
 

 
SPIRIT Case Conference 2022 in Summer 

プログラム  
      日    時 ： 2022 年 8 月 27 日（土） 15:00～19:20 

      開催形式 ： WEB 配信 

 

【Opening Remarks】 15：00-15：05        桜橋渡辺病院 岡村 篤徳 先生 

 

【特別講演】 15:05-15:35 

座        長：    昭和大学病院 新家 俊郎 先生 

「脳血管領域も含めた PCI 後抗血栓療法の話」 

演        者：    兵庫県立はりま姫路総合医療センター 高谷 具史 先生  

                                                     Co-Sponsored by 第一三共株式会社 

 

【第 1 部 : Imaging＆Complex➀】 15:35-16:15 
 

スーパーバイザー ：  昭和大学病院 新家 俊郎 先生 

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 

コメンテーター：    大阪医療センター 池岡 邦泰 先生 

新宮市立医療センター 猪野 靖 先生 

兵庫県立淡路医療センター 岩崎 正道 先生 

大阪府済生会泉尾病院 大石 洋平 先生 

神戸大学医学部附属病院 鳥羽 敬義 先生 

大阪大学医学部附属病院 中村 大輔 先生 

関西医科大学総合医療センター 朴 幸男 先生 

症 例 提 示：    神戸大学大学院医学研究科 山本 哲也 先生 

国立循環器病研究センター病院 米田 秀一 先生 

 

 

【第 1 部 : Imaging＆Complex②】 16:15-16:55 

 

スーパーバイザー ：  福岡輝栄会病院 大塚 頼隆 先生 

座      長：    松原徳洲会病院 川尻 健司 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：    開西病院 粟田 政樹 先生 

大阪急性期・総合医療センター 菊池 篤志 先生 

加古川中央市民病院 澤田 隆弘 先生 

大阪府済生会野江病院 陳 博敏 先生 

ベリタス病院 辻本 充 先生 

兵庫県立西宮病院 中谷 晋平 先生 

大阪府済生会中津病院 名越 良治 先生 

症 例 提 示：    甲南医療センター 宇津 賢三 先生 

ベルランド総合病院 松下 司 先生 

 



 

 

 

 

 

【Ｂｒｅａｋ Ｔｉｍｅ】 16:55-17:00 

 

【Sponsored Session】 17:00‐17:15 

座      長：    福岡輝栄会病院 大塚 頼隆 先生 

「CMD の概要」 

演        者：    昭和大学病院 水上 拓也 先生 

                            Co-Sponsored by アボットメディカルジャパン合同会社 

 

【第 2 部 : 3D 関連・Tip Detection・CTO➀】 17:15-18:15 
 

座      長：    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：    神戸赤十字病院 五十嵐 宣明 先生 

近畿大学奈良病院 永井 宏幸 先生 

東宝塚さとう病院 長谷川 勝之 先生 

日本赤十字社和歌山医療センター 渡邊 大基 先生 

症 例 提 示：    大阪ろうさい病院 岡本 直高 先生 

県立広島病院 岡 俊治 先生 

 

 

【第 2 部 : 3D 関連・Tip Detection・CTO②】 18:15-19:15 
 

座      長：    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：    ベルランド総合病院 井口 朋和 先生 

藤田医科大学病院 石川 正人 先生 

耳原総合病院 石原 昭三 先生 

兵庫県立尼崎総合医療センター 福原 怜 先生 

症 例 提 示：    関西ろうさい病院 石原 隆行 先生 

三田市民病院 柏木 大嗣 先生 

 

【Closing Remarks】 19:15-19:20        三田市民病院 吉川 糧平 先生 

 

                            共催 ： SPIRIT  /  アボットメディカルジャパン合同会社  /  第一三共株式会社 

  

                                                                          10 August 2022  

                         


