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表

Meeting at a Glance

1月19日（土）
第一会場

熊谷・海老名ホール
第二会場
中会議室

第三会場
心リハ室（本館2F）

8：30

PCI Live 1
共催：㈱フィリップス・ジャパン

第2回ストラクチャークラブ・ジャパン 
東北支部会　ジョイントセッション 

Narrated case session 
“TAVI （SAPIEN 3）”

EVT Live 1
9：00

10：00

コーヒーブレイクセミナー
共催：第一三共㈱

コーヒーブレイクセミナー
共催：日本メジフィジックス㈱

PCI Live 2
共催：  ボストン・サイエンティ

フィック ジャパン㈱

EVT Live 2
共催：㈱カネカメディックス

11：00

コメディカル
「放射線部門」

12：00

ランチョンセミナー
共催：日本メドトロニック㈱

ランチョンセミナー
ついに始まったMitraClip、その適応は？

〜内科学的治療/外科手術/LVAD/心移植との連携〜13：00

コメディカル
「特別講演」

PCI Live 3
共催：  ゼオンメディカル㈱ ／  

日本ライフライン㈱

第2回ストラクチャークラブ・ジャパン 
東北支部会　ジョイントセッション 

Narrated case session 
“TAVI （EvolutR）”

EVT Live 314：00

コメディカル
「臨床工学技士部門」

15：00
アフタヌーンセミナー
共催：朝日インテックJセールス㈱

アフタヌーンセミナー
共催：エドワーズライフサイエンス㈱

PCI Live 4
共催：テルモ㈱

EVT Live 4
共催：㈱メディコン

16：00

17：00

18：00

8:30～10:00

➡ P.15

8:30～10:00

➡ P.17 ➡ P.17

10:05～10:35

➡ P.15

10:05～10:35

➡ P.17

10:40～12:10

➡ P.15

10:40～12:10

➡ P.17

11:00～12:00

➡ P.19

12:15～13:15

➡ P.15

12:15～13:15

➡ P.17 13:00～13:50

➡ P.19

13:20～14:50

➡ P.16

13:20～14:50

➡ P.18 ➡ P.18

14:00～15:00

➡ P.19
14:55～15:25

➡ P.16

14:55～15:25

➡ P.18

15:30～17:00

➡ P.16

15:30～17:00

➡ P.18

1月18日（金）
第一会場

熊谷・海老名ホール
第二会場
中会議室

15：00
開会挨拶

Drug coated balloon broadens 
horizon of treatment

セッション1
“Treatment for CLI patients”LMTへのステント留置は 

必ず不完全に終わる16：00

心臓CT時代に心臓MRIはこう使う！

アフタヌーンセミナー
共催：日本メドトロニック㈱

アフタヌーンセミナー
共催：テルモ㈱17：00

セッション2
“Focus on Drug Eluting Technology”

大動脈弁形成の適応と國原流形成術

安定狭心症に対する 
PCI前虚血評価を考える 

（日本の臨床現場はどう変わったか？）18：00

15:10～15:40

➡ P.13

15:10～16:25

➡ P.14

15:40～16:10

➡ P.13
16:10～16:40

➡ P.13

16:25～16:55

➡ P.14

16:40～17:10

➡ P.13

16:55～18:10

➡ P.14

17:10～17:40

➡ P.13
17:40～18:10

➡ P.13



12 13

The 8th
Sendai / New Tokyo

プ
ロ
グ
ラ
ム

18
日
㈮

Program

プログラム

16:40-
 17:10 アフタヌーンセミナー

第3世代DESの実力 
~臨床経験と院内Dataから~
共催：テルモ株式会社

座 長 尾形　和則 （気仙沼市立病院）

演 者 本多　　卓 （仙台厚生病院）

17:10-
 17:40

大動脈弁形成の適応と國原流形成術

座 長 畑　　正樹 （仙台厚生病院）

コメンテーター 片平　美明 （公立刈田綜合病院）
國井　浩行 （福島県立医科大学附属病院）
多田　憲生 （仙台厚生病院）
藤田　　勉 （札幌ハートセンター）
本多　　卓 （仙台厚生病院）
水谷有克子 （仙台厚生病院）

演 者 國原　　孝 （東京慈恵会医科大学附属病院）

17:40-
 18:10

安定狭心症に対する
PCI前虚血評価を考える

（日本の臨床現場はどう変わったか？）
座 長 井上　直人 （仙台厚生病院/東京蒲田病院）

中村　　淳 （新東京病院）

コメンテーター 片平　美明 （公立刈田綜合病院）
國井　浩行 （福島県立医科大学附属病院）
多田　憲生 （仙台厚生病院）
藤田　　勉 （札幌ハートセンター）
本多　　卓 （仙台厚生病院）
水谷有克子 （仙台厚生病院）

演 者 横井　宏佳 （福岡山王病院）

Closing 
remark

中村　　淳 （新東京病院）

Opening 
remark

井上　直人 （仙台厚生病院/東京蒲田病院）

15:10-
 15:40

Drug coated balloon broadens 
horizon of treatment

座 長 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 伊澤　　毅 （仙台厚生病院）
小田　弘隆 （新潟市民病院）
桜井　美恵 （仙台厚生病院）
浪打　成人 （仙台市医療センター仙台オープン病院）
藤田　　博 （京都第二赤十字病院）
本田晋太郎 （仙台厚生病院）
松本　　崇 （仙台厚生病院）
宗久　雅人 （仙台厚生病院）

演 者 門田　一繁 （倉敷中央病院）

15:40-
 16:10

LMTへのステント留置は
必ず不完全に終わる

座 長 森野　禎浩 （岩手医科大学附属病院）

コメンテーター 伊澤　　毅 （仙台厚生病院）
小田　弘隆 （新潟市民病院）
桜井　美恵 （仙台厚生病院）
浪打　成人 （仙台市医療センター仙台オープン病院）
藤田　　博 （京都第二赤十字病院）
本田晋太郎 （仙台厚生病院）
松本　　崇 （仙台厚生病院）
宗久　雅人 （仙台厚生病院）

演 者 挽地　　裕 （佐賀大学医学部附属病院）

16:10-
 16:40

心臓CT時代に心臓MRIはこう使う！

座 長 大友　達志 （仙台厚生病院）

コメンテーター 伊澤　　毅 （仙台厚生病院）
小田　弘隆 （新潟市民病院）
桜井　美恵 （仙台厚生病院）
浪打　成人 （仙台市医療センター仙台オープン病院）
藤田　　博 （京都第二赤十字病院）
本田晋太郎 （仙台厚生病院）
松本　　崇 （仙台厚生病院）
宗久　雅人 （仙台厚生病院）

演 者 川﨑　友裕 （新古賀病院）

2019年1月18日（金）

第一会場「熊谷・海老名ホール」

The 8th
Sendai / New Tokyo Live
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第二会場「中会議室」

2019年1月19日（土）

第一会場「熊谷・海老名ホール」

15:10-
 16:25 セッション1

“Treatment for CLI patients”
座 長 安藤　　弘 （春日部中央総合病院）

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 田中綾紀子 （仙台厚生病院）
中村　明浩 （岩手県立中央病院）
朴澤　耕治 （新東京病院）

演 者 Expand the scope of intervention from BTK 
to BTA lesion
安藤　　弘 （春日部中央総合病院）

Deep dive into SPINACH
宇都宮　誠 （東邦大学医療センター 大橋病院）

How to save limbs of hemodialysis patients
山内　靖隆 （総合高津中央病院）

A to Z of Spinal Cord Stimulation
佐々木伸也 （坂総合病院）

Distal bypass keeps evolving
岡村　高雄 （岡村病院）

16:25-
 16:55 アフタヌーンセミナー

IN.PACT Admiral DCBの有用性
～Segmentation of SFA～
共催：日本メドトロニック株式会社

座 長 中村　明浩 （岩手県立中央病院）

演 者 鈴木　健之 （東京都済生会中央病院）
田中綾紀子 （仙台厚生病院）

8:30-
 10:00 PCI Live 1

共催：株式会社フィリップス・ジャパン

座 長 小田　弘隆 （新潟市民病院）
藤田　　勉 （札幌ハートセンター）

コメンテーター 菊田　雄悦 （福山循環器病院）
小山　　豊 （東京蒲田病院）
坂上　祐司 （東住吉森本病院）
寺嶋　正佳 （総合南東北病院）
中里　和彦 （福島県立医科大学）

イメージング
コメンテーター

房崎　哲也 （岩手医科大学）

ミニレクチャー Daiamondback360°の使用経験　（12min）
宗久　雅人 （仙台厚生病院）

10:05-
 10:35 コーヒーブレイクセミナー

CTO PCIの工夫　
よりよい治療効果を目指して
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 濱嵜　裕司 （おおたかの森病院）

10:40-
 12:10 PCI Live 2

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 菊池　文孝 （はちのへハートセンタークリニック）
横井　宏佳 （福岡山王病院）

コメンテーター 伊藤　智範 （岩手医科大学）
岩渕　　薫 （大崎市民病院）
大道寺飛雄馬 （山形県立中央病院）
田中　信大 （東京医大八王子医療センター）
真壁　　伸 （東京蒲田病院）
密岡　幹夫 （総合南東北病院）

イメージング
コメンテーター

房崎　哲也 （岩手医科大学）

12:15-
 13:15 ランチョンセミナー

When and how to perform 
physiology-guided 
revascularization
共催：日本メドトロニック株式会社

座 長 門田　一繁 （倉敷中央病院）

演 者 田中　信大 （東京医大八王子医療センター）

16:55-
 18:10 セッション2

“Focus on Drug Eluting 
Technology”

座 長 佐々木伸也 （坂総合病院）
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 宇都宮　誠 （東邦大学医療センター 大橋病院）
大道寺飛雄馬 （山形県立中央病院）

演 者 Intra-plaque crossing is mandatory for DCB 
strategy
平野　敬典 （済生会横浜市東部病院）

Crossing devices makes DCB strategy more 
effective
木村　雅喜 （京都第一赤十字病院）

Optimal balloon angioplasty before DCB 
dilatation
堀江　和紀 （仙台厚生病院）

How to manage calcified lesions in the 
drug era
朴澤　耕治 （新東京病院）

DES update / Is Eluvia a true game 
changer?
宮下　裕介 （長野赤十字病院）

オペレーター 井上　直人 （仙台厚生病院/東京蒲田病院）
本多　　卓 （仙台厚生病院）
宗久　雅人 （仙台厚生病院）
伊澤　　毅 （仙台厚生病院）
中村　　淳 （新東京病院）
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第二会場「中会議室」

13:20-
 14:50 PCI Live 3

共催：  ゼオンメディカル株式会社 
日本ライフライン株式会社

座 長 片平　美明 （公立刈田綜合病院）
佐藤　勝彦 （札幌ハートセンター）

コメンテーター 飯野　健二 （秋田大学医学部附属病院）
桑野　孝志 （福岡大学病院）
藤田　　博 （京都第二赤十字病院）
三引　義明 （仙台市立病院）

イメージング
コメンテーター

石田　　大 （岩手医科大学）

ミニレクチャー MICS CABGの進歩と
hybrid coronary revascularization
中村　喜次 （千葉西総合病院）

14:55-
 15:25 アフタヌーンセミナー

当院のシースレスガイドの使用状況と、
新型シースレスガイドへの期待
共催：朝日インテックJセールス株式会社

座 長 佐藤　匡也 （坂総合病院）

演 者 伊澤　　毅 （仙台厚生病院）

15:30-
 17:00 PCI Live 4

共催：テルモ株式会社

座 長 内山　隆史 （戸田中央総合病院）
佐藤　匡也 （坂総合病院）

コメンテーター 阿部　秀樹 （三友堂病院）
小松　宣夫 （太田綜合病院附属太田西ノ内病院）
辻田　賢一 （熊本大学医学部附属病院）
村里　嘉信 （国立病院機構 九州医療センター）

イメージング
コメンテーター

石田　　大 （岩手医科大学）

ミニレクチャー OCT/OFDI guided bifurcation PCI　（12min）
村里　嘉信 （国立病院機構 九州医療センター）

10:40-
 12:10 EVT Live 2

共催：株式会社カネカメディックス

オペレーター 安藤　　弘 （春日部中央総合病院）
宇都宮　誠 （東邦大学医療センター 大橋病院）

座 長 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 岡村　高雄 （岡村病院）
佐々木伸也 （坂総合病院）
藤原　昌彦 （岸和田徳洲会病院）
朴澤　耕治 （新東京病院）
山内　靖隆 （総合高津中央病院）

ショートレクチャー Renal denervation に関して　（12min）
藤原　昌彦 （岸和田徳洲会病院）

12:15-
 13:15 ランチョンセミナー

ついに始まったMitraClip、その適応は？
～内科学的治療/外科手術/LVAD/
心移植との連携～

座 長 畑　　正樹 （仙台厚生病院）
松本　　崇 （仙台厚生病院）

コメンテーター 久保　俊介 （倉敷中央病院）
全　　　完 （京都府立医科大学附属病院）
水野　真吾 （湘南鎌倉総合病院）
中島　祥文 （岩手医科大学）
中村　喜次 （千葉西総合病院）
宗久　佳子 （仙台厚生病院）

演 者 DMR成功例
水谷有克子 （仙台厚生病院）

DMR不成功例
水谷有克子 （仙台厚生病院）

FMR成功例
久保　俊介 （倉敷中央病院）

8:30-
 10:00

第2回ストラクチャークラブ・ジャパン 
東北支部会　ジョイントセッション
Narrated case session
“TAVI （SAPIEN 3）”

Narrated 
Operator

多田　憲生 （仙台厚生病院）

司 会 遠田　佑介 （仙台厚生病院）

座 長 森野　禎浩 （岩手医科大学附属病院）

コメンテーター 國井　浩行 （福島県立医科大学附属病院）
髙木　祐介 （国際医療福祉大学病院）
長沼　　亨 （新東京病院）
中村　喜次 （千葉西総合病院）
那須野尚久 （獨協医科大学病院）

EVT Live 1
オペレーター 安藤　　弘 （春日部中央総合病院）

座 長 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）
鈴木　健之 （東京都済生会中央病院）
山本　義人 （いわき市立総合磐城共立病院）

10:05-
 10:35 コーヒーブレイクセミナー

What is appropriate PCI ?
共催：日本メジフィジックス株式会社

座 長 中村　　淳 （新東京病院）

演 者 中嶋　昭浩 （新東京病院）



18 19

The 8th
Sendai / New Tokyo

プ
ロ
グ
ラ
ム

19
日
㈯

プ
ロ
グ
ラ
ム

19
日
㈯

Program

14:55-
 15:25 アフタヌーンセミナー

徹底討論：血管合併症から患者を
守るテクニック
共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

座 長 長沼　　亨 （新東京病院）

パ ネ リ スト 田村　晴俊 （山形大学医学部附属病院）
大道寺飛雄馬 （山形県立中央病院）

演 者 アクセス困難症例における治療戦略
山﨑　和正 （札幌東徳洲会病院）

15:30-
 17:00 EVT Live 4

共催：株式会社メディコン

オペレーター 朴澤　耕治 （新東京病院）
堀江　和紀 （仙台厚生病院）

座 長 平野　敬典 （済生会横浜市東部病院）
山本　義人 （いわき市立総合磐城共立病院）

コメンテーター 宇都宮　誠 （東邦大学医療センター 大橋病院）
木村　雅喜 （京都第一赤十字病院）
佐々木伸也 （坂総合病院）
鈴木　健之 （東京都済生会中央病院）
山内　靖隆 （総合高津中央病院）

ショートレクチャー Impact of IVUS findings with time course 
of stent expansion in SFA-CTO　（12min）
山本　義人 （いわき市立総合磐城共立病院）

第三会場「心疾患リハビリテーション室（本館2F）」

11:00-
 12:00 コメディカル

「放射線部門」
“心臓CT” VS “心臓MRI”

座 長 荒井　　剛 （仙台厚生病院）

演 者 心臓CT
阿部美津也 （仙台厚生病院）

心臓MRI
佐藤　丈洋 （仙台厚生病院）

13:00-
 13:50 コメディカル

「特別講演」
座 長 小畑　由美 （仙台厚生病院）

講 師 有床診療所の役割と仙台厚生病院との連携
～10年間の歩とこれからの未来～
齋藤　澄子 （みやぎ北部循環器科）

14:00-
 15:00 コメディカル

「臨床工学技士部門」
座 長 佐藤　孝二 （仙台厚生病院）

講 師 心電図の基礎学習
降矢　憲一 （仙台厚生病院）

心臓植込みデバイスのフォローUP
杵渕　泰洋 （仙台厚生病院）

13:20-
 14:50

第2回ストラクチャークラブ・ジャパン
東北支部会　ジョイントセッション
Narrated case session
“TAVI （EvolutR）”

Narrated 
Operator

多田　憲生 （仙台厚生病院）

司 会 水谷有克子 （仙台厚生病院）

座 長 菅原　重生 （日本海総合病院）

コメンテーター 石川　　有 （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）
國原　　孝 （東京慈恵会医科大学附属病院）
長沼　　亨 （新東京病院）
横山　公章 （弘前大学大学院医学研究科）

EVT Live 3
オペレーター 朴澤　耕治 （新東京病院）

座 長 全　　　完 （京都府立医科大学附属病院）

コメンテーター 大道寺飛雄馬 （山形県立中央病院）
平野　敬典 （済生会横浜市東部病院）
藤原　昌彦 （岸和田徳洲会病院）


