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KCC2016 Program  2016/1/28 更新 

 
会場:（財）石川県地場産業振興センター 

〒920-8203 石川県金沢市鞍月 2丁目 1番地 

TEL：076-268-2010  FAX：076-268-2859 

 

参加費： 

医師 10,000円 ｺ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ 3,000円 学生無料 その他 10,000円（2日間共通） 

 

主 催：北陸 PTCA教育ライブ研究会 

名誉顧問：竹越 襄（金沢医科大学 名誉教授） 

顧問：金谷 法忍（かないわ病院） 

Course Director：北山 道彦（金沢医科大学病院 副院長） 

後 援： 北陸ＰＴＣＡ研究会/石川県医師会/富山県医師会/福井県医師会 

金沢市医師会/北陸アンギオ研究会/石川県看護協会/富山県看護協会 

福井県看護協会/石川県病院薬剤師会/石川県薬剤師会/富山県薬剤師会/福

井県薬剤師会/石川県臨床工学技士会/富山県臨床工学技士会/ 

福井県臨床工学技士会 

 

CVIT認定医・指導医資格更新単位 2点  

日本医師会生涯教育認定講座 

インターベンションエキスパートナース（INE）更新単位 10単位 

心血管インターベンション技師（ITE）更新単位 5単位 
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1月 29日 (金曜日) 10：00~19：30  《 本館 1階 大ホール 》 
 

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

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

【Operator】 平野 敬典（済生会横浜市東部病院） 

 【Chair】 土谷 武嗣（金沢医科大学） 宮下 裕介（長野赤十字病院） 

 【Commentator】 関口 芳輝（金沢市立病院）  正村 克彦（財団医療法人 中村病院）

  三輪 健二（石川県立中央病院） 太田 洋（板橋中央総合病院） 

  鈴木 健之（東京都済生会中央病院） 

                   

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

【Speaker】 永田 義毅（富山県立中央病院） 

  『虚血性心筋症に対する心臓再同期療法』 

    

12：00~13:00  Luncheon seminar（Co-Sponsored by Abbott Vascular Japan） 

【Chair】  臼田 和生（富山県立中央病院） 

【Speaker】 坂倉 建一（自治医科大学附属さいたま医療センター） 

  『病理から見る CTO と DES』  

  

13：00  Opening Remarks 
  金谷 法忍 （かないわ病院） 

 

13:10~17:30  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） 
【Operator】 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） 

  安田 敏彦（石川県立中央病院） 五十嵐 康己(JCHO北海道病院) 

  井上 直人（東京蒲田病院） 上野 勝己（松波総合病院）  

        及川 裕二（心臓血管研究所付属病院） 

  加藤 大雅（横浜栄共済病院） 木下 順久（豊橋ハートセンター） 

  濱嵜 裕司（昭和大学）  舛谷 元丸（尼崎新都心病院） 

  松原 徹夫（豊橋ハートセンター） 村松 俊哉（総合東京病院) 

 

【IVUS Commentator】 

  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（尼崎新都心病院）  添田 信之（星総合病院） 

  寺島 充康（豊橋ハ-トセンター） 
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13:10~15:00  KCC Live Demonstration2 ( PCI ) 

【Chair】  金谷 法忍（かないわ病院）  藤田 博（京都第二赤十字病院） 

【Observer】  土井 修（第二岡本総合病院） 

【Commentator】 大谷 啓輔（金沢赤十字病院） 河合 康幸（金沢医科大学） 

福田 昭宏（金沢医科大学氷見市民病院）岡田 正治（滋賀県立成人病センター） 

    

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

【Chair】  臼田 和生（富山県立中央病院） 中川 義久(天理よろづ相談所病院)  

【Observer】 小田 弘隆(新潟市民病院)  

【Commentator】 亀山 智樹（富山県済生会富山病院） 阪上 学（金沢医療センター）   

寺井 英伸(心臓血管センター金沢循環器病院) 

岡田 隆(京都市立病院)  七里 守(名古屋第二赤十字病院) 

 

15:00~15:20 Tea-Time Session (Co-sponsored by神奈川 PTCA研究会) 
【Speaker】 木村 茂樹（横須賀共済病院） 

  『 マルチモダリティーイメージングによる DES内の観察 』 
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1月 29日 (金曜日) 18:00-19:30  《 本館 1階 大ホール 》 

 

PCI Case Conference - 記憶に残る症例 – 
 

18:00~18 :20     （Co-Sponsored by TERUMO） 

【Chair】  北山 道彦（金沢医科大学） 

【Speaker】 上野 勝己（松波総合病院） 

  『Next Genereation DES ULTIMASTER™』 

       

18 :20~19 :30              （Presented by Kanazawa Coronary Conference2016） 

【Chair】  松原 隆夫（石川県中中央病院） 五十嵐 慶一（JCHO北海道病院） 

【Observer】 鈴木 孝彦（豊橋ハートセンター） 

【Commentator】 朝倉 靖（葛西昌医会病院） 上野 勝己（松波総合病院） 

門田 一繁（倉敷中央病院） 松原 徹夫（豊橋ハートセンター） 

 

【Speaker】 永田 義毅（富山県立中央病院） 

  『クロピドグレル抵抗性の 1例』 

 

  宮原 眞敏（三重ハートセンター） 

 『右冠動脈入口部慢性完全閉塞に対する PCI中、 

Retro wireの抜去に難渋した症例』 

 

 伊藤 良明（済生会横浜市東部病院） 

 『治療に難渋した Non protected LMT-CTOの 1例』 

 

 及川 裕二 （心臓血管研究所付属病院） 

 『CTO-entry perforation at CCT2014』  
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1月 29日（金曜日） 14:00-16:00  《 本館 1階 第 7研修室 》 

 

Medical・一般演題 

Case Presentation  -Tough & Excellent Cases-
（Co-Sponsored by Japan Lifeline） 

       

【Chair】  青山 隆彦（福井県立病院）  佐伯 隆広（金沢医療センター） 
【Referee】 平瀬 裕章（高岡市民病院）  宮原 眞敏(三重ハートセンター) 

【Commentator】 織田 裕之（公立松任石川中央病院） 関口 芳輝（金沢市立病院） 

  三澤 克史（福井循環器病院） 

 

【Speaker】     １、兼八 正憲（財団医療法人 中村病院） 

  『3枝慢性完全閉塞病変に対して Staged PCIにて血行再建を行った 1例』 

 

  ２、山浦 誠（木沢記念病院） 

  『外科的バイパス術困難とされた Leriche syndromによる 

    CLIに対し EVTを施行し著明な改善を得た 1例』 

 

  ３、下地 顕一郎（済生会宇都宮病院） 

  『一度目の手技失敗に対する考察が成功につながった 

     高度石灰化を伴う RCA CTO症例』 

 

  ４、松井 崇生（高岡市民病院） 

  『Wedge造影で広範な解離を形成した RCA CTOの 1例』 

 

  ５、山本 隆介（小松市民病院） 

  『entryを捉えられずに sub-intimal tracking となった Cx CTOの 1例』 

   

  ６、小堀 祐一（戸田中央総合病院） 

  『血管走行不明の RCAの Long CTOに対し 

                             intra-plaque trackingが可能であった 1例』 

 

演題順番 1/20（水）更新致しました 
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1月 29日（金曜日）16 :00-17 :30 《 本館 1階 第 7研修室》 

EVT Session玄人のひとりごとシリーズ第三巻 

”玄人たちの野望” 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） 

【Presentater】 

飯田 修（関西ろうさい病院） 

鈴木 健之（東京都済生会中央病院） 

曽我 芳光（小倉記念病院） 

平野 敬典（済生会横浜市東部病院） 

宮下 裕介（長野赤十字病院） 

 

 

野望 

『日本が世界をリードする』 

『StructureHeartから PAD まで循環器医が仕切る』 

『小倉データで世界を席巻する』 

『CLIを循環器内科で完結する』 

『ベッドサイドから世界をかえる』 
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1月 29日（金曜日）  20:00-23:00  

KCC Midnight conference in Kanazawa 

- For YOUNG LIONS - 

 

日時 1/29（金） 20 :00 開場・受付 /20 :30 開始/23 :00 閉会 

場所 ： オリーブオイルキッチン 

住所 ： 金沢市本町 2-15-1 ポルテ金沢 B1F (ホテル日航金沢隣→地下 1階) 

TEL：076-225-7796 

参 加 費 ： 医師 ¥5,000- コ・メディカル ￥3,000-   

※当日はお食事・お飲み物を用意させて頂きます。 

 

 

【会場のご案内】                                 【会場：QR コード】 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1月 30日（土） 9:00~17:00  《本館 1階 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） 

 
【Operator】 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） 

  安田 敏彦（石川県立中央病院） 五十嵐 康己(JCHO北海道病院) 

  井上 直人（東京蒲田病院） 上野 勝己（松波総合病院）  

        及川 裕二（心臓血管研究所付属病院） 

  加藤 大雅（横浜栄共済病院） 木下 順久（豊橋ハートセンター） 

  濱嵜 裕司（昭和大学）  舛谷 元丸（尼崎新都心病院） 

  松原 徹夫（豊橋ハートセンター） 村松 俊哉（総合東京病院) 

   

【IVUS Commentator】 

  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（尼崎新都心病院）  添田 信之（星総合病院） 

  寺島 充康（豊橋ハ-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） 井上 直人（東京蒲田病院） 

【Observer】 五十嵐 慶一（JHCO北海道病院） 

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

佐伯 隆広（金沢医療センター）  宮原 眞敏（三重ハートセンター） 

北川 勝英（半田市立半田病院） 

 

10:00~10:20 Mini Lecture 

   （Co-Sponsored by KANEKA MEDICAL PRODUCTS/ Japan Lifeline） 

 

【Speaker】 平瀬 裕章（高岡市民病院）  

  『Strategy for device delivery failure』 

 

 

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

【Chair】  平瀬 裕章（高岡市民病院）  上田 欽造（洛和会丸太町病院） 

【Observer】 鈴木 孝彦（豊橋ハートセンター） 

【Commentator】 上野 博志（富山大学）  音羽 勘一（市立敦賀病院） 

  関口 芳輝（金沢市立病院） 加藤 大雅（横浜栄共済病院） 

  那須 賢哉（豊橋ハートセンター） 高畠 周（大田記念病院） 
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12：00~13:00  Luncheon seminar（Co-Sponsored by Boston Scientific Japan） 

『 Synergy™ Performance ～The final form of DES～ 』 

【Chair】  金谷 法忍（かないわ病院）  土谷 武嗣（金沢医科大学）  

 

【Speaker】 Yen-Lane Chen Ph.D.（Boston Scientific Corporation） 

  『Synergy™ Development from Engineer perspective』 

 

  伊藤 良明（済生会横浜市東部病院） 

  『Synergy™ステントの使用経験』 

  
    

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

【Chair】  大里 和雄（福井循環器病院） 横井 宏佳（福岡山王病院） 

【Observer】 木島 幹博（星総合病院）           

【Commentator】 賀来 文治（富山赤十字病院） 高村 雅之（金沢大学） 

  坪川 明義（福井赤十字病院） 岡田 隆（京都市立病院） 

  岡田 尚之(聖隷浜松病院)  井戸 貴久（木沢記念病院） 

 

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

【Chair】  永田 義毅（富山県立中央病院） 道下 一郎（横浜栄共済病院） 

【Observer】 西川 英郎(三重ハートセンター) 

【Commentator】 東方 利徳（小松市民病院） 小見 亘（金沢市立病院） 

  野々村 誠（富山県済生会富山病院）大辻 悟(東宝塚さとう病院) 

  岡田 正治(滋賀県立成人病センター)篠崎 法彦(東海大学) 

 

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

【Speaker】 森野 禎浩（岩手医科大学） 

  『至適抗血小板療法の近未来：熟慮と挑戦』 

 

17：00  Closing Remarks 
           北山 道彦（金沢医科大学） 
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1月 30日（土） 9:00~16 :50   《本館 2階 第 2会議室 》 

 
 

KCC Special Lecture 
 
 

9:00-10:00 『若い人に伝えたい、PCI修得への道』 

（Presented by Kanazawa Coronary Conference2016） 

【Chair】  金谷 法忍 （かないわ病院）  

【Speaker】 上田 欽造（洛和会丸太町病院） 

  西川 英郎（三重ハートセンター） 

 

 

 
10:00~11:00   いまさら聞けない Guide Catheter と Guide Wireの話し 

                                 （Co-Sponsored by NIPRO/Goodman） 

【Chair】  赤尾 浩慶 （金沢医科大学） 

【Speaker】 中川 義久（天理よろづ相談所病院） 

  『Guide Catheter と Guide Wireの基本』 

 

  岡田 隆（京都市立病院） 

  『Guide Catheter extension 、子カテの使用法』 

 

         

 

11:00~12:00   特殊な病態への対応 （11：00～12：00）  

                     （Co-Sponsored by KANEKA MEDICAL PRODUCTS） 

【Chair】  安田 敏彦（石川県立中央病院） 

【Speaker】 岡田 尚之（聖隷浜松病院） 

  『大量血栓を伴う病変』 

   

  太田 洋（板橋中央総合病院） 

  『HITが疑われる症例への対応』 
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13:00~14:30 CTO-PCIの基礎から応用まで 

                                       （Co-Sponsored by ASAHI INTECC j-sales ） 

【Chair】  正村 克彦（財団医療法人 中村病院） 

【Speaker】 那須 賢哉（豊橋ハートセンター） 

  『CTO病変に対する治療戦略の立て方 

     ―Retorgrade approachへの変更は？－』 

 

  朝倉 靖（葛西昌医会病院） 

  『Retrograde approach特有の合併症と対策』 

   

  大辻 悟（宝塚さとう病院） 

  『Retrograde approach -使えるチャンネル、使えないチャンネル-』 

        

 

 

14：30~15:30   分岐部病変への対応  （Co-Sponsored by Medtronic） 

【Chair】  織田 裕之（公立松任石川中央病院） 

【Speaker】 門田 一繁（倉敷中央病院） 

  『Trialから読む分岐部 PCIの Trend』 

   

  木下 順久（豊橋ハートセンター） 

  『Single Stent or two Stents Strategy? -私の考え-』 

 

 

 

15:30-16:50 合併症への対応  （Co-Sponsored by Boston Scientific Japan）   

【Chair】  三澤 克史（福井循環器病院） 

【Speaker】 伊藤 良明（済生会横浜市東部病院） 

  『冠動脈内 Device stuck、stent脱落症例からの脱出』 

   

  加藤 大雅（横浜栄共済病院） 

  『冠動脈穿孔、冠動脈解離、No reflowが生じたとき』 
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1月 29日（金）・30日（土） Hospitality Room  

Hospitarity ROOM・Ⅰ 《 本館 2階 第 7会議室 》 

(Co-sponsored by ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社)  

  

Hospitarity ROOM・Ⅱ 《 本館 3階 第 4研修室 》 

(Co-sponsored by ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社) 

  

Hospitarity ROOM・Ⅲ 《 本館 3階 第 6研修室 》 

( Co-sponsored by セント・ジュード・メディカル株式会社 ) 

 

Co-Medical IVUS&FFR Traning 《 本館 3 階 第 8 会議室 》
( Co-sponsored by ボルケーノ・ジャパン株式会社 ) 

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

1月 30日（土） 9:30~16 :30 《本館 1階 第 7研修室 》 

 
9:30  

【Opening Remarks】 大里 和雄（福井循環器病院） 

 

 

9:30~10：30  

 臨床工学・検査技師・放射線部門 

【Chair】  二山 高志（高岡市民病院） 

【Speaker】 干場 惠（心臓血管センター金沢循環器病院 診療放射線技師） 

  『EVTでの希釈造影剤使用による患者負担軽減の試み』 

 

  加藤 崚太（高岡市民病院 臨床工学技士科 臨床工学技士） 

  『PCIバルーンカテーテルの性能評価 ～IVUSを用いた比較検討～』 

 

  長田 晴行（金沢赤十字病院 診療放射線技師） 

  『冠動脈 CT導入～当院の現状と課題～』 

 

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）  

  『IVUSを好きになろう』 

      

               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』 

         

  山口 敏和（名古屋ハートセンター） 

  『STENTの歴史（BMSから BVS まで）』  

 

 

 

 

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

大ホールで開催されます。 是非御参加下さい。 
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13：00～14：30 

Co-Medical Session・パネルディスカッション 

『他（多）職種連携について学ぼう！』 
  

【Chair】  中川 透（金沢医科大学病院・ME） 

山本 基善（心臓血管センター金沢循環器病院・ME）  

【Panelist】  木下 昌樹（岡崎市民病院・ME） 

  武井 和明（大和成和病院・Op室/カテ室・看護師） 

  山本 香代（金沢医科大学病院・栄養士） 

  芦川 直也（豊橋ハートセンター・薬剤師） 

  都築 正尚（豊橋ハートセンター・心臓リハビリ） 

  

14：30~16:00 

看護・リハビリテーション部門 

【Chair】  沖野 優子（石川県立中央病院 特定集中治療部・看護師) 

  辻 展行（金沢医科大学病院 ハートセンター・看護師） 

 

【Speaker】 南本 祐希（厚生連高岡病院 血管撮影室・看護師） 

  『経皮的冠動脈形成術の薬剤プロトコール作成への取り組み 

        ～急変時の検証から見えてきたもの～』 

 

        小笠原 佐緒里（公立松任石川中央病院 HCU・看護師） 

  『時代に合わせたスタッフ教育を ～教育システムの構築を考える～』 

 

  永森 三穂子（金沢医科大学病院 ハートセンター・看護師） 

  『緊急 PCI後の安静により生じた腰痛の緩和についての検討』 

 

  酒井 葉子（高岡市民病院 6階西病棟・看護師）  

        『慢性心不全患者に対する指導の充実に向けた取り組み 

      -パンフレットを活用した指導を導入して-』 

 

木村 拓（高岡市民病院 放射線科・看護師） 

  『心臓カテーテル検査室における合併症シュミレーション 

           ～迷う１秒を動く 1秒に～』 

 

  姫野 聡吏（富山県立中央病院 中央病棟 ７階南・看護師） 

  『PCI後の心不全・腎不全の進行防止を目的に在宅療養支援を行った一例』 

  

 

16：00  

【Closing Remarks】 松原 隆夫（石川県立中央病院） 

 

   


