
KCC-2017タイムスケジュール
3/10（金） 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18:30 19

10:00-1010 13:00-13:10

開会挨拶 オープニング

3/11（土） 9 10 11 12 13 14 15 16 17

コース

9:30 9：40~10:10 10:10～10:30 14:30~15:10 15:10-15:30 16:10

内容
一般演題・看護１

カテ室看護・
チーム医療

ミニレクチャー 一般演題・看護2
病棟看護

ティータイムセッション
共催：ニプロ株式会社

ミスタードーナツ

座長

辻　展行
（金沢医科大学病院）

佐々木美紀
（財団医療法人

中村病院）

木村　拓
（高岡市民病院）

柴田　由美子
（石川県立中央病院）

荒川　昇
（石川県立中央病院）

小杉　隆浩
（高岡市民病院）

【ﾃｨｰﾀｲﾑｾｯｼｮﾝ】15:00-15:30
共催:サノフィ株式会社

『新たな脂質低下療法の選択肢～PCSK9阻害薬への期待～』
道下　一朗（横浜栄共済病院）

顧問
金谷　法忍

尾崎　行男

【ミニレクチャー】：11:00-11:20
『SFA治療、過渡期における一計』

土谷　武嗣（金沢医科大学）

大ホールランチョン10:00-11:00
『原点回帰』

座長：三澤　克史

『バックアップを極める』
加藤　大雅

『Bifurcation　up-to-date』
木下　順久

共催：株式会社カネカメディックス

ベーシックコース

【座長】　

【術者】
及川　裕二（心臓血管研究所付属病院） 岡村　篤徳(桜橋渡辺病院)　 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）
濱嵜 裕司（昭和大学）   藤野　晋（福井県立病院）   舛谷 元丸（尼崎新都心病院）  松原　隆夫（石川県立中央病院）  松原 徹夫（豊橋ハートセンター）  村松 俊哉（総合東京病院)
【IVUS コメンテーター】
 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） 岡村　篤徳(桜橋渡辺病院)   木村　祐之(広島ハートセンター)　鈴木　健（豊川市民病院）   寺島　充康（豊橋ハ-トセンター）

13:00-14:00
『CTO-PCI　up-to-date』

座長：河合康幸

『Retrograde approachの合併症』
朝倉　靖

『CTO　PCIを成功に導くために大切な事』
岡田　尚之

共催：朝日インテックJセールス株式会社

14::00-15:00
『将来に繋がるPCI

-Stentを用いないインターベンション-』
　座長：安田　敏彦

『Cutting Balloon』
北川　勝英

『Drug Coated Balloon』
上野　勝己

共催：ボストン社/
ニプロ株式会社・株式会社グッドマン

11:00-12:00
『Imaging　Modarityを使いこなす』

　　座長:寺井　英伸
 

『OCT・OFDI』
坂田　憲治

『CT/MRI』
華岡　慶一

共催：
セント・ジュード・メディカル株式会社

【ミニレクチャー】10：00～10：20
共催：テルモ

『Latest Optimal DAPT Duration Expectation for
the Biodegradable polymer DES Ultimaster』

横井　宏佳（福岡山王病院）

【術者】
及川　裕二（心臓血管研究所付属病院） 岡村　篤徳(桜橋渡辺病院)　 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）
濱嵜 裕司（昭和大学）   藤野　晋（福井県立病院）   舛谷 元丸（尼崎新都心病院）  松原　隆夫（石川県立中央病院）  松原 徹夫（豊橋ハートセンター）  村松 俊哉（総合東京病院)
【IVUS コメンテーター】
 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） 岡村　篤徳(桜橋渡辺病院)   木村　祐之(広島ハートセンター)　鈴木　健（豊川市民病院）   寺島　充康（豊橋ハ-トセンター）

上野　勝己 臼田　和生

【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】

Live2 EVT&PCI　13:10~15:00

【座長】
大里　和雄・松原　隆夫
【オブザーバー】土井　修

【コメンテーター】
伊藤　良明・七里　守・太田　洋・

坪川　明義・東方　利徳

代表世話人
北山　道彦

開会挨拶
永田　義毅

（富山県立中央病
院）

閉会挨拶
松原　隆夫

（石川県立中央病
院）

術者・IVUSコメンテーター
（予定）

海老澤　聡一朗・下地　顕一郎・清川　裕明・
福田　昭宏・寺井　英伸

Live3　PCI 15:00~17:00

【座　長】　藤田　博・河合　康幸
【オブザーバー】木島　幹博

【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】
岡田　正治・大谷　啓輔・勝田　省嗣・

吉川　糧平・佐伯　隆広

13:00~14:30

開場：19:00
開始：19:30-21:30

日航金沢　３階
ミッドナイト

カンファレンス

Live6　PCI　 13:00~15:00

9:30-10:00
『マスターが伝える

PCIの心構え』
　　座長：

木島　幹博

　　演者：
西川　英郎
共催：KCC

ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ　

【オブザーバー】

小田　弘隆・水野　清雄 

Live4　PCI　 9:00~10:30

井上　直人

木下　順久・大里　和雄
【座長】　

10:30~12:00　

海老澤　聡一朗・太田　洋・青山　隆彦・
桶家　一恭・音羽　勘一

12:00-13:00

小堀　祐一・宮原　眞敏・阪上　学・
石田　健太郎・関口　芳輝

【演者】
仲吉　孝晴
（久留米大）
鴨井　大典

（名古屋共立）

【オブザーバー】

【座長】　

鈴木　孝彦

【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】 【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】

【座長】
臼田　和生・大里　和雄

大ホール　ランチョン

上野　博志・加藤　大雅・北川　勝英・
野々村　誠・三澤　克史

西川　英郎

12:00~13:00
【座長】　

Live7　PCI　 15:00~17:00

金谷　法忍・道下　一朗共催：アボット

16:00～17：30  EVT　Session
玄人のひとりごとシリーズ第伍巻
“玄人が掴むとき、逸するとき”

 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・鈴木　健之・曽我　芳光

平野　敬典・宮下　裕介

Lｉve5　PCI　 10:30~12:00

【オブザーバー】上田　欽造

【座　長】
平瀬　裕章・土谷　武嗣

共催：ボストン

【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】
飯田　修、那須　賢哉 ・浜中　一郎

鈴木　健之・曽我　芳光 ・三輪　健二

17:15-18:30
PCI Case Conference　共催：KCC2017

【座長】北山　道彦・松原　隆夫
【オブザーバー】華岡　慶一

【コメンテーター】
濱嵜　裕司・松原　徹夫
大里　和雄・織田　裕之

【演者】
三輪　健二・安田　敏彦

【演者】
正村　克彦

（財団医療法人　中村病院）
永田　義毅

（富山県立中央病院）

14:00-16:00　Medical・一般演題 共催：日本ライフライン
Case Presentation  -Tough & Excellent Cases-

【座長】宮原　眞敏・赤尾　浩慶
【レフリー】篠崎　法彦・平瀬　裕章

【コメンテーター】岡田　隆、小堀　裕一、下地　顕一郎、 小見　亘
【演者】

①油谷　伊佐央②山本　隆介③宝達　明彦
④旦　一宏⑤松浦　伸太郎⑥山浦　誠

大ホール

12:00~13:00

1階
第7研修室

【ティータイム】15：00～15:20　　共催：株式会社グッドマン
『新しいマイクロカテーテル～Mogul Thinner～』

吉川　糧平（三田市民病院）

【座長】
宮下　裕介・土谷　武嗣

Live1　EVT　10:10~12:00

木下　昌樹
（岡崎市民病院）

赤松　俊二
(滋賀県立成人病センター)

添田　信之
(星総合病院)

稲田　毅
(岐阜ハートセンター)

岩田　晃佳
(岐阜ハートセンター)

看護師の目線：
木村　拓

（高岡市民病院）

放射線技師の目線：
小林　裕介

（石川県立中央病院）

臨床工学技士の目線：
永森　信啓

（金沢医療センター）

筒口 綾女
（富山県立中央病院）

細川　真貴
（高岡市民病院）

　
 田口　愛恵

（金沢医科大学病院）

中川　透
（金沢医科大学病院）

中川　透
（金沢医科大学病院）

高畠　外美子
（公立松任石川中央病院）

山口　敏和
（名古屋ハートセンター）

山本　基善
（金沢循環器病院）

中村　勇介
（石川県立中央病院）

油谷　智史
（高岡市民病院）

加藤　崚太
（高岡市民病院）

【ミニレクチャー】11:00-11:20
共催：日本メドトロニック

『植え込み型除細動器の最近の話題』
永田　義毅（富山県立中央病院）

2階
第2会議室 Special

Ｌｅｃｔｕｒｅ

【ミニレクチャー】14:00-14:20
共催　神奈川PTCA研究会

　
『当院でのNIRS-IVUS使用経験』

菅野　晃靖（横浜市立大学）

大ホール

【オブザーバー】【オブザーバー】

15:00-16:00
『合併症から学ぶPCIのTip&Tricks』

座長:織田　裕之

『Device抜去困難時の対応』
宮下　裕介

『冠動脈穿孔・No-Reflow』
篠崎　法彦

共催：ゼオンメディカル株式会社

アドバンスコース

【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】

1階
第7研修室 大ホールランチョン

演者など

塚越　豊
（厚生連高岡病院）

澤本　剛志
（公立松任石川中央病

院）

一般演題
臨床工学・検査技師・放射線部門

教育講座
『達人に学ぶ、今さら聞けない基礎』

カテ室紹介：『うちのカテ室』

二山　高志（高岡市民病院）
山崎 敏幸（石川県立中央病院）

15:30-16:10

櫻井　由紀
（済生会宇都宮
放射線外来）

『多職種でとりくむ
IVRの質の向上にむ

けた実践報告』


