管理医療機器
販売名：SJM 血管内圧測定システム 医療機器認証番号：225ADBZX00056000 分類：管理医療機器
販売名：SJM プレッシャワイヤ アエリス 医療機器承認番号：22300BZX00469000 分類：高度管理医療機器
販売名：XIENCE Sierra 薬剤溶出ステント 医療機器承認番号：23000BZX00091000 分類：高度管理医療機器

The products contained in this document are trademarks of the Abbott Group of Companies. 

製造販売元

アボット バスキュラー ジャパン株式会社
本　　　　社：〒108-6304　東京都港区三田3-5-27　住友不動産三田ツインビル西館 4F
Tel (03)4560-0780　Fax (03)4560-0781
製品の使用にあたりましては、添付文書をご確認のうえ適正使用にご協力をお願い申し上げます。
www.Vascular.Abbott/jp  ©2018 Abbott. All rights reserved. (APJ00000342-JPN-Rev.A)

アボットメディカルジャパン株式会社
〒105-7115  東京都港区東新橋一丁目５番２号 
汐留シティセンター
SJMprofessional.com

MARKET LEADING 
INNOVATIONS
TO OPTIMIZE PCI

CONFIDENCE AT STRESS OR REST

FFRとRFR測定による虚血評価PressureWire™ X
FFRとRFR測定をワイヤレスで

ずっと安心できるステントでありたい

より迅速に、より正確に

OPTIS™ OCT IMAGING SYSTEM

APTIVUE™ SOFTWARE
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