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Nov. 9 (Sat.)   Claudicant Live

FP＝Flash Presentation

8：30-12：00 KAWASAKI Live
川﨑 大三オペレーター

曽我 芳光飯田　 修 山岡 輝年座長［Live 1–3］ 市橋 成夫

曽我 芳光飯田　 修 井上 享三座長［Live 4］ 井上 政則

共催：日本メドトロニック株式会社/株式会社カネカメディックス

12：10-12：35 Luncheon Seminar 1 ：「SHIDEN HPからのINPACT.DCBの方程式」

艫居 祐輔演者

岩崎 祐介座長

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

12：35-13：00 Luncheon Seminar 2 ：「All round player：Eluvia DES」

仲間 達也演者

高山 勝年座長

共催：テルモ株式会社

13：00-13：25 Luncheon Seminar 3 ：「Radial EVT のとりせつ」

篠崎 法彦演者

田﨑 淳一座長

9：45-11：00 KAWASAKI Live 3：FP病変 ： 病変性状に合せた治療戦略（非石灰化CTO編）

共催：カーディナルヘルスジャパン合同会社

「DCBを念頭に置いたPrep. Long balloonで解離を最小限にする」FP 3 ：
鈴木 健之演者

共催：日本メドトロニック株式会社

共催：株式会社カネカメディックス

「DCBを念頭に置いたPrep. HP balloonで病変へのストレスを最小限にする」FP 4 ：
原口 拓也演者

11：00-12：00 KAWASAKI Live 4：FP病変 : 病変性状に合せた治療戦略（石灰化CTO編）

共催：ニプロ株式会社

「DCBを念頭に置いたPrep. Super Slow Inflationで解離を最小限にする」FP 5 ：
杉原 　充演者

「DCBを念頭に置いたPrep. Prep.なんて必要無いDirect DCB」FP 6 ：
住吉 晃典演者

「DCBを念頭に置いたPrep. Opening」FP 1 ：
藤原 昌彦演者

KAWASAKI Live 2：AI病変 ： 単純病変にはRadialから 

共催：株式会社フィリップス・ジャパン

FP 2 ：「DCBを念頭に置いたPrep. Scoringで解離をコントロールする」
辛島 詠士演者

8：30-9：45 KAWASAKI Live 1：FP病変 ： 狭窄病変には100% DCBが使える説 

岡村 高雄 南都 伸介ご意見番

コメンテーター［Live 1–2］ 住吉 晃典杉原 　充 原口 拓也 松久 誠治
コメンテーター［Live 3］ 山本 光孝宮澤 　豪住吉 晃典 艫居 祐輔

コメンテーター［Live 4］ 臼井 公人 尾崎 俊介 椿本 恵則岡本　 慎



13：35-17：45 IIDA Live
飯田 　修 畑　 陽介オペレーター

宇都宮 誠 藤原 昌彦鈴木 健之座長［Live 1–2］ 新谷 嘉章

宇都宮 誠 藤原 昌彦鈴木 健之座長［Live 3–4］ 新谷 嘉章

宇都宮 誠 藤原 昌彦仲間 達也座長［Live 5］ 篠崎 法彦

南都 伸介岡村 高雄ご意見番

コメンテーター［Live 1–2］ 松尾 浩志早川 直樹佐々木 伸也 舩津 篤史

コメンテーター［Live 3–4］ 艫居 祐輔髙橋 茂清 舩津 篤史高山 勝年

共催：日本ゴア株式会社

13：35-14：15 IIDA Live 1：AI病変：石灰化を伴ったAo-CIA病変の最近のトレンド

14：15-15：00 IIDA Live 2：FP病変：15cm以内の単純病変に対するデバイス選択

「外科医から見たVBXの実際」FP 7 ：
山岡 輝年演者

共催：日本ゴア株式会社

FP 8 ：「放射線医から見たViabahnの実際」
市橋 成夫演者

「海外遠征の大切さ」15：00-15：15 Coffee Break Seminar 1 ：
井上 政則演者

「医療経済のキソのキ」15：15-15：30 Coffee Break Seminar 2 ：
新谷 嘉章演者

15：30-16：15 IIDA Live 3：AI病変：Distal emoboliしそうなCTO

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

「中津でのEluviaの立ち位置」FP 9 ：
上月 　周演者

16：15-17：00 IIDA Live 4：FP病変：ガチガチのCTO

共催：Cook Japan株式会社

FP 10 ：「兵庫医大でのPTXの立ち位置」
三木 孝次郎演者

共催：センチュリーメディカル株式会社

17：00-17：45 IIDA Live 5：FP病変：ロングなCTO（コラテソースの考え方）

「超絶石灰化に対するSUPERA：Subintimal SUPERA」FP 11 ：
金子 喜仁演者

共催：センチュリーメディカル株式会社

FP 12 ：「新しいアクセスルート：CTO穿刺の極意～Hi-Torque Command® 18を使って～」
川﨑 大三演者

コメンテーター［Live 5］ 岩田 　曜 重城 健太郎 田﨑 淳一 山本 光孝



Nov. 10 (Sun.)   CLI Live
8：30-11：45 KAWASAKI Live

FP＝Flash Presentation

川﨑 大三 福永 匡史オペレーター

曽我 芳光飯田　 修 山岡 輝年座長［Live 1–2］ 寺部 雄太

岡村 高雄 辻　 依子ご意見番

コメンテーター［Live 1］ 篠崎 法彦 松久 誠治金子 喜仁岡本 　慎
鳥居 　翔コメンテーター［Live 2］ 白記 達也 原口 拓也辛島 詠士

8：30-10：00 KAWASAKI Live 1：循環器内科によるEVT後にカテ室でのデブリの実際

「FP合併CLI ： Stent派」FP 13 ：
佐々木 伸也演者 共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

共催：株式会社メディコン

FP 14 ：「FP合併CLI ： DCB/Balloon派」
宇都宮 誠演者

10：15-11：45 KAWASAKI Live 2：BK病変：だいたいアンテで通るでしょ？

共催：ケーシーアイ株式会社福永 匡史演者

白記 達也座長

共催：Cook Japan株式会社

Luncheon Seminar 5 ：「創傷管理におけるVACの役割」12：20-12：45

寺部 雄太演者

福永 匡史座長

共催：株式会社メディコン

Luncheon Seminar 6 ：「創傷管理におけるOASIS（細胞外マトリックス）の役割」12：45-13：10

11：55-12：20 Luncheon Seminar 4 ：「CLI症例に対するDCBのdown strem effectを考える」

曽我 芳光演者

鈴木 健之座長

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

「若者よ世界へ羽ばたけ！」FP 15 ：
梅本 朋幸演者

共催：カーディナルヘルスジャパン合同会社

「おじさんも世界へ羽ばたけ！」FP 16 ：
重城 健太郎演者



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、センチュリーメディカル株式会社、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、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：カーディナルヘルスジャパン合同会社

15：35-17：05 IIDA Live 2：循環器内科によるEVT後にカテ室でのデブリの実際

「CLI患者に止血デバイスを使いこなす」FP 20 ：
名方 　剛演者

FP 21 ：「国内ライブいろいろあるけど今後向かう道とは?」
藤原 昌彦演者

13：20-14：50 IIDA Live 1：FP＋BK病変：CLI合併FP病変に対するパクリタキセルデバイスの考え方

共催：Cook Japan株式会社

「CLI治療におけるアクセサリーデバイス ： CXIとHydro ST wire」FP 17 ：
椿本  恵則演者

共催：朝日インテックJセールス株式会社

「CLI治療におけるアクセサリーデバイス ： マイクロと貫通カテ編」FP 18 ：
岩田 　曜演者

「足マニアの為の足の病理」15：05-15：20 Coffee Break Seminar 3 ：
鳥居 　翔演者

「感染合併CLIに対するマネジメント」15：20-15：35 Coffee Break Seminar 4 ：
辻　 依子演者

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 19 ：「CLI治療におけるアクセサリーデバイス ： ワイヤー編」
早川 直樹演者

13：20-17：05 IIDA Live
飯田 　修 畑　 陽介オペレーター

宇都宮 誠 藤原 昌彦仲間 達也座長［Live 1–2］ 寺部 雄太

辻　 依子ご意見番

コメンテーター［Live 1］ 尾崎 俊介 重城 健太郎上月 　周岩崎 裕介
梅本 明幸コメンテーター［Live 2］ 佐々木 伸也 佐藤 友保辛島 詠士


