
as of 2023/2/17

9:00～9:05 5 Opening Remarks

9:05～9:20 15 Short Lecture 1

座長

演題

PCI with OA ~“はり姫”での使用経験より~

9:20～10:50 90

藤田医科大学病院　石川 正人

ベルランド総合病院　片岡 亨

30 1.　TD-ADRのup-to-date　30分

60 2.　TD-ADRに難渋した症例 or 教育的な症例の提示

演題

症例提示　Case1　TD-ADRがうまくいかなかった1例 宮崎県立延岡病院 黒木 一公

　　　　　　  Case2　高度石灰化のLCX・CTOに対してTD-ADR by

                           CP-12STが有用であった症例
桜橋渡辺病院 田中 康太

　　　　　　  Case3　刺しどころに難渋したTD-ADRの一例

10:50～11:00 10

座長

演題

WOLVERINE™の使い方～あなたはどう使っていますか？　～

11:00～11:20 20

座長

演題

Scoreflex TRIOの有用性と当院での使用経験

11:20～11:25 5

11:25～12:35 70

オペレーター

OCTコメンテーター

スーパーバイザー

守口生野記念病院 浅輪 浩一郎 新宮市立医療センター 猪野 靖

大阪急性期・総合医療センター 菊池 篤志 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 高谷 具史

大阪府済生会野江病院 陳 博敏 兵庫県立西宮病院 中谷 晋平

大阪府済生会中津病院 名越 良治 関西医科大学総合医療センター 朴 幸男

Video Live Short Lecture  (10min)

演題

石灰化病変におけるOCTの有用性

12:35～12:40 5

12:40～13:10 30

座長

演題

冠動脈疾患治療のトレンド　-抗血栓療法の話題も含めて-

13:10～13:15 5

13:15～14:25 70

オペレーター

IVUSコメンテーター

スーパーバイザー

済生会滋賀県病院 今井 雄太 舞鶴共済病院 臼井 公人

大阪府済生会泉尾病院 大石 洋平 香川県立中央病院 岡田 知明

大阪ろうさい病院 岡本 直高 神戸掖済会病院 伊達 基郎

近畿大学奈良病院 永井 宏幸 宇治徳洲会病院 舛田 一哲

心臓血管研究所附属病院 松野 俊介 康生会 武田病院 宮井 伸幸

Video Live Short Lecture  (10min)

演題

FFRangioの本邦における可能性

SPIRIT Video Live Demonstration2023
桜橋渡辺病院 岡村 篤徳

Co-sponsor:  大塚メディカルデバイス株式会社

桜橋渡辺病院 岡村 篤徳

演者

兵庫県立はりま姫路総合医療センター　山本 裕之

桜橋渡辺病院 岡村 篤徳

三田市民病院 吉川 糧平

発表者

済生会横浜市東部病院 小林 範弘

Breaktime Session 1

3D Wiring　　TD-ADRを極める

Co-sponsor: テルモ株式会社

座長
桜橋渡辺病院 岡村 篤徳

三田市民病院 吉川 糧平

コメンテーター

Short Lecture 2

Co-sponsor: オーバスネイチメディカル株式会社

福岡輝栄会病院 大塚 頼隆

演者

西宮渡辺心臓脳・血管センター 波東 大地

Break Time

Co-sponsor: ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

福岡輝栄会病院 大塚 頼隆

演者

愛仁会 高槻病院 谷村 幸亮

Video Live Demonstration Session 1. OCT case（新家俊郎医師、大石庸介医師)

Co-sponsor: アボットメディカルジャパン合同会社

昭和大学病院 大石 庸介

昭和大学病院 小倉　邦弘

昭和大学病院 新家 俊郎

座長
福岡輝栄会病院 大塚 頼隆

北播磨総合医療センター  山田 愼一郎

Luncheon Seminar

Co-sponsor: 第一三共株式会社

桜橋渡辺病院 岡村 篤徳

演者

近畿大学医学部 中澤 学

コメンテーター

大阪公立大学 大学院医学研究科 山口 智大

演者

阪和記念病院 柴田 浩遵

Break Time

三田市民病院 吉川 糧平

コメンテーター

演者

西宮渡辺心臓脳・血管センター 藤田 博

Break Time

Video Live Demonstration Session 2. CTO case（術者　岡村篤徳医師、田中康太医師）

Co-sponsor: 日本メドトロニック株式会社

桜橋渡辺病院 岡村 篤徳

桜橋渡辺病院 田中 康太

淡海医療センター 岡田 正治

座長
耳原総合病院 石原 昭三



14:25～14:35 10

座長

演題

CTO PCIにおけるTip detection ADRのポイント

14:35～15:00 25

演題

抗血栓療法のシンプル化が患者予後を改善する

15:00～15:05 5

15:05～16:15 70

オペレーター

IVUSコメンテーター

スーパーバイザー

浜田医療センター 明石 晋太郎 博愛会 開西病院 粟田 政樹

ベルランド総合病院 井口 朋和 藤田医科大学病院 石川 正人

関西ろうさい病院 石原 隆行 県立広島病院 岡 俊治

近畿大学奈良病院 鈴木 智詞 彦根市立病院 中野 顯

兵庫県立尼崎総合医療センター 福原 怜 神戸徳洲会病院 渡邊 大基

Video Live Short Lecture  (10min)

演題

Philipsより最新の情報提供

16:15～16:35 20

座長

演題

魅惑のAperta NSE

16:35～17:05 30

座長

演題

新しい心不全の標準治療薬としてのSGLT2阻害剤

17:05～17:10 5

17:10～18:20 70

オペレーター

スーパーバイザー

大阪医療センター池岡 邦泰 甲南医療センター 宇津 賢三

河内総合病院 河村 晃弘 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 高谷 具史

晋真会 ベリタス病院 辻本 充 田附興風会医学研究所 北野病院 山地 雄平

神戸大学医学部附属病院 山本 哲也 三田市民病院 若山 克則

18:20～18:25 5 Closing Remarks

Breaktime Session 2

Short Lecture 3

Co-sponsor: バイエル薬品株式会社

演者

兵庫県立尼崎総合医療センター 福原 怜

Co-sponsor: 朝日インテックＪセールス株式会社

三田市民病院 吉川 糧平

演者

済生会横浜市東部病院 伊藤 良明

桜橋渡辺病院 岡村 篤徳

コメンテーター

演者

株式会社フィリップス・ジャパン 土井 優太

Short Lecture 4

Break Time

Video Live Demonstration Session 3. CTO case（術者 吉川糧平医師、柏木大嗣医師）

Co-sponsor: 株式会社フィリップス・ジャパン

三田市民病院 吉川 糧平

三田市民病院 柏木 大嗣

市立長浜病院 高島 弘行

座長
神戸赤十字病院 五十嵐 宣明

Evening Seminar

Co-sponsor: アストラゼネカ株式会社

小野薬品工業株式会社

昭和大学病院 新家 俊郎

演者

桜橋渡辺病院 岩倉 克臣

Break Time

Co-sponsor: 二プロ株式会社

桜橋渡辺病院 岡村 篤徳

演者

兵庫県立はりま姫路総合医療センタ ー 高谷 具史

コメンテーター

昭和大学病院 新家 俊郎

Video Live Demonstration Session 4. DCA（術者 片岡亨医師)

Co-sponsor: アボットメディカルジャパン合同会社

ベルランド総合病院 片岡 亨

福岡和白病院 芹川 威

座長
松原徳洲会病院 川尻 健司

康生会 武田病院 木下 法之


