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8：30-12：00 KAWASAKI Live
川﨑 大三 福永 匡史 名方　 剛オペレーター

南都 伸介岡村 高雄 横井 良明ご意見番

8：30-9：45 KAWASAKI Live 1：How to use IN.PACT DCB 

KAWASAKI Live 2：How to use LUTONIX DCB 
共催：株式会社カネカメディックス

「Prep. should do with HP balloon：スーパーノンコンプライアントバルーン "SHIDEN-HP" の実力」FP 1 ：
椿本 恵則演者

コメンテーター［Live 1&2］ 佐藤 友保 松尾 浩志 宮澤　 豪井上 享三
コメンテーター［Live 3］ 梅本 朋幸臼井 公人 杉原　 充 東森 亮博
コメンテーター［Live 4］ 岩崎 祐介 岩田 　曜 東森 亮博 宮澤 　豪

宇都宮 誠飯田　 修 曽我 芳光座長 山岡 輝年

共催：ニプロ株式会社
FP 2 ：「Prep. should do with Scoring balloon：NSE PTA is the best choice for Vessel Prep.」
辛島 詠士演者

9：45-11：00 KAWASAKI Live 3：What is the best strategy, Fullcover or spot 
「Primary stenting is basical：DCB時代におけるprimary stenting」

共催：カーディナルヘルスジャパン合同会社

FP 3 ：
尾崎 俊介演者

共催：株式会社メディコン
FP 4 ：「Provisinal stenting is basical：Provisional stenting is the first-line therapy to treat SFA lesions.」
上月 　周演者

11：00-12：00 KAWASAKI Live 4：Procedure fast is better

共催：日本メドトロニック株式会社
12：45-13：15 Luncheon Seminar 2 ：「DCBの使い方ー今わかっていること、これからの期待」

曽我 芳光演者

上月 　周 座長

共催：株式会社メディコン

12：15-12：45 Luncheon Seminar 1 ：「Changing paradigms in SFA interventions：Lutonix Drug Coated Balloon」

飯田 　修演者

金子 喜仁座長

13：30-17：00 IIDA Live
飯田 　修 白記 達也 畑　 陽介オペレーター

南都 伸介岡村 高雄 横井 良明ご意見番

コメンテーター［Live 1&2］ 髙橋 茂清 松久 誠治 三木孝次郎小笠原大介
コメンテーター［Live 3］ 金子 喜仁臼井 公人 上月 　周 舩津 篤史
コメンテーター［Live 4］ 岡本 　慎 重城健太郎宇都宮 誠 佐藤 友保

井上 政則市橋 成夫 鈴木 健之座長 藤原 昌彦

13：30-14：30 IIDA Live 1：How to use LUTONIX DCB

IIDA Live 2：How to use IN.PACT DCB
岡本 　慎演者

FP 5 ：「What type of lesion, DES is better：PTXはこう使う！～関西労災の場合～」
共催：Cook Japan株式会社

川﨑 大三演者

14：30-14：45 Coffee Break Seminar 1 : 「FP Lesion 治療におけるSUPERAの位置付け」

山岡 輝年演者

FP 7 ：「What type of lesion, Viabahn is better：Viabahnを選択する私の基準」
共催：日本ゴア株式会社

16：00-17：00 IIDA Live 4：Procedure fast is better

14：45-16：00 IIDA Live 3：What is the best strategy, Viabahn or DES

高山 勝年演者

岩崎 祐介演者

FP 6 ：「Master of Truepath：Maximize the Value of EVT～ Gets more from Experience of TruePath CTO Device～」
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

FP 8 ：「Master of OUTBACK：How to use OUTBACK using 0.014 inch wire」
共催：カーディナルヘルスジャパン合同会社

FP＝Flash Presentation



June 17 (Sun.)   CLI Live
8：30-11：45 KAWASAKI Live

川﨑 大三 福永 匡史 名方　 剛オペレーター

岡村 高雄ご意見番

朝日インテックJセールス株式会社、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、テルモ株式会社、株式会社東海メディカルプロダクツ、ニプロ株式会社、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・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、
メディキット株式会社、株式会社メディコスヒラタ、株式会社メディコン（50音順）

【ライブ共催】

共催：オーバスネイチメディカル株式会社
12：30-13：00 Luncheon Seminar 4 ：「POBA Summit (BTK)： …押せる、通る、広がるJADE…」

白記 達也演者

篠崎 法彦座長

13：15-16：30 IIDA Live
飯田　 修 白記 達也 畑　 陽介オペレーター

岡村 高雄ご意見番

共催：株式会社カネカメディックス

12：00-12：30 Luncheon Seminar 3 ：「POBA Summt (FP)： Optimal Balloon Angioplasty in DCB era」

藤原 昌彦演者

佐々木伸也座長

8：30-10：00 KAWASAKI Live 5：How to decide indication/endpoint of BTK EVT
FP 9 ：「Long inflation is necessary：

   A prolonged inflation time improves the immediate angioplasty result compared to a short dilation.」
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社原口 拓也演者

「Short inflation is enough：BTK intervention 時におけるバルーン拡張時間の比較検討」
共催：テルモ株式会社

FP 10 ：
名方　 剛演者

10：15-11：45 KAWASAKI Live 6：How to decide indication/endpoint of BTK EVT

曽我 芳光飯田　 修 藤原 昌彦 山岡 輝年座長

コメンテーター［Live5］ 松尾 浩志金子 喜仁 辛島 詠士 新家 俊郎
［Live6］ 椿本 恵則 山本 光孝井上 享三 原口 拓也

13：15-14：45 IIDA Live 5：How to decide indication/endpoint of BTK EVT
「To get back up：Guideliner 使ってみないと始まらない –GuideLinerPVのあれこれ–」

共催：日本ライフライン株式会社
FP 11 ：
重城健太郎演者

「To get back up：Armet ～BK治療におけるCorsair Armet の有用性～」
共催：朝日インテックJセールス株式会社

FP 12 ：
福永 匡史演者

佐々木伸也宇都宮 誠座長 篠崎 法彦 寺部 雄太
コメンテーター［Live5］ 岩田 　曜 尾崎 俊介 田崎 淳一杉原　 充

［Live6］ 梅本 朋幸 松久 誠治井上 政則 鈴木 健之

宇都宮 誠演者

14：45-15：00 Coffee Break Seminar 2：「DES & DCB of BTK」

15：00-16：30 IIDA Live 6：How to decide indication/endpoint of BTK EVT

FP＝Flash Presentation


