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ランチョンセミナー
2月 17日（金）　 12:10-13:10 第 1会場  （ボールルーム）
ランチョンセミナー 1　  Current status of femoropopliteal interventions  

- Focus on clinical evidence and latest practice -

【座　　長】	 		横井　良明	｜	岸和田徳洲会病院

【演　　者】   Jihad	A.	Mustapha ｜			Metro	Health	Hospital,	U.S.A.
【共催】株式会社メディコン

2月 17日（金）　 12:10-13:10 第 2会場  （グリーンウィンド）
ランチョンセミナー 2　  Leave the Right thing behind ~for your SFA treatment~

【座　　長】	 		横井　宏佳	｜	福岡山王病院　循環器センター

【演　　者】   Vessel preparation を用いた最適な SFA 治療 
土井　英樹 ｜			熊本労災病院　総合血管内科　第二循環器科
  Evidence と Experience から考える SFA 治療 
宮下　裕介 ｜			長野赤十字病院　循環器内科

【共催】Cook Japan 株式会社

2月 17日（金）　 12:10-13:10 第 3会場  （グリーンウィンド）
ランチョンセミナー 3　  The future from our current standards of SFA treatment

【座　　長】	 		山本　義人	｜	いわき市立総合磐城共立病院

【演　　者】   宇都宮　誠 ｜			東京労災病院
  藤原　昌彦 ｜			岸和田徳洲会病院

【共催】テルモ株式会社

2月 17日（金）　 12:10-13:10 第 4会場  （アネモネ）
ランチョンセミナー 4　  動脈硬化性疾患に対する保存的治療の重要性

【座　　長】	 		小山　　豊	｜	東京蒲田病院	副院長・心臓血管センター長	

【演　　者】   篠崎　法彦 ｜			東海大学医学部　循環器内科　准教授
【共催】サノフィ株式会社
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2月 17日（金）　 12:10-13:10 第 5会場  （サルビア）
ランチョンセミナー 5　  EVT における AngioSculpt PTA の役割

【座　　長】	 		川﨑　友裕	｜	新古賀病院

【演　　者】   川﨑　大三 ｜			森之宮病院
  新谷　嘉章 ｜			新古賀病院

【共催】ボルケーノ・ジャパン株式会社

2月 18日（土）　 12:10-13:10 第 1会場  （ボールルーム）
ランチョンセミナー 6　  Leave the Right Thing Behind 〜 Upcoming Trends in SFA Treatment 〜

【座　　長】	 		中村　正人	｜	東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科

【演　　者】   Thinking about SFA Treatment　〜 Finding the Best Strategy for Different Lesion Types 〜 
飯田　　修 ｜			関西労災病院　循環器内科
  The Drug-eluting Technology Revolution of SFA Treatment in Europe 
Yann	Goueffic ｜			University	Hospital	of	Nantes

【共催】ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

2月 18日（土）　 12:10-13:10 第 2会場  （グリーンウィンド）
ランチョンセミナー 7　  Entry site management

【座　　長】	 		安齋　　均	｜	富士重工業健康保険組合	太田記念病院

【演　　者】   同側アプローチ 
仲間　達也 ｜			宮崎市郡医師会病院
  対側アプローチ 
佐々木伸也 ｜			坂総合病院
  Radial アプローチ 
篠崎　法彦 ｜			東海大学医学部

【共催】テルモ株式会社

2月 18日（土）　 12:10-13:10 第 3会場  （グリーンウィンド）
ランチョンセミナー 8　  Endoluminal Bypass for SFA Long Lesion 

〜ゴアⓇ バイアバーンⓇ は TASC CD 病変の治療を変革するか〜

【座　　長】	 		横井　宏佳	｜	福岡山王病院

【演　　者】   大木　隆生 ｜			東京慈恵会医科大学
  山岡　輝年 ｜			松山赤十字病院

【共催】日本ゴア株式会社
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2月 18日（土）　 12:10-13:10 第 4会場  （アネモネ）
ランチョンセミナー 9　  最良の長期予後を目指して　Master the EVT Treatment

【座　　長】	 		宮下　裕介	｜	長野赤十字病院

【演　　者】   飛田　一樹 ｜			湘南鎌倉総合病院
  鴨井　大典 ｜			名古屋共立病院

【共催】朝日インテック J セールス株式会社

2月 18日（土）　 12:10-13:10 第 5会場  （サルビア）
ランチョンセミナー 10　  Amputation Prevention Utilizing Endovascular Procedures in the US and 

Japan

【座　　長】	 		中村　　茂	｜	京都桂病院

【演　　者】   Procedural and 30-day Outcomes of Endovascular Interventions of LIBERTY Trial Patients with 
Advanced CLI  
Jihad	A.	Mustapha ｜			Metro	Health	Hospital,	Wyoming,	Michigan,USA
  Amputation Prevention via Orbital Atherectomy Utilization 
Jihad	A.	Mustapha ｜			Metro	Health	Hospital,	Wyoming,	Michigan,USA
  PAD/Amputation Prevention in Japan 
浦澤　一史 ｜			時計台記念病院

【共催】Cardiovascular Systems, Inc. / メディキット株式会社

2月 19日（日）　 12:10-13:10 第 3会場  （グリーンウィンド）
ランチョンセミナー 11　  What is the optimal roll of the BMS for femoropopliteal lesions in 2017?

【座　　長】	 		緒方　信彦	｜	上尾中央総合病院	
石原　隆行	｜	関西労災病院

【演　　者】   宇都宮　誠 ｜			東京労災病院
  藤原　昌彦 ｜			岸和田徳洲会病院

【ディスカッサント】	
		金子　喜仁	｜	春日部中央総合病院	
椿本　恵則	｜	京都第二赤十字病院

【共催】株式会社メディコン

2月 19日（日）　 12:10-13:10 第 4会場  （アネモネ）
ランチョンセミナー 12　  重症下肢虚血に対する脊髄刺激療法（SCS）Ⅲ

【座　　長】	 		浦澤　一史	｜	時計台記念病院　循環器センター

【演　　者】   微小循環改善が鍵！〜重症虚血肢に対する脊髄刺激療法〜 
立山　真吾 ｜			潤和会記念病院　ペインクリニック
  難治性重症下肢虚血症例に対する、院内連携による SCS の可能性 
川﨑　大三 ｜			森之宮病院　循環器内科

【共催】ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
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サテライトシンポジウム
2月 17日（金）　 18:20-19:50 第 1会場  （ボールルーム）
サテライトシンポジウム 1　  New Therapy Choice for Complex Lesions － Does the evidence provide 

the power to change your practice?

【座　　長】	 		井上　直人	｜	東京蒲田病院	/	仙台厚生病院	
横井　良明	｜	岸和田徳洲会病院

【演　　者】   中村　正人 ｜			東邦大学医療センター大橋病院
  横井　宏佳 ｜			福岡山王病院
  John	R.	Laird ｜			UC	Davis	Vascular	Center,	U.S.A
  飯田　　修 ｜			関西労災病院

【共催】日本メドトロニック株式会社

2月 17日（金）　 18:20-19:20 第 3会場  （グリーンウィンド）
サテライトシンポジウム 2　  新たな時代における ALN Vena Cava フィルターの可能性

【座　　長】	 		中村　　茂	｜	京都桂病院	心臓血管センター	所長

【演　　者】   安齋　　均 ｜			太田記念病院	循環器内科	主任部長
  舩津　篤史 ｜			京都桂病院	心臓血管センター	内科	副部長

【共催】株式会社メディコスヒラタ

2月 17日（金）　 18:20-19:50 第 5会場  （サルビア）
サテライトシンポジウム 3　  Peripheralists be Ambitious

【座　　長】	 		曽我　芳光	｜	小倉記念病院　循環器内科	
藤原　昌彦	｜	岸和田徳洲会病院　循環器内科　（第Ⅱ部のみ）

【演　　者】   第Ⅰ部　You can change the future! 
飯田　　修 ｜			関西労災病院　循環器内科
  第Ⅱ部　番外編－失敗から学ぶ「しくじり先生」 
土谷　武嗣 ｜			金沢医科大学病院　心血管カテーテル治療科
  平野　敬典 ｜			済生会横浜市東部病院　循環器内科
  登坂　　淳 ｜			河北総合病院　循環器内科
  岩崎　祐介 ｜			大阪府立急性期・総合医療センター　心臓内科

【コメンテーター】	
		加藤　　拓	｜	洛和会音羽病院
吉岡　　亮	｜	心臓病センター榊原病院　循環器内科
柴田　　豪	｜	市立函館病院　心臓血管外科	
佐藤　　圭	｜	三重大学病院　循環器内科

【共催】ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
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2月 18日（土）　 18:20-19:50 第 2会場  （グリーンウィンド）
サテライトシンポジウム 4　  匠への流儀

【座　　長】	 		中村　正人	｜	東邦大学医療センター大橋病院

【演　　者】   越田　亮司 ｜			時計台記念病院
  佐々木伸也 ｜			坂総合病院
  柴田　　豪 ｜			市立函館病院

【共催】株式会社カネカメディックス

2月 18日（土）　 18:20-19:30 第 3会場  （グリーンウィンド）
サテライトシンポジウム 5　  CTO Solutions for SFA Lesion 〜第 2章：OUTBACK® が CTO にもたらすもの〜

【座　　長】	 		横井　宏佳	｜	福岡山王病院	
飯田　　修	｜	関西労災病院

【演　　者】   墨　　　誠 ｜			埼玉県立循環器・呼吸器病センター
  川﨑　大三 ｜			森之宮病院

【共催】カーディナル ヘルス ジャパン

2月 18日（土）　 18:20-19:20 第 4会場  （アネモネ）
サテライトシンポジウム 6　  SFA 治療の流儀 

これからの EVT 治療を担う医師に向けての基礎セミナー 
穿刺から止血まで 
ー岸和田流で詳しく解説ー

【演　　者】   横井　良明 ｜			岸和田徳洲会病院
  藤原　昌彦 ｜			岸和田徳洲会病院
  宇都宮　誠 ｜			東京労災病院
  金子　喜仁 ｜			春日部中央総合病院

【共催】Cure Grades 株式会社
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モーニングセミナー
2月 18日（土）　 8:00-9:00 第 3会場  （グリーンウィンド）
モーニングセミナー　エキスパートと考える、DVT 治療と IVC フィルター

【座　　長】	 		安齋　　均	｜	太田記念病院　循環器内科

【演　　者】   DVT 治療の現状と展望 
山田　典一 ｜			三重大学医学部附属病院　循環器内科
  回収を前提とした IVC フィルター留置のコツ 
小泉　　淳 ｜			東海大学医学部付属病院　画像診断科

【ケースプレゼンテーション】	
		福井　　遼	｜	太田記念病院　循環器内科	
天野　裕久	｜	獨協医科大学病院　心臓・血管内科

【共催】Cook Japan 株式会社

2月 18日（土）　 8:00-9:00 第 5会場  （サルビア）
モーニングセミナー　Master The Cross 〜 Crossing Every Lesion 〜

【座　　長】	 		宮本　　明	｜	総合高津中央病院　循環器内科

【演　　者】   仲間　達也 ｜			宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　循環器内科
  滝村　英幸 ｜			総合東京病院　循環器センター
  鴨井　大典 ｜			名古屋共立病院　循環器内科
  安藤　　弘 ｜			春日部中央病院　循環器科

【共催】ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

2月 19日（日）　 8:00-9:00 第 3会場  （グリーンウィンド）
モーニングセミナー　腕からのアプローチでどこまで出来る下肢治療

【メインモデレーター】	
		篠崎　法彦	｜	東海大学医学部付属病院　循環器内科

【モデレーター】 
  経験から考える TRI の有用性 
岩崎　祐介 ｜	大阪府立急性期・総合医療センター　心臓内科
	症例提示 
伊元　裕樹 ｜	福岡和白病院　循環器内科

【共催】Cook Japan 株式会社共
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コーヒーブレイク
2月 17日（金）　 16:20-16:50 第 1会場  （ボールルーム）
コーヒーブレイク　EVT における Trinias の有用性

【座　　長】	 		井上　直人	｜	東京蒲田病院	/	仙台厚生病院

【演　　者】   上月　　周 ｜			済生会中津病院
【共催】株式会社島津製作所

 

2月 17日（金）　 16:20-16:50 第 2会場  （グリーンウィンド）
コーヒーブレイク　Endovascular treatment における Long Balloon の有用性

【演　　者】   宇都宮　誠 ｜			東京労災病院
【共催】日本メドトロニック株式会社

 

2月 17日（金）　 16:20-16:50 第 3会場  （グリーンウィンド）
コーヒーブレイク　Lesion Preparation の必要性〜 NSE PTA を使用して〜

【座　　長】	 		宮下　裕介	｜	長野赤十字病院

【演　　者】   飯田　　修 ｜			関西ろうさい病院
【共催】株式会社グッドマン

 

2月 18日（土）　 16:20-16:50 第 1会場  （ボールルーム）
コーヒーブレイク　Therapeutic Options for Peripheral Artery Disease

【座　　長】	 		安斎　　均	｜	太田記念病院		循環器内科	

【演　　者】   宮下　裕介 ｜			長野赤十字病院	循環器内科	/	信州大学医学部付属病院	血管内治療学講座
【共催】日本ライフライン株式会社

 

2月 18日（土）　 16:20-16:50 第 3会場  （グリーンウィンド）
コーヒーブレイク　Philips 2D Perfusion の PAD 治療における期待

【座　　長】	 		宇都宮　誠	｜	東京労災病院

【演　　者】   佐々木伸也 ｜			坂総合病院
【共催】株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン / ボルケーノ・ジャパン株式会社
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2月 18日（土）　 16:20-16:50 第 4会場  （アネモネ）
コーヒーブレイク　TruePath™ CTO Device  〜 Maximize the Value of EVT 〜

【座　　長】	 		横井　宏佳	｜	福岡山王病院　循環器センター	/	国際医療福祉大学

【演　　者】   安藤　　弘 ｜			春日部中央病院　循環器科
   川﨑　大三 ｜			森之宮病院　循環器内科

【共催】ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
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