
会期：2016年11月19日（土）　9時～17時
会場：ホテルメトロポリタン高崎（JR高崎駅ビル）
会長：長岡　秀樹（千栄会 高瀬クリニック）

中日本PCI研究会では「PCI治療の知識と技術の継承、PCI治療戦略、PCI基本治療
技術、PCI治療に関わる環境」について知識や技術の継承を経済的、且つユニーク
なコース内容のライブデモンストレーションの開催を通じて、医師は勿論のこと、
コメディカル、企業の皆様へ開かれた会の運営を行っております。
今回も中日本PCI研究会ならではのコース内容と、オペレーター及びゲストに
PCIの匠 加藤 修先生、Sequoia Hospital 日野原 知明先生をお迎えし、ライブデ
モンストレーションコースを開催致します。

特定非営利活動法人　中日本PCI研究会　主催

第十回 中日本ライブデモンストレーション第十回 中日本ライブデモンストレーション

秋真っ盛りの尾瀬ヶ原　　　撮影　小林　璿

ＣＶＩＴ専門医認定医資格更新単位 1 点
日本血管造影・インターベンション専門診療放射線技師認定 1 点
日本 IVR 学会・CVIT 合同認定 インターベンションエキスパートナース（INE）更新単位 20単位

 Coronary Session Course Director 長岡　秀樹 （千栄会 高瀬クリニック）
 EVT Session Course Director 大井田史継 （千栄会 高瀬クリニック）
 Co-Course Director 高瀬　真一 （千栄会 高瀬クリニック）
  日野原知明 （セコイヤホスピタル）
 CTO Expert Operator 加藤　　修



当番会長より

このたび第十回中日本ライブデモンストレーションの開催にあたりご挨拶申し上げます。

中日本ライブデモンストレーションが始まって 10 年の時が経ちましたが、最近の数年間に於い

てもカテーテル治療分野は大きく進化しました。Device では、drug-eluting stent (DES) が第一世

代から、第二・第三世代のDES になり臨床成績が向上しました。また、drug coated balloon (DCB)

の登場や、directional coronary atherectomy (DCA) の復活によりステントを使わない stent-less 

PCI も注目されています。診断面では冠動脈 CT からの ad-hoc PCI や FFR-guide PCI の確立。技術

面では慢性完全閉塞病変に対する逆行性アプローチ；CART から reverse CART への進化 等、飛躍

的かつ確実な成果を収めてきました。

これらの進化した知識・技術を皆で共有して学べるのが “ ライブデモンストレーション ” とい

う場だと思います。特にカテーテル治療分野は “技術の継承 ” が非常に重要で、その助けになるの

もライブデモンストレーションだと思います。

昨年に引き続き、本年の中日本ライブも会場をコロナリー会場とペリフェラル会場に分け、開催

することとしました。コロナリー会場では世界のトップオペレーターである加藤　修先生の CTO

ライブの完全中継をはじめ、日常診療でよく遭遇する悩ましい病変を対象とした PCI を当院（高瀬

クリニック）の４つのカテ室よりライブ中継する予定です。また、近年著しく進歩している EVT を

ペリフェラル会場にて完全中継いたします。

中日本ライブは、全員参加型のライブです。参加者全員が持っているすべての知識・あらゆる技

術を出し合って、それを皆で共有し治療を進めていくライブです。Medical or co-medical 関係な

く、カテ室と会場から様々な質問や意見を挙げていただき、活発な discussion、そして有意義なラ

イブになることを期待いたします。

第十回　中日本ライブデモンストレーション　

会　長　　長 　岡　 秀 　樹　　
（千栄会　高瀬クリニック）　

第十回中日本 PCI 研究会　ライブデモンストレーション第十回中日本 PCI 研究会　ライブデモンストレーション



このたびは、第十回 中日本ライブデモンストレーションに協賛頂きまして、

誠にありがとうございました。この場を借りて御礼申し上げます。
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第十回中日本 PCI 研究会　ライブデモンストレーションコース

　コロナリー会場：丹頂 当日は変更する可能性がありますので、ご了承下さい。

Time subject charge

9:00
開会の挨拶 当番会長　長岡　秀樹

（千栄会　高瀬クリニック）

第九回中日本ライブデモンストレーション
症例フォローアップ報告

第九回　当番会長　渡辺　重行先生
（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・水戸協同病院）

9:15

コロナリー
ライブデモンストレーション第１部

座長：高瀬　真一（高瀬クリニック）
　　　日野原知明（セコイヤホスピタル）
コメンテーター
　　　尾崎　和幸（新潟大学医歯学総合病院）
　　　三浦　崇　（信州大学医学部附属病院）
　　　戸頃　康男（新久喜総合病院）
1カテ  IVUSコメンテーター
　　　髙木　厚　（埼玉県済生会川口総合病院）
2カテ  IVUSコメンテーター
　　　景山　倫也（那須赤十字病院）

10:30 ミニレクチャー
共催：テルモ株式会社

講演：中西　啓太（松弘会　三愛病院）

10:45

コロナリー
ライブデモンストレーション第２部

座長：野口　祐一（筑波メディカルセンター病院）
　　　太田　吉実（埼玉県済生会栗橋病院）
コメンテーター
　　　井上　芳郎（埼玉医科大学総合医療センター）
　　　沼澤　洋平（足利赤十字病院）
1カテ  IVUSコメンテーター
　　　髙木　厚　（埼玉県済生会川口総合病院）
2カテ  IVUSコメンテーター
　　　景山　倫也（那須赤十字病院）

12:00

12:50

コロナリーランチョンセミナー
『DES の残された課題』
共催：サノフィ株式会社

座長：安齋　均　（太田記念病院）
講演：矢野　秀樹（獨協医科大学病院）

13:00

CTO ライブデモンストレーション
共催：東芝メディカルシステムズ株式会社

座長：小堀　裕一（戸田中央総合病院）
　　　関口　誠　（深谷赤十字病院）
コメンテーター
　　　上原　良樹（水戸ブレインハートセンター）
　　　中西　啓太（松弘会三愛病院）
　　　下地顕一郎（済生会宇都宮病院）
1カテ  IVUSコメンテーター
　　　山本　義人（いわき市立総合磐城共立病院）

15:00 特別講演
仮題：『医療を支える人々に伝えたいこと

～オスラーから学んだ事～』

座長：高瀬　真一（高瀬クリニック）
　　　小田　弘隆（新潟市民病院）
講演：日野原重明（聖路加国際病院）

15:30

17:00

コロナリー
ライブデモンストレーション第４部

座長：武藤　誠　（埼玉県立循環器・呼吸器病センター）
　　　尾畑　純栄（山梨大学医学部附属病院）
コメンテーター
　　　中村　智弘（さいたま市民医療センター）
　　　阿部　七郎（獨協医科大学病院）
1カテ  IVUSコメンテーター
　　　山本　義人（いわき市立総合磐城共立病院）
2カテ  IVUSコメンテーター
　　　髙木　厚　（埼玉県済生会川口総合病院）

閉会の挨拶 高瀬　真一（高瀬クリニック）
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　EVT 会場：白鷺 当日は変更する可能性がありますので、ご了承下さい。

Time subject charge

9:00

EVT 
ライブデモンストレーション第１部

座長：安齋　均　（太田記念病院）
　　　後藤　亮　（秀和総合病院）

10:45

12:00

EVT 
ライブデモンストレーション第２部

座長：相原　英明　（筑波メディカルセンター病院）
　　　土方　伸浩　（戸田中央総合病院）

13:30

EVT 
ライブデモンストレーション第３部

座長：中田　晃孝　（松弘会　三愛病院）
　　　松井　朗裕　（春日部中央総合病院）

15:00
＊特別講演中は EVT の放映はありません

15:30

17:00

EVT 
ライブデモンストレーション第４部
共催：東芝メディカルシステムズ株式会社

座長：小山　豊　　（東京蒲田病院）
　　　中西　啓太　（松弘会　三愛病院）
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内腸骨動脈 IIA

外腸骨動脈 EIA

膝窩動脈 POPA

前脛骨動脈 ATA

後脛骨動脈 PTA

腓骨動脈 PA

総腸骨動脈 CIA

深大腿動脈 DFA

浅大腿動脈 SFA

足背動脈 ADP
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Resolute Integrity™
Zotarolimus-Eluting Coronary Stent System

効能・効果、禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。

medtronic.co.jp

日本メドトロニック株式会社
〒108-0075  東京都港区港南1-2-70

販売名：リゾリュートインテグリティコロナリーステントシステム
医療機器承認番号：22400BZX00176000
販売名：リゾリュートインテグリティ SVコロナリーステントシステム
医療機器承認番号：22500BZX00278000

©2016 Medtronic Japan Co., Ltd.
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バイエル薬品株式会社

効能・効果、用法・用量、警告・禁忌を含む使用上の注意等につきましては、製品添付文書をご参照ください。

2016年7月作成

処方箋医薬品（注意ー医師等の処方箋により使用すること）
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薬価基準収載
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特定非営利活動法人 中日本PCI研究会事務局
〒370-0036　群馬県高崎市南大類町885-2　高瀬クリニック内

TEL:027-353-1156　FAX:027-353-6123
URL：http://www.nakanihonpci.com/　　お問い合わせ：info@nakanihonpci.com

●月例CTOライブデモンストレーション
術者に “PCI の匠” 加藤修先生を招聘し、高瀬クリニック内に常設された
ハイビジョンのライブシステムを活用して、CTO 症例を中心のライブデ
モンストレーションを開催しています。
また症例持ち込みによる術者の募集、座長の募集は随時行っており、規模
の大きなライブでは伝えられない、Tips、tricks を分かりやすく開催してお
ります。

開催日程：2016 年 12月17日（土）  13:30 ～
開催場所：高瀬クリニック　研修室

●第10回 中日本Case Review Course
Case Review Courseでは「若い先生方へのPCI治療の知識と技術の継承、
PCI 治療戦略、PCI 基本治療技術、PCI 治療に関わる環境」について、
テーマに合わせた症例に対する技術や戦略的ディスカッションを、EBMの
観点を交えたケースレビューコースを開催致します。

会　　期：2017 年 5月13日（土）
会　　長： 中西　啓太　（松弘会　三愛病院）
開催場所：ホテルメトロポリタン高崎

●第十一回 中日本ライブデモンストレーション
次回も若手医師のオペレーター募集を行います。詳しくは研究会事務局
までお問い合わせください。

会　　期：2017 年 11月18日（土）  
会　　長： 安齋　均　（太田記念病院）
開催場所：ホテルメトロポリタン高崎

特定非営利活動法人 中日本PCI研究会 活動内容

8,000円

1,000円

8,000円

1,000円

参　加　費

医　　　　師

コメディカル

企　　　　業

学生、その他


