as of 2022/2/24

SPIRIT Video Live Demonstration2022
9:00～9:05

Opening Remarks

9:05～9:15

Mini Lecture 1

桜橋渡辺病院

岡村 篤徳

Co-sponsor: ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社
座⾧

昭和大学病院 新家 俊郎
演題

The science of "Synergy stent”
9:15～9:30

演者
大津赤十字病院 樋上 裕起

Short Lecture 1
Co-sponsor: メディキット株式会社
座⾧

昭和大学病院 新家 俊郎
演題

石灰化病変に対する最大限のデバルキングと安全性のためのOASの位置付け
9:30～11:15

演者
公立豊岡病院 山本 哲也

3D Wiring
Co-sponsor: テルモ株式会社

9:30～

【Angio-based 3D Wiring 】 (40min.)
演題

10:10～

演者

25 Rotational Rubik's cube

三田市民病院 吉川 糧平

15 対角枝CTOに対して3D wiringを行った症例

公立豊岡病院 山本 哲也

【IVUS-based 3D Wiring (Tip Detection)】 (65min.)
演題
桜橋渡辺病院 岡村 篤徳

10 ②AnteOwl-based ADR with tip detection method

桜橋渡辺病院 永井 宏幸

40 ③ハンズオン+Q＆A

座⾧: 三田市民病院 吉川 糧平
ハンズオン: 桜橋渡辺病院 岡村 篤徳
桜橋渡辺病院 永井 宏幸
IVUS操作: 桜橋渡辺病院 川村 克年
京都第一赤十字病院 伊藤 大輔
神戸赤十字病院 五十嵐 宣明
公立豊岡病院 石田 明彦
甲南医療センター 宇津 賢三
兵庫県立姫路循環器病センター 高谷 具史
近江八幡市立総合医療センター 中上 拓男
愛仁会 高槻病院 中島 健爾
赤穂市民病院 平沼 永敏
日本赤十字社和歌山医療センター 渡邊 大基

コメンテーター

11:15～11:25

演者 / 座⾧ / オペレーター

15 ①Tip DetectionのTips

Mini Lecture 2
Co-sponsor: 株式会社フィリップス・ジャパン

11:25～12:05

座⾧

神戸赤十字病院 五十嵐 宣明

演題
Scoring balloonとして優れたAngioSculptの特性を考える

兵庫県立淡路医療センター 岩崎 正道

演者

Sponsored Session 1
Co-sponsor: 第一三共株式会社
座⾧

桜橋渡辺病院

岡村 篤徳

演題
PCI後の包括的治療戦略 ～高血圧について調べてきました～
12:05～12:35

演者
福岡輝栄会病院 大塚 頼隆

Sponsored Session 2
Co-sponsor: アストラゼネカ株式会社 小野薬品工業株式会社
座⾧

桜橋渡辺病院 岡村 篤徳
演題

Forxiga
心不全・腎不全治療薬への飛躍
12:35～12:40

Break Time

12:40～13:55

Video Live Demonstration Session 1

演者
桜橋渡辺病院 田中 宣暁

Co-sponsor: 日本メドトロニック株式会社
オペレーター

桜橋渡辺病院 永井 宏幸

IVUSコメンテーター

桜橋渡辺病院 鈴木 智詞

スーパーバイザー

昭和大学病院 新家 俊郎

座⾧

淡海医療センター 岡田 正治
北播磨総合医療センター 山田 愼一郎

コメンテーター

藤田医科大学病院 石川 正人
国立病院機構 呉医療センター 岡 俊治
神戸掖済会病院 伊達 基郎
彦根市立病院 中野 顯
三田市民病院 吉川 糧平
三田市民病院 若山 克則

Video Live Short Lecture (15min.)
演題
小血管に対する当院での治療戦略

演者
桜橋渡辺病院 田中 康太

13:55～14:40

Video Live Demonstration Session 2
Co-sponsor: 日本メドトロニック株式会社

14:40～14:50

オペレーター

桜橋渡辺病院 永井 宏幸

IVUSコメンテーター

桜橋渡辺病院 鈴木 智詞

スーパーバイザー

済生会横浜市東部病院 伊藤 良明

座⾧

耳原総合病院 石原 昭三
市立⾧浜病院 高島 弘行

コメンテーター

博愛会 開西病院 粟田 政樹
桜橋渡辺病院 岡村 篤徳
鹿児島大学病院 薗田 剛嗣
大阪大学医学部附属病院 中村 大輔
兵庫県立尼崎総合医療センター 福原 怜

Mini Lecture 3
Co-sponsor: 朝日インテックＪセールス株式会社
座⾧

耳原総合病院 石原 昭三
演題

DCAが上達するためのコツ
14:50～15:15

演者
済生会横浜市東部病院 伊藤 良明

Short Lecture 2
Co-sponsor: バイエル薬品株式会社
演題
AFIREから考える最新の抗血栓療法

演者
大阪大学医学部附属病院 中村 大輔

15:15～15:20

Break Time

15:20～16:50

Video Live Demonstration Session 3
Co-sponsor: 日本ライフライン株式会社
オペレーター

桜橋渡辺病院 岡村 篤徳

IVUSコメンテーター

桜橋渡辺病院 田中 康太

スーパーバイザー

福岡輝栄会病院 大塚 頼隆

座⾧

加古川中央市民病院 角谷 誠
松原徳洲会病院 川尻 健司

コメンテーター

浜田医療センター 明石 晋太郎
関西ろうさい病院 石原 隆行
神戸市立西神戸医療センター 江尻 純哉
大阪急性期・総合医療センター 菊池 篤志
福岡和白病院 芹川 威
北野病院 山地 雄平
三田市民病院 吉川 糧平

Video Live Short Lecture (15min.)
演題
Orsiro stentのclinical evidenceとarterial healing
16:50～17:00

演者
関西ろうさい病院 石原 隆行

Mini Lecture 4
Co-sponsor: 二プロ株式会社
座⾧

ベルランド総合病院 片岡 亨
演題

DCA tip detection
17:00～17:10

演者
桜橋渡辺病院 鈴木 智詞

Mini Lecture 5
Co-sponsor: 二プロ株式会社
座⾧

ベルランド総合病院 片岡 亨
演題

GUIDEPLUS 5Fを使用した“NIP-Lock”の有用性の検討と実臨床での利用
17:10～17:15

Break Time

17:15～18:45

Video Live Demonstration Session 4

演者
桜橋渡辺病院 田中 康太

Co-sponsor: アボットメディカルジャパン合同会社
オペレーター

三田市民病院 吉川 糧平

IVUSコメンテーター

三田市民病院 柏木 大嗣

スーパーバイザー

関西医科大学総合医療センター 山本 克浩

座⾧

ベルランド総合病院 片岡 亨
康生会 武田病院 木下 法之

コメンテーター

神戸赤十字病院 五十嵐 宣明
大阪市立大学医学部附属病院 井口 朋和
桜橋渡辺病院 岡村 篤徳
河内総合病院 河村 晃弘
加古川中央市民病院 澤田 隆弘
大阪府済生会中津病院 柴田 浩遵
JCHO星ヶ丘医療センター 中谷 晋平

Video Live Short Lecture (15min.)
演題
18:45～18:50

演者

用手的止血の時代は終わった? パークローズProStyle™ を用いた止血法

近畿大学病院 水谷 一輝

Closing Remarks

三田市民病院 吉川 糧平

