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14:50-
 15:20

心臓外科の最近のTopicから

座 長 國原　　孝 （東京慈恵会医科大学附属病院）
畑　　正樹 （仙台厚生病院）

演 者 新浪　博士 （東京女子医科大学）

15:30-
 16:00 アフタヌーンセミナー

心臓MRIでわかること
～基本と最近の話題～
共催：バイエル薬品株式会社

座 長 井上　直人 （東京蒲田病院/東京ハートセンター）

演 者 森田　佳明 （東北大学病院）

16:10-
 16:40

CVIT2020にむけて

座 長 小田　弘隆 （新潟市民病院）
道明　武範 （小倉記念病院）

演 者 片平　美明 （公立刈田綜合病院）

Opening 
remark

井上　直人 （東京蒲田病院/東京ハートセンター）

13:10-
 13:40

熊大循内流の臨床研究の進め方

座 長 井上　直人 （東京蒲田病院/東京ハートセンター）
浪打　成人 （仙台市医療センター 仙台オープン病院）

演 者 辻田　賢一 （熊本大学病院）

13:40-
 14:10

*J-PCIからみた虚血診断の動向

座 長 川﨑　友裕 （新古賀病院）
松尾　仁司 （岐阜ハートセンター）

演 者 横井　宏佳 （福岡山王病院）

14:20-
 14:50 コーヒーブレイクセミナー

Expectation of the real scoring 
balloon “Wolverine”
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

座 長 本多　　卓 （仙台厚生病院）

演 者 小川　崇之 （東京慈恵会医科大学附属病院）

2020年1月17日（金）

第一会場「熊谷・海老名ホール」

The 1st
Sendai / New Tokyo / Kamata Live
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第二会場「中会議室」

2020年1月18日（土）

第一会場「熊谷・海老名ホール」

13:10-
 14:40 EVT Live 1

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

オペレーター 堀江　和紀 （仙台厚生病院）

座 長 岡村　高雄 （岡村病院）
平野　敬典 （済生会横浜市東部病院）
山内　靖隆 （総合高津中央病院）

コメンテーター 高橋　　大 （山形大学医学部）
滝村　英幸 （総合東京病院）
檀浦　　裕 （市立札幌病院）
原口　拓也 （札幌心血管クリニック）
水上　浩行 （寿泉堂総合病院）

ミニレクチャー IVUS update in SFA
相原　英明 （筑波メディカルセンター病院）

14:40-
 15:10 アフタヌーンセミナー

共催：日本メドトロニック株式会社

座 長 山本　義人 （いわき市医療センター）

演 者 佐々木伸也 （坂総合病院）
丹　　通直 （カレスサッポロ 時計台記念病院）
檀浦　　裕 （市立札幌病院）
田中綾紀子 （仙台厚生病院）

15:10-
 16:40 EVT Live 2

共催：日本メドトロニック株式会社

オペレーター 宇都宮　誠 （東邦大学医療センター 大橋病院）

座 長 小松　宣夫 （太田綜合病院附属太田西ノ内病院）
鈴木　健之 （東京都済生会中央病院）
宮下　裕介 （長野赤十字病院）

コメンテーター 相原　英明 （筑波メディカルセンター病院）
木村　雅喜 （京都第一赤十字病院）
佐々木伸也 （坂総合病院）
丹　　通直 （カレスサッポロ 時計台記念病院）
早川　直樹 （国保旭中央病院）

ミニレクチャー ライブのあり方を考える
鈴木　健之 （東京都済生会中央病院）

16:50-
 18:10

Toughest case in 2019

座 長 安藤　　弘 （春日部中央総合病院）
宮本　　明 （総合高津中央病院）
山内　靖隆 （総合高津中央病院）

コメンテーター 田中綾紀子 （仙台厚生病院）
不破　貴史 （東京蒲田病院）
水上　浩行 （寿泉堂総合病院）

演 者 滝村　英幸 （総合東京病院）
檀浦　　裕 （市立札幌病院）
早川　直樹 （国保旭中央病院）
朴澤　耕治 （新東京病院）
堀江　和紀 （仙台厚生病院）

8:30-
 10:00 PCI Live 1

共催： アシスト・ジャパン株式会社 
日本ライフライン株式会社

オペレーター 井上　直人 （東京蒲田病院/東京ハートセンター）

座 長 岩渕　　薫 （大崎市民病院）
伊藤　智範 （岩手医科大学附属病院）
華岡　慶一 （華岡青洲記念 心臓血管クリニック）

コメンテーター 阿部　秀樹 （三友堂病院）
坂上　祐司 （東住吉森本病院）
菊池　文孝 （はちのへハートセンタークリニック）
宮下　武彦 （公立刈田綜合病院）
那須野尚久 （獨協医科大学病院）

OCT/IVUS 芹川　　威 （福岡和白病院）

10:05-
 10:35 コーヒーブレイクセミナー

PCIにおける抗血栓療法
～EvidenceとExperience～
共催：第一三共株式会社

座 長 華岡　慶一 （華岡青洲記念 心臓血管クリニック）

演 者 門田　一繁 （倉敷中央病院）

10:40-
 12:10 PCI Live 2

共催： ニプロ株式会社 
メディキット株式会社

オペレーター 本多　　卓 （仙台厚生病院）

座 長 佐藤　匡也 （坂総合病院）
森野　禎浩 （岩手医科大学附属病院）

コメンテーター 飯野　健二 （秋田大学医学部附属病院）
大道寺飛雄馬 （山形県立中央病院）
道明　武範 （小倉記念病院）
中里　和彦 （福島県立医科大学）
中島　祥文 （岩手医科大学附属病院）

OCT/IVUS 菊田　雄悦 （福山循環器病院）

12:15-
 13:15 ランチョンセミナー

共催：日本メドトロニック株式会社

座 長 芹川　　威 （福岡和白病院）

演 者 道明　武範 （小倉記念病院）
伊澤　　毅 （仙台厚生病院）
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13:20-
 14:50 PCI Live 3

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

オペレーター 村松　俊哉 （東京ハートセンター/東京蒲田病院）

座 長 内山　隆史 （戸田中央総合病院）
門田　一繁 （倉敷中央病院）
藤田　　勉 （札幌ハートセンター）

コメンテーター 石川　　有 （岩手医科大学附属病院）
石田　　大 （岩手医科大学附属病院）
金子　海彦 （札幌心臓血管クリニック）
髙木　祐介 （国際医療福祉大学病院）
圓谷　隆治 （大崎市民病院）

OCT/IVUS 横山　公章 （弘前大学大学院医学研究科）

14:55-
 15:25 アフタヌーンセミナー

Physiology による
State-of-the-art Guidance
共催：株式会社フィリプス・ジャパン

座 長 佐藤　匡也 （坂総合病院）

演 者 菊田　雄悦 （福山循環器病院）

15:30-
 17:00 PCI Live 4

共催： 朝日インテックJセールス株式会社 
ゼオンメディカル株式会社

オペレーター 伊澤　　毅 （仙台厚生病院）

座 長 田中　信大 （東京医大八王子医療センター）
山下　武廣 （北海道大野記念病院）

コメンテーター 國井　浩行 （福島県立医科大学附属病院）
水谷有克子 （獨協医科大学埼玉医療センター）
密岡　幹夫 （総合南東北病院）
三引　義明 （仙台市立病院）
宗久　雅人 （仙石病院）

OCT/IVUS 瀧井　　暢 （仙台市医療センター 仙台オープン病院）

8:30-
 10:00 EVT Live 3

共催：センチュリーメディカル株式会社

オペレーター 安藤　　弘 （春日部中央総合病院）
滝村　英幸 （総合東京病院）

座 長 岡村　高雄 （岡村病院）
宮本　　明 （総合高津中央病院）

コメンテーター 木村　雅喜 （京都第一赤十字病院）
丹　　通直 （カレスサッポロ 時計台記念病院）
早川　直樹 （国保旭中央病院）
山内　靖隆 （総合高津中央病院）

ミニレクチャー Curse of PTX still continues
丹　　通直 （カレスサッポロ 時計台記念病院）

10:05-
 10:35 コーヒーブレイクセミナー

Aorto-Iliac lesionに対する
経橈骨アプローチデバイスR2Pの
使用経験
共催：テルモ株式会社

座 長 山本　義人 （いわき市医療センター）

演 者 佐々木伸也 （坂総合病院）

10:40-
 12:10 EVT Live 4

共催：株式会社メディコン

オペレーター 滝村　英幸 （総合東京病院）
朴澤　耕治 （新東京病院）

座 長 小山　　豊 （東京蒲田病院）
鈴木　健之 （東京都済生会中央病院）

コメンテーター 相原　英明 （筑波メディカルセンター病院）
原口　拓也 （札幌心血管クリニック）
水上　浩行 （寿泉堂総合病院）

ミニレクチャー

Crossavc

Fracking

Crossavc VS. Fracking
滝村　英幸 （総合東京病院）
原口　拓也 （札幌心血管クリニック）

12:15-
 13:15 ランチョンセミナー

あなたの知らないTAVI弁の世界
共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

座 長 井上　直人 （東京蒲田病院/東京ハートセンター）
長沼　　亨 （新東京病院）

演 者 米国でTAVIのLow riskが承認されどう変わったか？
～現状と今後の展望～
遠田　佑介 （Cedars-Sinai Medical Center）

患者の予後を見据えた大動脈弁置換術
～生体弁の耐久性とVinVを考慮した当院の工夫～
中尾　達也 （新東京病院）
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13:20-
 14:50 EVT Live 5

共催：テルモ株式会社

オペレーター 堀江　和紀 （仙台厚生病院）

座 長 全　　　完 （京都府立医科大学附属病院）
平野　敬典 （済生会横浜市東部病院）

コメンテーター 檀浦　　裕 （市立札幌病院）
藤原　昌彦 （岸和田徳洲会病院）
山内　靖隆 （総合高津中央病院）

ミニレクチャー Reconsidaration of iliac EVT
早川　直樹 （国保旭中央病院）

14:55-
 15:25 アフタヌーンセミナー

Lutonixの有効性と安全性
－Perfusion angioで評価してみた－
共催：株式会社メディコン

座 長 鈴木　健之 （東京都済生会中央病院）

演 者 佐々木伸也 （坂総合病院）

15:30-
 17:00 EVT Live 6

共催：株式会社カネカメディックス

オペレーター 佐々木伸也 （坂総合病院）

座 長 井上　直人 （東京蒲田病院/東京ハートセンター）
山本　義人 （いわき市医療センター）

コメンテーター 丹　　通直 （カレスサッポロ 時計台記念病院）
早川　直樹 （国保旭中央病院）
不破　貴史 （東京蒲田病院）
水上　浩行 （寿泉堂総合病院）

ミニレクチャー High-resolution IVUS is game changer of 
BTK EVT?
藤原　昌彦 （岸和田徳洲会病院）

Memo


