
3月 13日 (金曜日) 10：00~19：30  

 

《 石川県地場産業振興センター 大ホール 》 
 

10：00~12：00  KCC Live Demonstration (Peripheral ) 
10:00~12:00   KCC Live Demonstration1 ( EVT ) 

 【Operators】 土谷 武嗣（金沢医科大学） 平野 敬典（済生会横浜市東部病院） 

 【Chairs】  飯田 修（関西ろうさい病院） 宮下 裕介（信州大学） 

【Commentators】 織田 裕之（公立松任石川中央病院） 正村 克彦（財団医療法人 中村病院） 

   加藤 大雅（横浜栄共済病院） 篠崎 法彦（東海大学） 

   曽我 芳光（小倉記念病院） 

 

11:00~11:20  Mini Lecture ( Co-sponsored by Medtronic ) 

      【Speaker】 永田 義毅（富山県立中央病院） 

 『 ニュースの内容がチョットわかる！ 

  循環器疾患における社会的問題点：不整脈に起因する失神患者の自動車運転 』 

    

12：00~13:00  Luncheon seminar ( Co-sponsored by Boston Scientific Japan ) 

『 The Ultimate DES has Arrived ～PREMIERTM Performance ～ 』 
      【Chairs】  久保田 幸次（公立松任石川中央病院）  大里 和雄（福井循環器病院）  

      【Speaker】  関口 芳輝（金沢市立病院） 

   『 Optimal PCI strategy for Complex Lesions 』 

      【Speaker】  七里 守（名古屋第二赤十字病院） 

   『 Posibility of PREMIER™LV 』 

 

13：00  Opening Remarks 
 竹越 襄 （金沢医科大学 名誉教授） 

 

13:10~17:30  KCC Live Demonstration （Peripheral and Coronary） 
                 （石川県立中央病院・金沢医科大学病院からの２元中継） 
 【Operators】  北山 道彦（金沢医科大学） 永田 義毅（富山県立中央病院）  

平瀬 裕章（高岡市民病院）   松原 隆夫（石川県立中央病院）  

朝倉 靖（葛西昌医会病院）   五十嵐 康己（北海道社会保険病院）  

井上 直人（仙台厚生病院）   上野 勝己（松波総合病院）  

木下 順久（豊橋ハートセンター）  西川 英郎（三重ハートセンター）     

濱嵜 裕司（昭和大学）  舛谷 元丸（昭和病院）   

松尾 仁司（岐阜ハートセンター） 松原 徹夫（豊橋ハートセンター） 

村松 俊哉（済生会横浜市東部病院） 

 

 【IVUS Commentators】 

坂田 憲治（金沢大学）  及川 裕二（心臓血管研究所付属病院） 

大久保 宗則（岐阜ハートセンター） 鈴木 健（豊川市民病院）   

舛谷 元丸（昭和病院）  松尾 仁司（岐阜ハートセンター）  
 

 

 



 

 

 13:10~15:00  KCC Live Demonstration2 ( EVT&PCI ) 

    【Chairs】  金谷 法忍（石川県立中央病院） 篠崎 法彦（東海大学） 

 【Commentators】 大谷 啓輔（金沢赤十字病院） 坪川 明義（福井赤十字病院） 

原城 達夫（埼玉東部循環器病院） 東方 利徳（小松市民病院） 

七里 守（名古屋第二赤十字病院） 

    

15:00~15:20 Tea-Time Session (Co-sponsored by TERUMO) 
 【Speaker】 松原 隆夫（石川県立中央病院） 

   『 OFDIの臨床応用 』 

 

15:00~17:30  KCC Live Demonstration3 ( PCI ) 

 【Chairs】  河合 康幸（金沢医科大学）  藤田 博（京都第二赤十字病院） 

    【Commentators】  宇野 欣秀（芳珠記念病院）  賀来 文治（富山赤十字病院） 

寺井 英伸(心臓血管センター金沢循環器病院) 

太田 洋（板橋中央総合病院） 岡田 正治（滋賀県立成人病センター） 

 

18:00~19:00  PCI Case Conference - 記憶に残る症例 – 
 

【Chairs】  五十嵐 慶一（JCHO北海道病院） 木島 幹博（星総合病院） 

【Commentators】  

井上 直人（仙台厚生病院） 岡村 篤徳（桜橋渡辺病院） 

七里 守（名古屋第二赤十字病院） 宮下 裕介（信州大学） 

 【Speakers】 

『 低心機能の対角枝閉塞に対し、balloon screenで wire cross した一例』 

                     海老澤 聡一朗（信州大学） 

『 My Toughest CTO case 2014』   

              平瀬 裕章（高岡市民病院） 

『 My most complex CTO PCI in 2014 』  

五十嵐 康己（JCHO北海道病院） 

 

 

19:00~19:30  座談会 

『 KCCの想い出と若い人に伝えたい事 』 

【司会】  北山 道彦（金沢医科大学） 松原 隆夫（石川県立中央病院） 

【出席者】 金谷 法忍（石川県立中央病院） 鈴木 孝彦（豊橋ハートセンター） 

   西川 英郎（三重ハートセンター） 

 

 

 

 

 



3月 13日 (金曜日) 14:00-17:30  

 

《石川県地場産業振興センター 本館 3階 第 6研修室 》 
 

 

14：00~16：00 Medical・一般演題 

Case Presentation  -Tough & Excellent Cases- 
 

【Chairs】  佐伯 隆広（金沢医療センター ） 加藤 大雅（横浜栄共済病院） 
 【Referee】 赤尾 浩慶（金沢医科大学）  平瀬 裕章（高岡市民病院） 

【Speaker】 

徳久 英樹（富山県立中央病院） 

   『 バルーン大動脈弁形成術後に大動脈弁閉鎖不全と 

僧帽弁閉鎖不全を合併した大動脈弁狭窄症の 1例 』 

 

北川 勝英（半田市立半田病院） 

   『 SFA Long CTOに Trans collateral angioplastyを試み成功した 1例  

-有効性と限界の考察-』 

山本 隆介（小松市民病院） 

   『 バックアップ不良にてデバイスの挿入に難渋した 

右冠動脈近位部病変の一例 』 

 

兼八 正憲（財団医療法人 中村病院） 

   『 ワイヤー抜去後に左前下行枝および左回旋枝が完全閉塞した 

突発性冠動脈解離の一例 』 

 

太田 宗徳（厚生連高岡病院） 

   『 CTO Wire通過後の処理に難渋し、distal emboliを生じた一例 』 

 

藤岡 研佐（福井県立病院） 

   『 Dio
®
が有用であった右冠動脈完全閉塞の一例 』 

 

高畠 周（恵寿総合病院） 

   『 Native RCAの CTOに対して PCIを行った 

グラフト不全による UAP（NSTE-ACS）の１例 』 

  

                       井戸 貴久(社会医療法人厚生会 木沢記念病院) 

                       『 高度石灰化・冠動脈３枝病変を有し、 

一期的に治療した超高齢者左主幹部急性冠症候群の１例』 

 

大谷 啓輔（金沢赤十字病院） 

   『 バルーン拡張後にガイドワイヤーが偽腔に落ち込み、 

その後の治療選択に苦慮した症例 』 

 

 

 

 



16：00~17：30 EVT Session 

 

玄人のひとりごとシリーズ第二巻 

”いまのおれの頭ン中” 
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（関西ろうさい病院）  『 時代の風をよむ 』 

曽我 芳光（小倉記念病院）  『 小倉チルドレンをたばねる 』 

平野 敬典（済生会横浜市東部病院）  『 落とし穴からアイデアをうむ 』 

宮下 裕介（信州大学）   『 地域を創生する 』 

  村木 敬介（Boston Scientific Japan） 『 役者をそろえる 』 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



3月 14日（土曜日）  9:00~17:00  

 

《 石川県地場産業振興センター 大ホール 》 
 

9:00~17:00  KCC Live Demonstration  （Coronary） 

          （石川県立中央病院・金沢医科大学病院からの２元中継） 
 【Operators】  北山 道彦（金沢医科大学）   永田 義毅（富山県立中央病院）  

平瀬 裕章（高岡市民病院）   松原 隆夫（石川県立中央病院）  

朝倉 靖（葛西昌医会病院）   五十嵐 康己（北海道社会保険病院）  

井上 直人（仙台厚生病院）   上野 勝己（松波総合病院）  

木下 順久（豊橋ハートセンター）  西川 英郎（三重ハートセンター）     

濱嵜 裕司（昭和大学）  舛谷 元丸（昭和病院）   

松尾 仁司（岐阜ハートセンター） 松原 徹夫（豊橋ハートセンター） 

村松 俊哉（済生会横浜市東部病院） 

 

 

 【IVUS Commentators】 

坂田 憲治（金沢大学）  及川 裕二（心臓血管研究所付属病院） 

大久保 宗則（岐阜ハートセンター） 鈴木 健（豊川市民病院）   

舛谷 元丸（昭和病院）  松尾 仁司（岐阜ハートセンター）  

  

9:00~10:30  KCC Live Demonstration4（PCI） 

 

 【Chairs】  水野 清雄（福井循環器病院） 小田 弘隆（新潟市民病院） 

 【Oveserver】 西川 英郎（三重ハートセンター） 

 【Commentators】 青山 隆彦（福井県立病院）  桶家 一恭（厚生連高岡病院） 

福田 昭宏（金沢医科大学氷見市民病院） 

   岡村 篤徳（桜橋渡辺病院） 海老澤 聡一朗（信州大学） 

 

10:00~10:20 Mini Lecture   (Presented by KCC2015) 

 【Speaker】 小田 弘隆（新潟市民病院） 

   『 DCA 』 

 

10:30~12:00  KCC Live Demonstration5（PCI） 

 【Chairs】  臼田 和生（富山県立中央病院） 上野 高史（久留米大学） 

【Oveserver】 鈴木 孝彦（豊橋ハートセンター） 

 【Commentators】  清川 裕明（富山市民病院） 佐伯 隆広（金沢医療センター） 

野々村 誠（済生会富山病院）     岡田 尚之(聖隷浜松病院)   

宮下 裕介（信州大学） 
 

12：00~13:00  Luncheon seminar （Co-sponsored by Abbott Vascular Japan ) 
『 新世代 DES・BRSに病理の視点で迫る 』 

 

【Chair】  横井 宏佳（福岡山王病院） 

 【Speaker】  大塚 文之（国立循環器病センター）   

  

    



13:00~15:00 KCC Live Demonstration6（PCI） 

 【Chairs】  大里 和雄（福井循環器病院） 土井 修（第二岡本総合病院） 

【Oveserver】 木島 幹博（星総合病院） 

 【Commentators】 荒川 健一郎（福井大学）  阪上 学（金沢医療センター） 

   原城 達夫（埼玉東部循環器病院）  太田 洋（板橋中央総合病院）  

岡田 隆（京都市立病院）  

 

15:00~15:30 Tea-Time Session  ( Co-sponsored by Sanofi ) 

 【Speaker】  道下 一朗（横浜栄共済病院） 

    『 造影剤 Up To Date』 

 

 

15:00~17:00 KCC Live Demonstration7（PCI） 

 【Chairs】  大辻 悟（東宝塚さとう病院） 道下 一朗（横浜栄共済病院） 

【Oveserver】 金谷 法忍（石川県立中央病院） 

 【Commentators】 小見 亘（金沢市立病院）  関口 芳輝（金沢市立病院） 

田口 富雄（富山赤十字病院） 加藤 大雅（横浜栄共済病院）  

北川 勝英（半田市立半田病院） 

 

 

17：00  Closing Remarks 
           金谷 法忍（石川県立中央病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3月 14日（土曜日）  10:00~17:00  
 

《 石川県地場産業振興センター 本館 3階 第 6研修室 》 

 

10:00~17:00 KCC Special Lecture 
 

10:00~11:00   ACSに対する治療戦略  ( Co-sponsored by NIPRO / Medtronic Japan ) 

【Chair】 安田 敏彦（石川県立中央病院） 

 

『 血栓吸引 』   藤野 晋（福井県立病院） 

 

  『 末梢保護デバイス 』  岡田 隆（京都市立病院 ） 

 
  

11:00~12:00 困ったときの tip and tricks  ( Co-sponsored by Japan Life Line   

/ KANEKA MEDICAL PRODUCTS) 

【Chair】 福田 昭宏（金沢医科大学氷見市民病院） 

 

『 デバイス通過困難への対応 』 加藤 大雅（横浜栄共催病院 ） 

 

『 分岐部病変への対応 』       木下 順久（豊橋ハートセンター） 

 
 

13:00~14:00 PCIに活かす Imaging      ( Co-sponsored by TERUMO ) 

 

【Chair】 青山 隆彦（福井県立病院） 

 

『 OCT/OFDI 』   大久保 宗則（岐阜ハートセンター） 

 

『 CT/MRCT 』   五十嵐 慶一（JCHO北海道病院） 
 

 

14：00~15:00  FFR vs iFR   ( Co-sponsored by Volcano Japan / St. Jude Medical )

     

【Chair】 正村 克彦（財団医療法人 中村病院） 

 

『 FFR 』    藤田 博（京都第二赤十字病院） 

 

『 iFR 』    松尾 仁司（岐阜ハートセンター） 

  
 

15:00~16:00 【 CTOの基礎 】  ( Co-sponsored by ASAHI INTECC J-sales )      

 

【Chair】 三澤 克史（ 福井循環器病院 ） 

 

『 Antegrade approach 』  岡田 尚之（聖隷浜松病院） 

 

『 Retrograde approach 』 岡村 篤徳（桜橋渡辺病院） 

 



 

16:00~17:00 【 合併症への対応 】    ( Co-sponsored by ZEON Medical )            

 

【Chair】 織田 裕之（公立松任石川中央病院） 

 

『 冠動脈穿孔 』   氏家 勇一（星総合病院） 

 

『 HIT 』    岡田 正治（滋賀県立成人病センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KCC Co-medical Rotablator Training  
《 石川県地場産業振興センター 本館 2階 第 2会議室 》 

 

10:00~11:00 【Trainer】 永田 義毅（富山県立中央病院） 

( Co-sponsored by Boston Scientific ) 

 

 

 

KCC Co-medical IVUS & FFR Training 
《 石川県地場産業振興センター 本館 3階 第 8会議室 》 

 

10:00~11:30 【Trainer】  山本 基善（ 心臓血管センター金沢循環器病院 ） 

       ( Co-sponsored by Volcano Japan ) 

 

 

 

KCC  Medical OFDI Training  
《 石川県地場産業振興センター 本館 2階 第 7会議室 》 

                                 

10:30~12:00 【Trainer】 北川 勝英（半田市立半田病院） 

( Co-sponsored by TERUMO ) 

 

 

 

KCC  Medical FFR / OCT Training 
《 石川県地場産業振興センター 本館 3階 第 4研修室 》 

 

13:00~14:00 【Trainer】  

『FFRを実臨床で活かす』 高島 浩明（愛知医科大学病院） 

 

『OCTを実臨床で活かす』 村松 崇（藤田保健衛生大学病院） 

       ( Co-sponsored by St.Jude Medical ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3月 14日（土曜日）  9：45~16:30  

  《 石川県地場産業振興センター 1階 第 7研修室 》 

 

KCC  Co-Medical Session 
 

9:45 

 【Opening Remarks】  臼田 和生（富山県立中央病院） 

 

 

9:50~10：30  

 臨床工学・放射線部門 

 【Chair】  二山 高志（高岡市民病院） 

 【Speaker】 

 永森 信啓（金沢医療センター 統括診療部 臨床工学技士室 臨床工学技士 ） 

   『 静脈ルートからの不完全なヘパリン投与により冠動脈内血栓症に至った１例 』 

 

 加藤 崚太（高岡市民病院 臨床工学技士科 臨床工学技士） 

『 当院における OptiCross™の使用経験. Part2 』 

 

筒口 崇之（富山県立中央病院 医療技術部 臨床工学科 臨床工学技士） 

『 血管造影室関連機器新規導入における臨床工学技士の取り組み 』 

 

10：30~12：00   

Co-Medical Session教育講座 

  『基礎を学ぼう!！』 
 【Chair】  高畠 外美子（公立松任石川中央病院） 

 【Speaker】  赤松 俊二（滋賀県立成人病センター）  

    『 血行動態について 』 

 【Speaker】 木下 昌樹（岡崎市民病院） 

    『 IABPの基礎 』  

【Speaker】 稲田 毅（岐阜ハートセンター） 

    『 冠動脈の解剖と心電図の関係 』  

 

 

 

 

 ＊12：00~13:00  Luncheon seminar（ Co-sponsored by Abbott Vascular Japan ) が 

 大ホールで開催されます。 是非御参加下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



13：00～14：30 

Co-Medical Session特別講演 

『カテ室紹介』 
 【Chair】  中川 透（金沢医科大学） 

 【Speaker】  添田 信之（星総合病院）  

    『 カテ室訪問（カテ室での工夫） 』 

【Speaker】  山口 敏和（名古屋ハートセンター）  

    『 カテ室訪問（カテ室での工夫） 』 

【Speaker】  木下 博子（岸和田徳洲会病院）  

    『 当院でのカテ室における看護体勢について 』 

 

14：30~15：15 

看護部門・リハビリ部門Ⅰ 

 【Chair】  沖野 優子（石川県立中央病院 特定集中治療室・看護師 主査） 

 【Speaker】 

野上 智佳（富山県立中央病院 中央病棟７階南・看護師） 

『 心筋梗塞後の患者の生活指導を振り返って 』 

 

       喜多 真治（厚生連高岡病院 血管撮影室・看護師） 

 『 Door to Balloon Time：4年前との比較と現状の分析 』 

 

木村 拓（高岡市民病院 放射線科・看護師） 

 『 当院における INE としての取り組み～インターベンション看護の向上を目指して～ 』 

 

 堀 愛香（金沢医科大学 ハートセンター・看護師） 

   『 緊急入院となった患者の心理的変化とその関わり - 山勢の危機理論を活用 - 』 

 

15:15~15:45 

Tea-Time Session      ( Presented by KCC2015) 

 【Chair】  松原 隆夫（石川県立中央病院） 

 【Speaker】  赤澤 純代（金沢医科大学） 

   『 生活習慣病 -血流美人で良い人生を- 』 

 

15：45~16：30 

 看護部門・リハビリ部門Ⅱ 

 【Chair】  吉田 真寿美（金沢医科大学病院 ハートセンター・集中ケア認定看護師）  

【Speaker】 

山越 よしえ（金沢赤十字病院 放射線科・看護師） 

  『 Door to Balloon Time短縮に向けての当院の取り組み 』 

 

山口 恭代（福井循環器病院 救命センター・看護師） 

  『 カテーテル検査を受ける患者への不安緩和の取り組み 

-カテーテル検査前訪問を実施して- 』 

屋敷 瞳（石川県立中央病院 循環器病棟・看護師） 

 『 重症虚血性心疾患に対する低出力対外衝撃波治療前後におけるうつ状態の変化について 』 

 

 

16：30~ 

 【Closing Remarks】 松原 隆夫（石川県立中央病院）  


