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テルモ（株）共催 ：

16：45-18：15
サテライトシンポジウム 2-1
「New SFA Stent “Misago”
  -Case Presentation-」

池田 浩治
横井 宏佳

William A. Gray
東　 信良
飯田 　修
池野 文昭
大浦 紀彦
鈴木 由香
中村 正人
方 　眞美

座長 ：

演者 ：

18：30-20：00
タウンホールミーティング
「本邦におけるCLIに対する
  血行再建術の臨床治療
  指標 （OPG,PG）作成を
  目指して」

（株）メディコスヒラタ/
Cook Japan（株）

共催 ：

12：15-13：15
ランチョンセミナー 2-1 
「SFA Treatment（仮）」宇都宮 誠

鈴木 健之
曽我 芳光

8：00- 9：00
JET2012　症例レビュー

9：00-10：30　
EVTライブデモンストレーション5
（Lower limbs, Renal etc.）

オペレーター ：

オペレーター ：

座長 ：

コメンテーター ：

Mini Lecture
 Debate：

Pro ：

Con ：

［中継施設］岸和田徳洲会病院
横井 良明、東森 亮博、藤原 昌彦

［中継施設］森之宮病院
川﨑 大三、中村 正人

宇津 　貴、河原田 修身

原田 　敬、藤田 　博、道下 一朗、山下 武廣、山本 桂三

How do we intervene atherosclerotic renal artery stenosis ?

Renal Artery Stenting is still the important revascularization 
technique for renal salvage 河原田 修身
Medical therapy is good enough for ARAS 宇津 　貴

オペレーター ：

オペレーター ：

座長 ：

コメンテーター ：

Mini Lecture ：

［中継施設］岸和田徳洲会病院
横井 良明、東森 亮博、藤原 昌彦

［中継施設］森之宮病院
川﨑 大三、中村 正人

篠崎 法彦、横井 宏佳

Chung-Ho Hsu、Karl-Ludwig Schulte、小田代 敬太、
後藤 　剛、全　完、野崎 洋一

「Tips and Tricks of SCA stenting」 
東森 亮博
「New SFA stent from Japan」   
Karl-Ludwig Schulte

総合司会 ：

1．SFA エコー

2．ハンズオン

3．BK エコー

4．ハンズオン

ハンズオン講師 ：

共催 ：

岡村 高雄、山内 靖隆

吉田 政富美

橘内 秀雄

北添 麻穂、橘内 秀雄、佐藤理恵、中野 明子、
浜田 佐智子、吉田 政富美

 東芝メディカルシステムズ（株）

LIVE 13：30-15：00
EVTライブデモンストレーション7（CLI）

オペレーター ：

オペレーター ：

座長 ：

コメンテーター ：

Mini Lecture
Pro ：

Con ：

［中継施設］岸和田徳洲会病院
横井 良明、東森 亮博、藤原 昌彦

［中継施設］森之宮病院
川﨑 大三、中村 正人

浦澤 一史、平野 敬典

佐藤 友保、末松 延裕、朴澤 耕治、山内 靖隆

Debate： Interventional Approach for CLI
Old fashioned EVT is good enough for BK disease
 平野 敬典
New technique is a must for BK disease 浦澤 一史

オペレーター ：

オペレーター ：

座長 ：

コメンテーター ：

Mini Lecture
    Debate：

Pro ：

Con ：

Mini Lecture ：

［中継施設］岸和田徳洲会病院
横井 良明、東森 亮博、藤原 昌彦

［中継施設］森之宮病院
川﨑 大三、中村 正人

飯田 　修、松原 徹夫

Carlos I. Mena、安藤 　弘、土谷 武嗣、山岡 輝年、
山本 義人

Which wire is for SFA CTO: 0.035-inch vs 0.014-inch ?
0.035 inch wire is good enough for SFA CTO
飯田 　修
0.014 inch wire should be used for SFA CTO
安藤 　弘

「炭酸ガス造影後に網状皮斑と横紋筋融解症を発症したCKDの一例」
岩城　卓

15：00-16：30　
EVTライブデモンストレーション8
（CTO（SFA, Iliac）, etc. ）

LIVE

LIVE

LIVE

日本メドトロニック（株）共催 ：

16：45-18：15
サテライトシンポジウム 2-3
「CLI治療における
  Endpoint（仮）」

ボルケーノ・ジャパン（株）共催 ：

16：45-18：15
サテライトシンポジウム 2-2
「EVTの成績を向上させる
  ための工夫」

MSD（株）共催 ：

12：15-13：15
ランチョンセミナー 2-4
「PADにおける全身管理の
 ための薬物治療」

9：00-12：00　
血管外科ビデオライブデモンストレーション3
「DAA－type B大動脈解離に対するTEVAR」
オペレーター ：

座長 ：

コメンテーター ：

Mini Lecture ：

加藤 雅明、頓田 　央

金岡 祐司

赤松 大二朗、加藤 憲幸、本郷 哲央、三浦 純男

「大動脈解離に対するTEVAR、大動脈解離に対する治療適応」
加藤 雅明

13：30-16：30　
血管外科ビデオライブデモンストレーション4
「TAAA、supra AAA、juxta－renal AAAに対するEVAR」
オペレーター ：

座長 ：

コメンテーター ：

Mini Lecture

加藤 雅明、頓田 　央

古森 公浩、阪口 昇二

遠藤 將光、金岡 祐司、東浦 　渉、福井 大祐

「胸腹部大動脈瘤に対するこれからの血管内治療」
金岡 祐司

サノフィ（株）共催 ：

（第2回日本ワイヤーランデブー  
 研究会）

16：45-18：15
サテライトシンポジウム 2-4
「PAD治療戦略
  -OMT&EVT」

ジョンソン・エンド・ジョンソン（株） 
コーディス ジャパン

共催 ：

12：15-13：15
ランチョンセミナー 2-5   
「Know the Differences
 『違う』を知る 
 ～The Safety of an 
 Extravascular Closure 
 “EXOSEAL®”～(仮)」

15：10-15：50　Talk with Dr.Garcia　<English Session>
「Current Status of Atherectomy & 
  iDev Supera Stent」

座長 ：

演者 ：

パネリスト ：

井上 直人

Lawrence A. Garcia

Bryan Yan、Donghoon Choi、末松 延裕、鈴木 健之、
全　完、野崎 洋一

16：00-16：40　Talk with Dr.Holden　<English Session>
「Current status of Renal Artery Stenting」

座長 ：

演者 ：

パネリスト ：

山下 武廣

Andrew Holden

浅野 　博、河原田 修身、東谷 迪昭、藤田 　博、宮下 裕介

19：00-21：00
Wire Rendezvous 
in JET 2013

アボット バスキュラージャパン（株）共催 ：

12：15-13：15
ランチョンセミナー 2-2 
「Tips＆Tricks for Lower 
  Limb Intervention」

8：00- 9：00
モーニングセミナー2-1
「血管性ED」

9：00-10：30
　 Creative Clinical Research　2　研究計画②
座長 ：

判定医 ：

古森 公浩、南都 伸介

伊苅 裕二、池田 浩治、坂井 信幸、曽我 芳光

座長 ：

判定医 ：

安藤 　弘、浦澤 一史

佐藤 友保、末松 延裕、松原 徹夫、山本 義人

13：30-15：00
　 General Presentation　5

（株）メディコスヒラタ/
Cook Japan（株）

共催 ：

井上 直人

石蔵 文信
藤原 昌彦

座長 ：

演者 ：

GEヘルスケア・ジャパン（株）共催 ：

12：15-13：15
ランチョンセミナー 2-3  
「炭酸ガス造影の実際」

8：00- 9：00
モーニングセミナー2-2
「下大静脈フィルター」　

9：00-12：00　医師とコメディカルによる教育セミナー 1
　「下肢（SFA、BK）エコー」

13：30-16：30
医師とコメディカルによる教育セミナー 2
「末梢血管診断のすべて―このセミナーで全てが理解できます！－」

座長 ：

判定医 ：

藤田 　博、山下 武廣

大場 泰洋、荻野 秀光、田﨑 淳一、東谷 迪昭

15：00-16：30
　 General Presentation　6 
座長 ：

判定医 ：

三井 信介、宮本 　明

宇都宮 誠、篠崎 法彦、新谷 嘉章、山本 桂三

座長 ：小田代 敬太、中元 靖久

13：30-14：10　Talk with Dr.Schulte　<English Session>
「Current Status of SFA Stenting」

座長 ：

演者 ：

パネリスト ：

飯田 　修

Karl-Ludwig Schulte

George L. Adams、Jackie P. Ho、Chung-Ho Hsu、
篠崎 法彦、西野 雅巳、山本 義人

14：20-15：00　Talk with Dr.Gray　<English Session>
「Current Status of CAS」

座長 ：

演者 ：

パネリスト ：

伊苅 裕二、坂井 信幸

William A. Gray

緒方 信彦、曽我 芳光、高山 勝年、山家 弘雄

1. 生理機能、ME

座長 ：小田代 敬太、吉田 政富美

2. 血管エコー
「臨床に活かすコツを伝授します」

座長 ：小田代 敬太、河村 誠司
3.　新しい機器

1）頸動脈 吉田 政富美
2）腎動脈 林 　愛子
3）腸骨動脈 辻 真一朗

4）SFAステント後のドプラー評価
 中野 明子

5）膝窩動脈以下のエコー
 岡村 高雄

6）エコーをEVTに用いるに際して
 小田代 敬太

1）IVUS/OCT 相原 英明
2）Pressure wire 金剛寺 謙
3）炭酸ガス 内田龍大朗

10：30-12：00　
EVTライブデモンストレーション6
（下肢動脈(SFA, Iliac）鎖骨下動脈）

1）ABIとTBI
運動負荷PADトレッドミル

 原田 光一郎
2）皮膚灌流圧 馬場 理江　
3）酸素ガス分圧測定

10：30-12：00
 　General Presentation　4A A
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事前登録制
詳細はホームページを
ご覧ください。


