Kanazawa Coronary Conference 2021（KCC2021） タイムスケジュール
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3金

19:00~20:30

Zoom ウェビナー
ミッドナイトカンファレンス

Midnight Conference @KCC

ーFor YOUNG LIONS ー

【スーパーバイザー】平瀬 裕章（高岡みなみハートセンター）
【座長】加藤 大雅（福井県立病院）

山本 隆介（高岡みなみハートセンター）

【コメンテーター】
馬渕 智仁（福井県済生会病院）

本道 俊一郎（松任石川中央病院）

牛島 龍一（富山大学）

高村 敬明（金沢医科大学）

【演者】
RCA 治療中にステント脱落をきたした一例

多田 貴康（石川県立中央病院）

Retrograde approach に難渋した慢性完全閉塞病変の一例

高嶋 勇志（福井循環器病院）

責任病変同定に苦慮した ACS の一例

谷 信彦（総合大雄会病院）

三枝 CTO に対し PCI を施行した一例

藤岡 研佐（厚生連高岡病院）
共催：日本ライフライン株式会社
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4土

8:50 ～ 19:00

《第 1 会場》
8:50 ～ 9:00

開会挨拶

9:00 ～ 10:30

ライブセッション 1

【オペレーター】平瀬 裕章（高岡みなみハートセンター）
【アドバイザー】北山 道彦（金沢医科大学）
【IVUS コメンテーター】坂田 憲治（金沢大学附属病院）
【座長】藤野 晋（福井県立病院）

土谷 武嗣（金沢医科大学）

【コメンテーター】
三輪 健二（石川県立中央病院）

藤岡 研佐（厚生連高岡病院）

関口 芳輝（金沢赤十字病院）

加藤 大雅（福井県立病院）
共催：ニプロ株式会社

10:35 ～ 11:20

ビデオセッション 1

Modality により評価の別れた LMT-LAD 病変
【オペレーター】高村 敬明（金沢医科大学）
【座長】安田 敏彦（石川県立中央病院）

音羽 勘一（富山県立中央病院）

【コメンテーター】
上野 博志（富山大学）

琴野 巧裕（やわたメディカルセンター）

東方 利徳（小松市民病院）

勝田 省嗣（富山赤十字病院）

馬渕 智仁（福井県済生会病院）

坪川 明義（福井赤十字病院）
共催：ニプロ株式会社

11:30 ～ 12:30

共催セッション 1

No DAPT is the way to go after DES implantation
【座長】臼田 和生（富山県立中央病院）
【演者】木村 剛（京都大学）
共催：アボットメディカルジャパン合同会社

12:40 ～ 14:10

ライブセッション 2

【オペレーター】平瀬 裕章（高岡みなみハートセンター）
【IVUS コメンテーター】坂田 憲治（金沢大学附属病院）
【座長】藤野 晋（福井県立病院）

安田 敏彦（石川県立中央病院）

【コメンテーター】
石田 健太郎（福井大学）

桶家 一恭（富山市民病院）

正村 克彦（社会医療法人財団 中村病院）

河合 康幸（金沢医科大学）

野々村 誠（富山県済生会富山病院）
共催：アボットメディカルジャパン合同会社

14:15 ～ 14:45

共催レクチャー 1

PCI 施行患者における抗血小板療法の変遷
【座長】土谷 武嗣（金沢医科大学）
【演者】永田 義毅（千代田循環器内科クリニック）
共催：第一三共株式会社

14:50 ～ 15:35

ビデオセッション 2

左前下行枝近位部狭窄病変に対し DCA, DCB で治療を行った一例
【オペレーター】髙田 睦子（福井循環器病院）
【座長】正村 克彦（社会医療法人財団 中村病院）

上野 博志（富山大学）

【コメンテーター】
大谷 啓輔（金沢大学附属病院）

加藤 大雅（福井県立病院）

山本 隆介（高岡みなみハートセンター）

三輪 健二（石川県立中央病院）
共催：日本ライフライン株式会社

15:40 ～ 16:10

共催レクチャー 2

OCT ガイドで行う石灰化病変デバルキングのコツ
【座長】菅野 晃靖（横浜市立大学附属病院）
【演者】田中 穣（湘南鎌倉総合病院）
共催：神奈川 PTCA 研究会

16:15 ～ 17:45

症例検討会 2021

深掘り症例検討会 2021
【座長】平瀬 裕章（高岡みなみハートセンター）

音羽 勘一（富山県立中央病院）

【コメンテーター】
永田 義毅（千代田循環器内科クリニック） 髙田 睦子（福井循環器病院）
小見 亘（金沢医療センター）

寺田 和始（恵寿総合病院）

【演者】
切れる。Rota Wire

高村 敬明（金沢医科大学）

屈曲を伴った石灰化病変に難渋した左回旋枝の一例

太田 宗徳（高岡みなみハートセンター）

My failed RCA CTO case

17:50 ～ 18:50

羽原 真人（豊橋ハートセンター）

ファイアサイドセッション

PCI に残された課題に挑む

－患者さんのより良い長期予後を目指して－

私が考える至適 ACS 治療
【座長】平瀬 裕章（高岡みなみハートセンター）
【演者】三輪 健二（石川県立中央病院）
私が考える至適石灰化治療
【座長】北山 道彦（金沢医科大学）
【演者】鹿島 由史（医療法人札幌ハートセンター

札幌心臓血管クリニック）
共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

18:50 ～ 19:00
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閉会挨拶

4土

10:15 ～ 17:45

第 2 会場
10:15 ～ 10:45

共催レクチャー 6

冠動脈高度石灰化病変に対する治療戦略

〜Resolute Onyx という選択〜

【座長】野々村 誠（富山県済生会富山病院）
【演者】大谷 啓輔（金沢大学附属病院）
共催：日本メドトロニック株式会社

10:50 ～ 11:20

共催レクチャー 3

MASTER DAPT からの知見を実臨床に活かす
【座長】坂田 憲治（金沢大学附属病院）
【演者】村松 崇（藤田医科大学病院）
共催：テルモ株式会社

11:30 ～ 12:30

共催セッション 2

“SFA EVT UPDATE”
【座長】土谷 武嗣（金沢医科大学）
RangerDCB は本邦に何をもたらしたか
【演者】曽我 芳光（小倉記念病院）
CAPSICUM と POPCORN の中間解析からの Lesson は何か
【演者】飯田 修（関西労災病院）
共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

12:40 ～ 14:00

コメディカル企画

カテ室シュミレーション

～備えあれば憂いなし～

【座長】中川 透（金沢医科大学病院）

山本 基善（金沢循環器病院）

【ご意見番】添田 信之（星総合病院）
【コメンテーター】
伊藤 勝祥（藤田医科大学病院）

高橋 香織（金沢循環器病院）

佐合 満（豊橋ハートセンター）
【演者】
〜カテ室経験一年の看護師がオペレーター〜

吉田 如哉（高岡みなみハートセンター・看護師）

当院カテ室における安全な検査・治療を目指すための取り組み

市川 敏基（金沢医科大学病院・臨床工学技士）

カテ室は怖くない。緊急時に慌てないために

清水 一生（豊橋ハートセンター・放射線技師）

14:15 ～ 14:45

共催レクチャー 4

ガイドエクステンション HIKYAKU の有用性
【座長】寺井 英伸（金沢循環器病院）
【演者】安田 敏彦（石川県立中央病院）
共催：株式会社カネカメディックス

14:50 ～ 15:35

共催セッション 3

人生 100 年時代の心不全治療マネジメント
【座長】高村 雅之（金沢大学医薬保健研究域医学系）
【演者】井澤 英夫（藤田医科大学）
共催：バイエル薬品株式会社

15:40 ～ 17:00

企画共催セッション

玄人のひとりごとシリーズ第八巻
“ 玄人の identity をささえているもの ”
【案内人】土谷 武嗣
【つぶやきびと

いち】 飯田 修

【つぶやきびと

に】

【つぶやきびと

さん】 曽我 芳光

【つぶやきびと

よん】 平野 敬典

【つぶやきびと

ご】

鈴木 健之

宮下 裕介
共催：カーディナルヘルスジャパン合同会社

17:15 ～ 17:45

共催レクチャー 5

新しくなった Scoreflex Trio の使用経験
【座長】坂田 憲治（金沢大学附属病院）
【演者】安藤 元素（医療法人宏和会 岡村記念病院）
共催：オーバスネイチメディカル株式会社
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4 土 ～ 20

月

コメディカルセッション（オンデマンド）
冠動脈・左室造影の読み方
IVUS 読影の基礎
血行動態の基礎と破綻まで
カテ室で注意すべき心電図波形
FFR について ～これだけは知っておいて欲しいポイント～
カテ室でとびかう用語・略語の解説 ～略語がわかればカテが楽しくなる～

木下 昌樹（岡崎市民病院）
山口 敏和（あいちハートクリニック）
野崎 暢仁（高の原中央病院）
辻井 正人（医療法人

三重ハートセンター）

谷岡 怜（神戸大学医学部附属病院）
稲田 毅（岐阜ハートセンター）

