
KCC-2018　メディカル　タイムスケジュール 最終報　更新日：2/25
3/2（金） 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18:30

13:00-13:10

開会挨拶

顧問：

3/3（土） 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3/3（土） 10 11 12 13 14 15 16 17

3階
第6研修室

12:00~13:00　ランチョンセミナー
共催：アボット

【座　長】
臼田　和生（富山県立中央病院）
松原　隆夫（石川県立中央病院）

12:00~13:00　ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ
共催：ボストン

【座長】
土谷　武嗣（金沢医科大学）

大里　和雄（福井循環器病院）

【ミニレクチャー②】：14:00-14:20
共催：神奈川PTCA研究会

『冠動脈分岐部病変評価：QCAのピットフォール』
石橋　祐記（聖マリアンナ医科大学）

【ティータイムセッション①】15：00～15:20
共催:テルモ

『Ultimaster real world clinical outcome』
及川　裕二（心臓血管研究所付属病院）

【術者】 北山 道彦（金沢医科大学）　及川 裕二（心臓血管研究所付属病院）　平野　敬典（済生会横浜市東部病院） 濱嵜 裕司（昭和大学）　舛谷 元丸（はくほう会セントラル病院）
松原 徹夫（豊橋ハートセンター） 村松 俊哉（総合東京病院）　永田 義毅（富山県立中央病院）　平瀬 裕章（高岡市民病院） 藤野 晋（福井県立病院）　安田 敏彦（石川県立中央病院）

【IVUS コメンテーター】 鈴木 健（豊川市民病院） 寺島 充康（豊橋ハートセンター） 北川 勝英（金沢医科大学）　坂田 憲治（金沢大学） 三輪 健二（石川県立中央病院）

金谷　法忍

ミッドナイトカンファレンス　場所：日航金沢　3階　開場：19:00　開始：19:30-21:30

スーパーバイザー：平瀬　裕章　コメディカルスーパーバイザー：添田　信之
モデレーター：太田　宗徳　座長：下地　顕一郎・小堀　祐一
コメンテーター：海老澤　聡一朗・加藤　大雅・北川　勝英・吉川　糧平
演者：
①「大動脈弁置換術後、低心機能、透析症例のLMT石灰化病変に対する治療 」
慈泉会　相澤病院　柏木　大輔
 
②「確実性の高いretrograde channelを有さない、右冠動脈long CTOの一例」
公立松任石川中央病院　松浦　伸太郎
　
③ 「右冠動脈からValsalva洞へと広範囲に及ぶDissectionを生じた一例」
総合大雄会病院  松尾　幸果
 
④ 「2度failureに終わったRCA CTOの1例」
一宮西病院　寺村　真範
 
⑤ 「回旋枝急性心筋梗塞のPCIで側枝の閉塞とショックに至った1例」
恵寿総合病院　東　雅也

Live4　PCI　 9:00~10:30

【座長】小田　弘隆・臼田　和生

【オブザーバー】鈴木　孝彦

【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】
海老澤　聡一朗・琴野　巧裕

桶家　一恭・勝田　省嗣・音羽　勘一

Lｉve5　PCI　 10:30~12:00

【座長】宮原　眞敏・三澤　克史

【オブザーバー】木島　幹博

【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】
中野　顕・織田　裕之・岡田　正治・尾崎　和幸

Live6　PCI　 13:00~15:00

【座長】木下　順久・松原　隆夫

【オブザーバー】西川　英郎

【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】
太田　洋・末武　修史・三枝　達也

石田　健太郎・阪上　学

Live7　PCI　 15:00~17:00

【座長】上野　勝巳・永田　義毅

【オブザーバー】金谷　法忍

【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】
岡田　隆・三浦　崇・野々村　誠

佐伯　隆広・関口　芳輝

大ホール
ランチョン

【術者】 北山 道彦（金沢医科大学）　及川 裕二（心臓血管研究所付属病院）　平野　敬典（済生会横浜市東部病院） 濱嵜 裕司（昭和大学）　舛谷 元丸（はくほう会セントラル病院）
松原 徹夫（豊橋ハートセンター） 村松 俊哉（総合東京病院）　永田 義毅（富山県立中央病院）　平瀬 裕章（高岡市民病院） 藤野 晋（福井県立病院）　安田 敏彦（石川県立中央病院）

【IVUS コメンテーター】 鈴木 健（豊川市民病院） 寺島 充康（豊橋ハートセンター） 北川 勝英（金沢医科大学）　坂田 憲治（金沢大学） 三輪 健二（石川県立中央病院）

2階

第2会議室

大ホール

1階

第7研修室

大ホール

【演者】
「LMT治療の神髄・・・」
　　　高木 健督(大垣市民病院)

「The Ending? or the Beginning? of the
Cobalt-Chromium Everolimus Eluting Stent
Era ～ Insights from SKYTREE Registry～」
　　　北村 哲也(鈴鹿中央総合病院)

開会あいさつ：
北山　道彦

【ミニレクチャー⑤】11:00-11:20
共催：日本ライフライン株式会社

『1st European DES in Japan ～Orsiro with Ultra Thin
Strut Shows Excellent Clinical and Angioscopic Data ～』

石原 隆行(関西労災病院)

17:15-18:30 ファイアサイドセミナー
’ステントレス治療の最前線’

共催：ニプロ株式会社・株式会社グッドマン
/KCC2018

【座長】北山　道彦・西川　英郎

【演者】
①『スコアリングバルーン』　北川　勝英

②『DCA』　平瀬　裕章
③『Rota＋DCB』　松原　徹夫

Live3　PCI 15:00~17:00

【座　長】臼田　和生・大里　和雄

【オブザーバー】土井　修

【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】
岡田　正治・大谷　啓輔・賀来　文治

寺井　英伸・小見　亘

Live1　EVT　10:10~12:00
　

【座長】篠崎　法彦・土谷　武嗣

【オブザーバー】宮下　裕介

【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】
飯田　修・鈴木　健之・曽我　芳光 ・正村　克彦

Live2 EVT&PCI　13:10~15:00

【座長】道下　一郎・松原　隆夫

【オブザーバー】華岡　慶一

【コメンテーター】
太田　洋・坪川　明義・木村　祐之

上野　博志・東方　利徳

15:30-17:00　 EVT　Session
玄人のひとりごとシリーズ第六巻
“What are you fighting for？”
 TEDスタイルプレゼンテーション
 【　MC　】 土谷 武嗣（金沢医科大学）

 【Presentaters】
飯田　修、鈴木　健之、曽我　芳光、平野　敬典、
宮下　裕介

10:00-11:00
『これからCTOを始める先生へ』
　　　共催：朝日インテックJセールス㈱

【座長】
河合　康幸

【演者】
『アンテグレード　ワイヤリング』
岡村　篤徳

『レトログレードアプローチの
適応とタイミング』
加藤　大雅

座長：宮下　裕介
コメンテーター：寺本　智彦・宮原　眞敏・織田　裕之

「右下肢に急性下肢虚血を生じた、両側遺残坐骨動脈の1
例」
                                  油谷　伊佐夫（黒部市民病院）

「この治療方針でよかったのか?　冠動脈解離へのPCI」
                                   翁　佳輝（長野市民病院）

「治療方針に苦慮したpolyvascular diseaseの一例」
                                   宝達　明彦（恵寿総合病院）

11:00-12:00
『合併症に対する心構え・
　　　　　　トラブルシューティング』
　　　共催：KCC2018

【座長】
赤尾　浩慶

【演者】
『Device抜去困難時の対応』
    宮下　裕介

『Retrograde　Aproachの合併症』
   朝倉　靖

『この症例をどうするか？　お悩み相談室』　

地場産業振興センター
18:30　終了

【ミニレクチャー①】：11:00-11:20
共催：日本メドトロニック株式会社　CRHF事業部

『虚血性心筋症に対する心臓再同期療法』
永田　義毅(富山県立中央病院)

『Special　Lecture』

10:30-11:30　Terumo　Imaging　Seminar　for　Co-medical
座長：山本　基善（心臓血管センター金沢循環病院）

講師：伊藤 勝祥　（藤田保健衛生大学）　三輪　健二（石川県立中央病院）

【ミニレクチャー④】10：00～10：20
共催：カネカメディクス

『Crusade　Type-Rの有用性』
平瀬　裕章（高岡市民病院）

13:30-15：30　Medical・一般演題 　　Case Presentation  -Tough & Excellent Cases-
共催：日本ライフライン株式会社
【座長】寺本　智彦・加藤　大雅
【レフリー】平瀬　裕章・篠崎　法彦・吉川　糧平
【コメンテーター】海老澤　聡一朗・中野　顕・山本　隆介
【演者】
①佐藤　裕介（福井大学）　「高度石灰化により治療に難渋したSFAステント内閉塞の一例」
②宝達　明彦（恵寿総合病院）　「PCIリトライにより血行再建に成功した低左心機能を伴う好
酸球性多発血管炎性肉芽腫症の一例」
③末松　哲郎（小松市民病院）　「治療に難渋したRCA #4AV入口部CTOの1例」
④前川　直人（高岡市民病院）　「ステントジェイルした側枝慢性閉塞に対してDCAを行なうこ
とで再開通に成功したステント内閉塞の一例」
⑤太田　宗徳（厚生連高岡病院）　「RCA入口部の石灰化病変に難渋した一例」
⑥寺村　真範（一宮西病院）　「二期的にPCIを施行し救命し得たLAD-CTOを含むLMT-ACSの
1例」

【ﾃｨｰﾀｲﾑｾｯｼｮﾝ②】15:00-15:30
共催:サノフィ㈱

『動脈硬化性疾患に対する積極的脂質低下療法の重要性』
篠崎　法彦（東海大学）

『未来につなげるPCI
　　　　　　　-Synergy stentへの期待-』

【演者】
『Complex Lesionの治療戦略』
　　東方　利徳(国民健康保険　小松市民病院）

『大規模トライアルに基づく
           SYNERGYの使用経験』
　 寺本　智彦（一宮西病院）

 座長：青山　隆彦
 コメンテーター：岡田　隆・海老澤　聡一朗・音羽　勘一

 「カバードステント内にSATを繰り返した1例」
                         寺村　真範（一宮西病院）

 「バイパス術後にSVG閉塞を来して虚血を生じた、
　右冠動脈入口部慢性完全閉塞病変の一例」
                         松浦　伸太郎（公立松任石川中央病院）

  「全身性動脈硬化疾患のため治療に難渋した
  イリアック CTOの1例」
                         清水　智弘（福井大学）

第1部：13:00-14:30 第2部：14:30-16:00

【ミニレクチャー⑥】14:00-14:20
共催：カーディナルヘルス

『薬剤コーテッドステント　BIOFREEDOM™
～高出血リスクをどう考え、新時代のステントをどう活かすか～』

村田 朗（名古屋ハートセンター）
　


