
オトのチカラ　ヒカリのチカラ
～Imaging道場～ with U（Ultimaster）
オトのチカラ　ヒカリのチカラ
～Imaging道場～ with U（Ultimaster）

寺島 充康（豊橋ハートセンター）

鈴木 孝彦（豊橋ハートセンター）
加藤 修
西川 英郎（三重ハートセンター）

那須 賢哉（豊橋ハートセンター）
羽原 真人（豊橋ハートセンター） 

座　　　 長

2018年1月31日現在

19 :00-20:00
第 1 部

2 .9 19 :00 -21:30サテライトシンポジウム
2018

(金)

日本流インターベンションの極意日本流インターベンションの極意

ご  意  見  番

ファシリテーター

20:15-21:30
第 2 部

共催：テルモ株式会社

オトのチカラ ～IVUS with U～ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ヒカリのチカラ ～OFDI with U～ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

OFDI Ver1.2の有用性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CTO病変に対するPCIにおいて、ガイドワイヤー通過後、
deviceのdeliveryに苦慮した症例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CTO of RCA ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

二期的にPCIを施行し救命し得たLAD-CTOを含む
LMT-ACSの1例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上山 力（岐阜県立多治見病院）

早川 誠一（公立西知多総合病院）

北川 勝英（金沢医科大学）

内田 恭寛（市立四日市病院）

加藤 大雅（加賀市医療センター）

寺村 真範（一宮西病院）

2 5 t h  T o k a i  L i v e

P r o g r a m



*術前にモデレーターが参加者とともに治療指針を検討します。

慢性完全閉塞病変の治療戦略 Part 1 慢性完全閉塞病変の治療戦略 Part 1 
症例検討会*（30分）

那須 賢哉（豊橋ハートセンター）  
岩間 眞（岐阜県総合医療センター）  大谷 速人（浜松医科大学）
岡田 尚之（聖隷浜松病院）   神谷 宏樹（岐阜ハートセンター）
香田 雅彦（中濃厚生病院）   成瀬 賢伸（豊橋市民病院）

鈴木 孝彦（豊橋ハートセンター）

前川 裕一郎（浜松医科大学）

前川 裕一郎（浜松医科大学）

ライブデモンストレーション（70分）
天野 哲也（愛知医科大学）   七里 守（名古屋第二赤十字病院）

加藤 大雅（加賀市医療センター）Completing the approach in CTO ～ASAHI Gaia Next～ ・・・・

岩淵 成志（琉球大学）
 
村松 崇（藤田保健衛生大学）
安藤 元素（岡村記念病院）

メタルステントでのResoluteの特性と適所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
What can we expect with the biodegradable-polymer 
SYNERGY stent? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
The Evolution of Coronary Scoring Balloon ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

石川 正人（藤田保健衛生大学）How to use “OCT” for making appropriate PCI strategy ・・・・・・・

岩淵 成志（琉球大学）All the NC balloons are not same ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

モデレーター

座　　　 長

コメンテーター

オペレーター

ランチョンセミナー

9 :00 -10 :40

10:40 -11:00 モーニングブレークセミナー

座　　　 長

座　　　 長

座　　　 長

座　　　 長

第 1 部

8:30 -8:50 モーニングブレークセミナー

8 :30 -17:402 .10
2018

(土) 東海ライブ研究会

石灰化病変の治療戦略 石灰化病変の治療戦略 
症例検討会*（30分）

松原 徹夫（豊橋ハートセンター）
鹿島 由史（札幌心臓血管クリニック）  鴨井 大典
諏訪 哲（順天堂大学医学部附属静岡病院） 西垣 和彦（岐阜大学）
日比野 剛（岐阜県立多治見病院）  堀部 永俊（高山赤十字病院）

西川 英郎（三重ハートセンター）

亀谷 良介（名古屋徳洲会総合病院）

松原 徹夫（豊橋ハートセンター）

ライブデモンストレーション（70分）
前川 裕一郎（浜松医科大学）   宮原 眞敏（三重ハートセンター）

モデレーター

座　　　 長

コメンテーター

オペレーター

第 3 部

分岐部病変の治療戦略分岐部病変の治療戦略
症例検討会*（30分）

木下 順久（豊橋ハートセンター）
浅野 博（公立陶生病院）   阪本 宏志（富士市立中央病院）
樽谷 康弘（岡村記念病院）   牧野 克俊（三重県立総合医療センター）
村松 崇（藤田保健衛生大学）   森川 修司（中東遠総合医療センター）

加藤 修

ライブデモンストレーション（70分）
尾崎 行男（藤田保健衛生大学）  高島 浩明（愛知医科大学）

モデレーター

座　　　 長

コメンテーター

オペレーター

11:00-12:40

13:00 -14:00

15:40 -16:00

14:00 -15:40

慢性完全閉塞病変の治療戦略 Part 2慢性完全閉塞病変の治療戦略 Part 2
症例検討会*（30分）

羽原 真人（豊橋ハートセンター）
土金 悦夫（豊橋ハートセンター）
片岡 一明（名張市立病院）   鈴木 健（豊川市民病院）
寺村 真範（一宮西病院）   藤田 浩志（名古屋市立大学）
保坂 文駿（岡村記念病院）   山田 実（静岡済生会総合病院）

加藤 修

ライブデモンストレーション（70分）
坂本 裕樹（静岡県立総合病院）  寺本 智彦（一宮西病院）

モデレーター

座　　　 長

コメンテーター

プ ロ ク タ ー

オペレーター

第 4 部
16:00 -17:40

第 2 部

アフタヌーンブレークセミナー

IVUSコメンテーター 川瀬 世史明（岐阜ハートセンター）  鈴木 頼快（名古屋ハートセンター）
寺島 充康（豊橋ハートセンター）  松尾 仁司（岐阜ハートセンター）

共催：朝日インテックJセールス株式会社

共催：日本メドトロニック株式会社/
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社/

オーバスネイチメディカル株式会社

共催：アボット バスキュラー ジャパン株式会社

共催：日本メドトロニック株式会社

2018年1月31日現在


