
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Spirit of PCI with Rational Treatment(SPIRIT) 顧問 

桜橋渡辺病院 副院長 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。 

The SPIRIT(旧 K-VIC) Live Demonstration 2017 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)に変更しての初の開催となり、通算では第 8 回

目を迎えることなります。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 13 日（金）に神戸大学より Imaging & Physiology、1 月 14 日（土）は桜橋渡辺病院より、 

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。 

  

GREETINGS 

 



 

 

 

 

 

Spirit of PCI with Rational Treatment(SPIRIT) 代表世話人 

神戸大学医学部附属病院 新家 俊郎 

 

新春の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。The SPIRIT(旧 K-VIC) Live 

Demonstration 2017 を開催するにあたり、代表世話人としてご挨拶申し上げます。 

関西の心血管インターベンション治療の発展向上のために開催してきた、K-VIC Live Demonstration ですが、

昨年は、約 470 名の先生、コメディカルスタッフの方にご参加いただきました。誠にありがとうございました。

第 8 回を迎えるにあたり、これまでの名称、K-VIC Live Demonstration から The SPIRIT Live Demonstration 2017

と名称を新たにして Restart を切ることになりました。 

今回は、初日に、神戸大学からのライブ中継で、Imaging & Physiology PCI Live を実施致します。新しい IVUS

や OCT/OFDI、内視鏡などのイメージングデバイスにおいて、日常の診療に役に立つ知識を発信していきたいと

考えております。 

多くの先生、コメディカルスタッフの方にご来臨いただき、活発なご討議をお願い致します。毎年、寒い時期

の開催ですが、皆様とお会いできることを楽しみにしております。 

 

 

 

 

 

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。The SPIRIT(旧 K-VIC) Live Demonstration 2017 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。 

 この度、Kansai-Vascular Intervention & Catheter Therapeutics(K-VIC) の活動の方向性は、Complex PCI の理論

的治療を模索することでした。今回、この意図を名称とすることが望ましいと判断し、SPIRIT(Spirit of PCI with  

Rational Treatment）に名称を変更させていただくこととなりました。 

 ライブ 2 日目は桜橋渡辺病院より Complex PCI をメインテーマに掲げ Live を実施させて頂きます。今年も CTO

を主とした複雑病変に関する様々な知識や技術を当ライブより情報発信させていただき、ご参加頂く先生方の日 

常診療のお役にたてればと考えております。 

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。 

 

  

GREETINGS 

 



 

 

南都  伸介 西宮市立中央病院 

藤井  謙司 桜橋渡辺病院 

 

 

大辻   悟 東宝塚さとう病院 

中村   茂 京都桂病院 

 

 

岡村  篤徳 桜橋渡辺病院 

新家  俊郎 神戸大学医学部附属病院 

 

 

粟田  政樹 大阪大学大学院医学系研究科 

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 

吉川  糧平 三田市民病院 

 

 

赤堀  宏州   兵庫医科大学 

秋田  雄三   大阪府済生会泉尾病院 

浅輪 浩一郎   高清会 高井病院 

芦田  和博   聖隷横浜病院 

安部  博昭   愛仁会 高槻病院 

粟野 孝次郎   北播磨総合医療センター 

飯田   修   関西ろうさい病院 

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  

石原  昭三   耳原総合病院 

石原  隆行   関西ろうさい病院 

和泉  匡洋   近畿中央病院 

猪野   靖   和歌山県立医科大学附属病院 

岩倉  克臣   桜橋渡辺病院 

岩崎  正道   兵庫県立淡路医療センター 

岩本   睦   桜橋渡辺病院  

臼井  公人   舞鶴共済病院 

梅村  茂雄   関西医科大学附属病院 

江尻  純哉   西神戸医療センター 

榎本  志保   大阪府済生会野江病院 

江原  夏彦   神戸市立医療センター中央市民病院 

大竹  寛雅   神戸大学医学部附属病院 

大塚  頼隆   杉循環器科内科病院 

小笠原 延行   JCHO大阪病院 

岡田  正治   滋賀県立成人病センター 

岡本  允信   三田市民病院 

音羽  勘一   市立敦賀病院 

尾鼻  正弘      済生会和歌山病院 

笠行  典章   石切生喜病院 

角谷   誠   加古川中央市民病院 

河村  晃弘   河内総合病院 

北端  宏規   和歌山県立医科大学 

木下  法之   康生会 武田病院 

木村  茂樹   亀田総合病院 

久保  隆史   和歌山県立医科大学附属病院 

髙   宜弘   日本赤十字社 和歌山医療センター 

上月   周   大阪府済生会中津病院 

小林  智子   京都桂病院 

小松  龍士   大阪市立十三市民病院  

坂上  祐司   東住吉森本病院 

澤田  隆弘   兵庫県立姫路循環器病センター 

志手  淳也   大阪府済生会中津病院 

ADVISOR 

 

DIRECTOR 

 

CO-DIRECTOR 

 

FACULTY 

 

GUEST OPERATOR 

 



嶋田  芳久   春秋会 城山病院 

嶋村   邦宏   和歌山県立医科大学 

清水  眞澄   京都九条病院 

新倉  悠人   神戸大学医学部附属病院 

芹川   威   福岡和白病院 

薗田  剛嗣   鹿児島大学病院 

高木   崇   市立東大阪医療センター 

高島  弘行   市立長浜病院 

高野  雅充   日本医科大学千葉北総病院 

高見澤  格   榊原記念病院 

高谷  具史   兵庫県立姫路循環器病センター 

竹下  宏明   生長会 府中病院 

武田  吉弘   りんくう総合医療センター 

伊達  基郎   国立病院機構 大阪医療センター 

田中  宣暁   桜橋渡辺病院 

田辺  正喜   京都岡本総合病院 

谷川  高士   JA 三重厚生連松阪中央総合病院 

永井  宏幸   桜橋渡辺病院 

中川   厚   日本生命済生会付属日生病院  

仲川  将志   大阪市立大学大学院医学研究科 

中川  雄介   市立川西病院 

永田  義毅   富山県立中央病院 

中谷  晋平   大阪警察病院 

長沼   亨   新東京病院 

中野   顯   彦根市立病院 

名越  良治   大阪府済生会中津病院 

西川  永洋   NTT 西日本大阪病院 

西野  雅巳   大阪労災病院 

西堀  祥晴   川崎病院 

 

 

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 

長谷川 隆生   高石藤井心臓血管病院 

林    泰   和歌山ろうさい病院 

林  富士男   大阪赤十字病院 

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 

藤田   博   京都第二赤十字病院 

松尾 あきこ   京都第二赤十字病院 

松尾  浩志   石切生喜病院 

松本  大典   淀川キリスト教病院 

水谷  一輝   大阪市立大学大学院医学研究科 

村松      崇   藤田保健衛生大学 

森田   孝   大阪府立急性期・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   山口大学大学院医学系研究科 

山田  貴之      高石藤井心臓血管病院 

山田  貴之   大手前病院 

山根  崇史   神戸市立医療センター中央市民病院 

山平  浩世   藍の都脳神経外科病院 

山脇  理弘   済生会横浜市東部病院 

吉田  雅言   岡山大学 

若山  克則   三田市民病院 

渡邉  真言   奈良県立医科大学    

※五十音順 

 

 

川村  克年   桜橋渡辺病院               谷岡   怜   神戸大学医学部附属病院 

 

 

 

 

田中   茜   北播磨総合医療センター          深田  陽平   三田市民病院 

西崎 佐登美   兵庫県立姫路循環器病センター       吉見  隆司   松原徳洲会病院 

平石  孝洋   ベルランド総合病院 

 

 

倉岡  征史    桜橋渡辺病院 

松尾  幸顕 桜橋渡辺病院 

水谷  覚     桜橋渡辺病院 

宮崎  理恵    桜橋渡辺病院 

CO-MEDICAL―CO-DIRECTOR 

 

CO-MEDICAL―DIRECTOR 

 

CO-MEDICAL―FACULTY 
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時間 ホール A ルーム 1 ルーム２ 

12:00 

 

 

   

13:00 

 

 

   

14:00 

 

 

 

 

  

 

15:00 

 

 

 

 

   

16:00 

 

 

 

   

17:00 

 

 

 

 

 

 

 

17:30～17:40    BREAK TIME 

 

 

 

 

 

18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:00 

 

 

 

  

 

20:00 

 
 

 

 

 

   
 

TIME SCHEDULE  DAY 1  1 月 13 日（金） Imaging & Physiology PCI   神戸大学 

 

 

12:00～13:00 (Lunch Served) 
Stent Focus Session 1     ･･･7 ページ  
 

共催：アボットバスキュラージャパン株式会社 

13:00～14:00 

Live Demonstration Session 1 
･･･7 ページ 

14:00～15:00 

Live Demonstration Session 2 
･･･8 ページ 

Short Lecture 14:15～14:30 

共催：セント・ジュード・メディカル株式会社 

15:00～16:30 

Live Demonstration Session 3 
 ･･･8 ページ 

Short Lecture 16:00～16:15 
共催：サノフィ株式会社 

15:00～16:00 

Complex PCI 

Poster Session 
･･･10 ページ 

16:30～17:30 

Live Demonstration Session 4 
 ･･･9 ページ 

Evening Seminar 1 17:00～17:20 
共催：第一三共株式会社 

17:40～18:10 

Evening Seminar 2      ･･･10ページ 

共催：株式会社グッドマン/二プロ株式会社 

18:10～18:40 

Evening Seminar 3    ･･･10 ページ 
共催：アストラゼネカ株式会社 

18:40～20:10 

Case Conference of Day 2 
   ･･･10 ページ 

共催：アボットバスキュラージャパン株式会社 

13:00～15:00 
 
Hands-On Session 1 
 
共催：アボットバスキュラージャ

パン株式会社 

 

16:00～18:00 
 
Hands-On Session 2 
 
共催：アボットバスキュラージャ

パン株式会社 
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時間 ホール A ルーム１ (ルーム３) ルーム２ 

09:00 

 

 

 

    

10:00 

 

 

 

    

11:00 

 

 

 

 

 

 

  

 

12:00 

 

 

 

  *Educational Session 

     ･･･15,16 ﾍﾟｰｼﾞ 

13:00 

 

 

 

   

14:00 

 

 

 

 

 

 

  

15:00 

 

 

 

  

 

16:00 

 

 

   

17:00 

 

 

 

 

 

18:00 Closing Remarks    

09:00～10:30 

Live Demonstration Session 1 
･･･11 ページ 

Short Lecture 10:00～10:15 

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 

10:30～12:00 

Live Demonstration Session 2 
･･･12 ページ 

Short Lecture 11:00～11:15 

共催：日本メドトロニック株式会社 

12:00～13:00 (Lunch Served) 

Stent Focus Session 2 
･･･12 ページ 

共催：アボットバスキュラージャパン株式会社 

13:00～15:00 
 
Hands-On Session 4 
 
共催：アボットバスキュラージャパン

株式会社 
 

 

13:00～14:15 

Live Demonstration Session 3 
･･･13 ページ 

Short Lecture 14:00～14:15 

共催：：朝日インテックＪセールス株式会社 

14:15～15:30 

Live Demonstration Session 4 
･･･13 ページ 

Short Lecture 15:00～15:15  

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

13:30～17:00 
 
Co-Medical 
Session 

15:00～16:00 
Imaging & Physiology PCI 

Poster Session 
15･･･ページ 

15:30～16:45 

Live Demonstration Session 5 
･･･14 ページ 

Short Lecture 16:00～16:15 

共催：テルモ株式会社 

16:45～18:00 

Live Demonstration Session 6 
･･･14 ページ 

Sponsored Session 17:00～17:15 
共催：第一三共株式会社 

16:00～18:00 
 
Hands-On Session 5 
 
共催：株式会社カネカメディックス 

 

TIME SCHEDULE  DAY 2  1 月 14 日（土） Complex PCI      桜橋渡辺病院 

 

9:35～10:05 

Educational Session 2 
共催：バイエル薬品株式会社 

9:00～9:30 

Educational Session 1 
共催：東レ・メディカル株式会社 

10:10～10:40 

Educational Session 3 
共催:ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ株式会社 

10:45～11:15 

Educational Session 4 
共催：日本ライフライン株式会社 

 

11:20～11:50 

Educational Session 5 
共催：ｵｰﾊﾞｽ･ﾈｲﾁﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 

 

10:00～12:00 
 
Hands-On Session 3 
共催：アボットバスキュラージャパ 

株式会社 

(ルーム３) 

9:00～12:00 

Co-Medical 

Rota  

Hands-On 1･2 

 

共催：ボストン・  

サイエンティフィ

ックジャパン株式

会社 
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プログラム  

Program  

2017 1.13 Fri.                     コングレコンベンションセンター 

 

 

 

Live Demonstration 前半 

オペレーター       大阪大学大学院医学系研究科   粟田 政樹 

京都桂病院              中村  茂 

カテ室コメンテーター   神戸大学医学部附属病院    大竹 寛雅 

IVUS/OCT コメンテーター 兵庫県立姫路循環器病センター 澤田 隆弘 

             和歌山県立医科大学      嶋村 邦宏 

 

 

 

Stent Focus Session 1 12:00~13:00                       会場：ホール A 

共催：アボットバスキュラージャパン株式会社 

座長 

桜橋渡辺病院 藤井  謙司 

演者 

「 Absorb GT1 生体吸収性スキャフォールドにおける期待点と留意点 」 

大阪警察病院 中谷  晋平 

 

 

 

Live Demonstration Session 1 13:00~14:00 

スーパーバイザー 

   大阪府済生会中津病院 志手  淳也 

座長  

和歌山県立医科大学附属病院 久保  隆史 

桜橋渡辺病院 永井   宏幸 

コメンテーター  

高井病院 浅輪 浩一郎 

石切生喜病院 笠行  典章 

大阪市立十三市民病院 小松  龍士 

                                 和歌山ろうさい病院 林    泰 

日本生命済生会付属日生病院 中川   厚 

市立川西病院 中川  雄介 

  

THE SPIRIT(旧 K-VIC) LIVE DEMONSTRATION –DAY1– 神戸大学 
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Live Demonstration Session 2 14:00~15:00 

スーパーバイザー 

   大阪府済生会中津病院 志手  淳也 

座長  

和歌山県立医科大学附属病院 久保  隆史 

   桜橋渡辺病院 永井   宏幸 

コメンテーター  

近畿中央病院 和泉  匡洋 

京都九条病院 清水  眞澄 

府中病院 竹下  宏明 

NTT 西日本大阪病院 西川  永洋 

石川県立中央病院 安田  敏彦 

済生会横浜市東部病院  山脇    理弘 

 

 

Short Lecture 14:15~14:30 

共催：セント・ジュード・メディカル株式会社  

演者 

「 Are clinical presentation and management of plaque erosion different  

from those of rupture? 」 

日本医科大学千葉北総病院 高野  雅充 

 

Live Demonstration 後半 

オペレーター       神戸大学医学部附属病院 新家  俊郎 

北播磨総合医療センター 山田 愼一郎 

カテ室コメンテーター   神戸大学医学部附属病院 大竹  寛雅 

IVUS/OCT コメンテーター 大阪府済生会中津病院  上月   周  

             石切生喜病院      松尾   浩志 

 

Live Demonstration Session 3 15:00~16:30 

スーパーバイザー 

京都第二赤十字病院 藤田   博 

座長  

武田病院 木下  法之 

大阪府済生会中津病院 名越  良治 

コメンテーター  

関西医科大学附属病院 梅村  茂雄 

西神戸医療センター 江尻  純哉 

JCHO 大阪病院 小笠原 延行 

城山病院 嶋田  芳久 

日本医科大学千葉北総病院 高野  雅充 

川崎病院 西堀  祥晴 
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Short Lecture 16:00~16:15 

共催：サノフィ株式会社 

演者 

「 冠動脈疾患における脂質異常症治療の重要性 」 

桜橋渡辺病院 永井  宏幸 

 

 

Live Demonstration Session 4 16:30~17:30 

スーパーバイザー 

京都第二赤十字病院 藤田   博 

座長  

武田病院 木下  法之 

大阪府済生会中津病院 名越  良治 

コメンテーター  

ベルランド総合病院 井口  朋和 

市立敦賀病院 音羽  勘一 

亀田総合病院 木村  茂樹 

淀川キリスト教病院 松本  大典 

住友病院 安賀  裕二 

岡山大学 吉田  雅言 

 

 

Evening Seminar1 17:00~17:20 

共催：第一三共株式会社 

演者 

「 血管内画像診断からみた PCI 治療後における抗血小板療法の重要性 」 

和歌山県立医科大学附属病院 久保  隆史 

 

 

 

 

 

 

Evening Seminar2 17:40~18:10 

共催：株式会社グッドマン/二プロ株式会社  

座長 

北播磨総合医療センター  粟野 孝次郎 

演者 

「 DES時代の DCA の使い途 」 

  松原徳洲会病院 川尻  健司 

 

BREAK TIME 17:30~17:40 
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Evening Seminar3 18:10~18:40 

共催：アストラゼネカ株式会社 

座長 

桜橋渡辺病院 藤井  謙司 

演者 

「 循環器医師からみた糖尿病治療の大転換 」 

桜橋渡辺病院 岩倉  克臣 

 

 

Case Conference of Day2 18:40~20:10 

共催：アボットバスキュラージャパン株式会社 

スーパーバイザー 

桜橋渡辺病院 藤井  謙司 

座長 

桜橋渡辺病院 岡村   篤徳 

三田市民病院 吉川   糧平 

演者 

桜橋渡辺病院 岡村   篤徳 

ベルランド総合病院 片岡     亨 

松原徳洲会病院 川尻   健司 

三田市民病院 吉川  糧平 

 

 

Poster Session  15:00~16:00  Complex PCI              会場：ルーム１ 

 座長  

桜橋渡辺病院 岡村   篤徳 

ベルランド総合病院 片岡     亨 

松原徳洲会病院 川尻   健司 

 

 

Hands-on Session 1･2                                     会場：ルーム１ 

ディレクター                      

三田市民病院 吉川  糧平 

トレーナー                      

   神戸赤十字病院 五十嵐 宣明 

   三田市民病院 岡本  允信 

   三田市民病院 若山  克則 
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2017 1.14 Sat.                     コングレコンベンションセンター 

 

 

Live Demonstration 

オペレーター       東宝塚さとう病院  大辻    悟 

桜橋渡辺病院    岡村   篤徳 

ベルランド総合病院 片岡     亨 

松原徳洲会病院   川尻   健司 

三田市民病院    吉川  糧平 

IVUS/OCT コメンテーター 石川県立中央病院  安田  敏彦 

桜橋渡辺病院    川村   克年 

 

 

Live Demonstration Session 1 09:00~10:30                     

スーパーバイザー 

  大阪労災病院 西野  雅巳 

座長  

聖隷横浜病院 芦田  和博 

関西医科大学総合医療センター 山本  克浩 

コメンテーター  

鹿児島大学病院 薗田  剛嗣 

榊原記念病院 高見澤  格 

  兵庫県立姫路循環器病センター 高谷  具史 

大阪市立大学大学院医学研究科 仲川  将志 

大阪赤十字病院 林  富士男 

藍の都脳神経外科病院 山平  浩世 

 

 

 

Short Lecture 10:00~10:15 

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 

演者 

「 心血管イベントを考慮した糖尿病治療 」 

神戸大学医学部附属病院 新家 俊郎 

  

THE SPIRIT(旧 K-VIC) LIVE DEMONSTRATION –DAY2– 桜橋渡辺病院 
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Live Demonstration Session 2 10:30~12:00 

スーパーバイザー  

  東宝塚さとう病院 東野   順彦 

      座長 

京都岡本記念病院 田辺  正喜 

福岡和白病院 芹川   威 

コメンテーター  

高槻病院 安部  博昭 

大阪府済生会野江病院 榎本   志保 

河内総合病院 河村  晃弘 

東宝塚さとう病院 長谷川 勝之 

京都第二赤十字病院 松尾 あきこ 

大阪府立急性期・総合医療センター 森田   孝 

 

 

 

Short Lecture 11:00~11:15 

共催：日本メドトロニック株式会社 

演者 

「 SFA治療における今後の展望 」 

 関西ろうさい病院 飯田   修 

 

 

 

Stent Focus Session 2 12:00~13:00                 会場：ホール A 

共催：アボットバスキュラージャパン株式会社 

座長 

神戸大学医学部附属病院 新家  俊郎 

演者       

「 TIMELINE of PCI：カテーテル法の曙からステント登場まで 」 

          西宮市立中央病院 南都  伸介 

「 新世代 DES時代における BRSの役割と可能性 」 

藤田保健衛生大学 村松   崇 
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Live Demonstration Session 3 13:00~14:15 

スーパーバイザー 

加古川中央市民病院 角谷   誠 

座長  

滋賀県立成人病センター 岡田   正治 

富山県立中央病院 永田  義毅 

コメンテーター  

市立長浜病院 高島  弘行 

関西医科大学総合医療センター 朴    幸男 

高石藤井心臓血管病院 長谷川 隆生 

石切生喜病院 松尾  浩志 

奈良県立医科大学 渡邉  真言 

 

 

Short Lecture 14:00~14:15 

共催：朝日インテックＪセールス株式会社 

演者 

「 Antegrade CTO を成功に導く My GW Strategy 」 

京都岡本記念病院 田辺  正喜 

 

 

Live Demonstration Session 4 14:15~15:30 

スーパーバイザー 

杉循環器科内科病院 大塚  頼隆 

座長     

和歌山県立医科大学附属病院 猪野   靖 

りんくう総合医療センター 武田  吉弘 

コメンテーター  

大阪府済生会泉尾病院 秋田  雄三 

大阪医療センター 伊達  基郎 

大阪府済生会千里病院 廣岡  慶治 

兵庫県立尼崎総合医療センター 福原   怜 

大阪市立大学大学院医学研究科 水谷  一輝 

大手前病院 山田  貴之 

 

 

Short Lecture 15:00~15:15 

共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 

演者 

「 COMET で FFR 」 

和歌山県立医科大学附属病院 久保  隆史 
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Live Demonstration Session 5 15:30~16:45 

スーパーバイザー 

   東住吉森本病院 坂上  祐司 

座長  

舞鶴共済病院 臼井  公人 

京都桂病院 小林  智子 

コメンテーター  

関西ろうさい病院 石原  隆行 

神戸市立医療センター中央市民病院 江原  夏彦 

済生会和歌山病院 尾鼻  正弘 

和歌山県立医科大学 北端  宏規 

日本赤十字社 和歌山医療センター 髙   宜弘 

 

 

Short Lecture 16:00~16:15 

共催：テルモ株式会社 

演者 

「 TERUMO New IVUS 」 

京都桂病院 小林  智子 

 

 

 

Live Demonstration Session 6 16:45~18:00 

スーパーバイザー 

桜橋渡辺病院 藤井  謙司 

座長  

神戸大学医学部附属病院 新家   俊郎 

山口大学大学院医学系研究科 山田 寿太郎 

コメンテーター  

市立東大阪医療センター 高木   崇 

JA 三重厚生連 松阪中央総合病院 谷川  高士 

新東京病院 長沼   亨 

彦根市立病院 中野   顯 

大阪警察病院 樋口  義治 

高石藤井心臓血管病院 山田  貴之 

 

Sponsored Session 17:00~17:15 

共催：第一三共株式会社 

演者  

「 Modified IVUS guided antegrade PCI 」 

山口大学大学院医学系研究科 山田 寿太郎   
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Poster Session  15:00~16:00  Imaging & Physiology PCI         会場：ルーム１ 

 座長  

神戸大学医学部附属病院 新家   俊郎 

大阪大学大学院医学系研究科 粟田  政樹 

北播磨総合医療センター 山田 愼一郎 

 

 

 

 

Educational Session   9:00~11:50                    会場：ルーム２ 

 

 

Educational Session 1  9:00~9:30   

共催：東レ・メディカル株式会社 

座長 

神戸赤十字病院 五十嵐 宣明 

演者 

「 非 TAVI施設の大動脈弁狭窄症(AS)の治療戦略 」 

兵庫県立淡路医療センター 岩崎  正道 

 

 

Educational Session 2  9:35~10:05   

共催：バイエル薬品株式会社 

座長 

  耳原総合病院 石原  昭三 

演者 

「 心房細動を合併した PCI施行患者における抗血栓療法 」 

桜橋渡辺病院 田中  宣暁 

 

 

Educational Session 3  10:10~10:40   

共催：ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社/ファイザー株式会社 

座長 

兵庫医科大学 赤堀  宏州 

演者 

「 静脈血栓症の治療の現状と課題 」 

神戸市立医療センター中央市民病院 山根  崇史  
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Educational Session 4  10:45~11:15   

共催：日本ライフライン株式会社 

座長 

神戸大学医学部附属病院 新家  俊郎 

演者 

「 当院における CTEPH に対する BPA治療 」 

神戸大学医学部附属病院 新倉  悠人 

 

 

 

Educational Session 5  11:20~11:50   

共催：オーバスネイチメディカル株式会社 

座長 

神戸大学医学部附属病院 新家  俊郎  

演者 

「 Scoreflex の有用性 ～当院における使用経験をふまえて～ 」 

桜橋渡辺病院 岩本   睦 

「 Scoreflex 〜 High crossability compatible with adequate scoring effect 〜 」 

兵庫県立尼崎総合医療センター 福原   怜 

 

  

Hands-on Session 3･4･5                         会場：ルーム１ 

ディレクター                      

三田市民病院 吉川  糧平 

トレーナー                      

大阪府済生会泉尾病院 秋田  雄三 

神戸赤十字病院 五十嵐 宣明 

耳原総合病院 石原  昭三 

大阪医療センター 伊達  基郎 

大阪府済生会中津病院 名越  良治 

東宝塚さとう病院 長谷川 勝之 

兵庫県立尼崎総合医療センター 福原   怜 

淀川キリスト教病院 松本  大典 

   

Sponsored Session 16:00~16:20 

共催：株式会社カネカメディックス 

演者 

「 Tips and tricks of a thrombus aspiration catheter 」 

兵庫県立尼崎総合医療センター 福原   怜 
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協賛企業一覧  

The SPIRIT (旧 K-VIC) Live Demonstration 2017 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 

オーバスネイチメディカル株式会社 

株式会社カネカメディックス 

株式会社グッドマン 

サノフィ株式会社 

株式会社島津製作所 

セント・ジュード・メディカル株式会社 

第一三共株式会社 

武田薬品工業株式会社 

テルモ株式会社 

東レ・メディカル株式会社 

日本バイオセンサーズ株式会社 

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 

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 

二プロ株式会社 

バイエル薬品株式会社 

ファイザー株式会社 

株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン 

フクダ電子兵庫販売株式会社 

ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社 

ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 

ボルケーノ・ジャパン株式会社 

株式会社メディコン 

※五十音順 敬称略 

 


