
プログラム

June 17   Claudicant Live
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8：30-8：45 Opening Session

共催：日本ゴア株式会社
12：35-13：05 Luncheon Seminar 1 ：「ゴア®バイアバーンステントグラフト：SFA長区域病変におけるEndoluminal Bypass」

飯田　 修演者

山岡 輝年座長

共催：カーディナルヘルスジャパン合同会社
13：05-13：35 Luncheon Seminar 2 ：「アウトバック使用から１年たって分かった事」

川﨑 大三演者

上月　 周座長

13：45-14：00 Wrap-up Session

8：45-13：35 KAWASAKI Live

「Vessel Preparationの本質～岸和田ではAngioSculptを使わせてもろてます～」

8：45-10：00 KAWASAKI Live 1：Renal aretery stenosis with CKD 
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社Short Lecture 1 ：「TruePathはTrue Passか？」

曽我 芳光演者

共催：株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン
Short Lecture 2 ：
藤原 昌彦演者

10：05-11：20 KAWASAKI Live 2：Complex Femoro-popliteal leison with severe calcification
共催：朝日インテックJセールス株式会社Short Lecture 3 ：「CTO Guide Wire selection for Iliac/SFA」

椿本 恵則演者

共催：Cook Japan株式会社
Short Lecture 4 ：「Leave the Right thing behind～for your SFA treatment～」
三木孝次郎演者

11：25-12：25 KAWASAKI Live 3：Aorto-bilateral Iliac disease with severe calcification

曽我 芳光飯田　 修 山岡 輝年座長

コメンテーター［前半］ 辛島 詠士 東森 亮博 松尾 浩志市橋 成夫
［後半］ 杉原 　充 松久 誠治井上 享三 田﨑 淳一

川﨑 大三オペレーター 横井 良明

南都 伸介 横井 良明

岡村 高雄ご意見番

16：35-17：35 IIDA Live 3：Aorto stenosis & Iliac CTO with severe calcification

14：00-17：35 IIDA Live

14：00-15：15 IIDA Live 1：Long SFA CTO
共催：株式会社グッドマンShort Lecture 5 ：「下肢PADに対するIVR（画像下治療）NSEの有用性について」

高山 勝年演者

共催：株式会社メディコスヒラタShort Lecture 6 ：「Fencerを使い続ける理由」
宮澤　 豪演者

15：20-16：35 IIDA Live 2：Complex Femoro-popliteal leison (including non-stenting zone)
共催：株式会社東海メディカルプロダクツShort Lecture 7 ：「Prominent～4つの提案～」

原口 拓也演者

共催：日本ライフライン株式会社Short Lecture 8 ：「GuideLinerPVの使い方」
岩田　 曜演者

新谷 嘉章 藤原 昌彦宇都宮 誠座長

コメンテーター［前半］ 重城健太郎 舩津 篤史臼井 公人 梅本 朋幸
［後半］ 髙橋 茂清 宮澤　 豪篠崎 法彦 高山 勝年

飯田　 修オペレーター 岡村 高雄ご意見番



June 18   CLI Live

14：30-15：30 IIDA Live 2：BTK lesion with R4

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
Short Lecture 13 ：「難治性CLIへの脊髄刺激療法（SCS）の可能性について」
佐々木伸也演者

共催：サノフィ株式会社
Short Lecture 14 ：「カテーテルインターベンション医からみた脂質低下療法の意義」
新家 俊郎演者

15：30-15：45 Closing Session

8：30-8：45 Opening Session

共催：日本メドトロニック株式会社
11：30-12：00 Luncheon Seminar 3 ：「BK Intervention:どう考え、どう治療するか」

宇都宮 誠演者

鈴木 健之座長

共催：アボット バスキュラー ジャパン株式会社12：00-12：30 Luncheon Seminar 4 ：「CLI治療に必要な創傷ケア」

寺部 雄太演者

白記 達也座長

川﨑 大三オペレーター 岡村 高雄ご意見番

8：45-10：00 KAWASAKI Live 1：BTK lesion with R5   
共催：アボット バスキュラー ジャパン株式会社Short Lecture 9 ：「再発前EVTの有用性」

福永 匡史演者

共催：株式会社エムアイディ
「EVTにおけるレーザー血流計の有用性～リアルタイムで血流を評価する～」Short Lecture 10 ：

小笠原大介演者

10：05-11：20 KAWASAKI Live 2：BTK lesion with R4

共催：テルモ株式会社
Short Lecture 11 ：「Usefulness of 0.014 high pressure OTW balloon in the calcified lesions of HD patients.」
佐藤 友保演者

曽我 芳光飯田　 修 山岡 輝年座長

コメンテーター［Live4］ 寺部 雄太岩崎 祐介 小笠原大介 白記 達也
［Live5］ 金子 喜仁 鈴木 健之市橋 成夫 佐々木伸也

8：45-11：20 KAWASAKI Live

12：45-13：00 Wrap-up Session

13：00-15：30 IIDA Live
飯田　 修オペレーター 南都 伸介岡村 高雄ご意見番

13：00-14：15 IIDA Live 1：BTK lesion with R5

共催：オーバスネイチメディカル株式会社
Short Lecture 12 ：「Efficient Balloon Angioplasty for BK Lesion」
金子 喜仁演者

新谷 嘉章宇都宮 誠座長

コメンテーター［Live4］
寺部 雄太 藤原 昌彦

井上 享三 重城健太郎
［Live5］ 上月　 周 新家 俊郎岩田　 曜 佐藤 友保

原口 拓也椿本 恵則

横井 良明

アイハート・メディカル株式会社、アボット バスキュラー ジャパン株式会社、株式会社エムアイディ、オーバスネイチメディカル株式会社、カーディナルヘルスジャパン合同会社、株式会社カネカメディックス、
Cook Japan株式会社、株式会社グッドマン、テルモ株式会社、日本ゴア株式会社、日本メドトロニック株式会社、日本ライフライン株式会社、株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン、
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社、株式会社メディコン（50音順）

【技術共催】キュアグレーズ株式会社

【ライブ共催】


