
特定非営利活動法人  中日本PCI研究会  主催

水芭蕉咲く湿原より至仏山を望む　　　撮影　小林

　中日本 PCI 研究会では「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、
カテーテル治療に関わる環境」について知識や技術の継承を経済的、かつユニークなケースレビューコース、
及び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。今回は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交
えたケースレビューコース形式で開催いたします。
　今回のメディカルテーマは 『CLI 重症下肢虚血』 『PCIしてみたけれど…』 『CTO症例』 にフォーカスし、
症例毎に治療戦略、ご経験された難治症例をご発表頂き、それらがEBM （evidence based medicine）レベル
としてはどうなのか？ その他選択肢ではどうか？ コメンテーター、会場の参加者全員でディスカッションを
行いたいと思います。
　今回のスペシャルコメンテーターとして 『CLI 重症下肢虚血』 は、春日部中央総合病院 安藤 弘先生、
『PCIしてみたけれど…』『CTO症例』セッションは “PCIの匠” 加藤　修先生 が討論に加わります！
　参加者全員に持ち帰りが多いコースにしたいと思いますので、皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げます。

第8回 中日本 Case Review Course

参加費 医師   4,000円 コ・メディカル  1,000円 企業   4,000円 学生   1,000円

共催セッション
ミニレクチャー：ニプロ株式会社

　ランチョンセミナー：バイエル薬品株式会社
コーヒーブレイクセッション：サノフィ株式会社　　

2015年5月23日（土）10:00～17:00
大宮ソニックシティ　市民ホール4階
関口　誠  先生 ／ 深谷赤十字病院

日  時
場  所
会  長



会 場 メディカル
【市民ホール  4階（403,404）】

コ・メディカル
【市民ホール  4階（401）】

10:00 開会の挨拶　関口　誠 開会の挨拶　田口　哲也

10:05

10:40

11:00

11:45

Case Review Session　第一部
「CLI 症例」

座長
安齋　均 （太田記念病院　循環器内科）

小山　豊 （東京蒲田病院　循環器内科）

アドバイザー
安藤　弘 （春日部中央総合病院　循環器科）

コメンテーター
新井　清仁 （埼玉県済生会栗橋病院　循環器科）
尾崎　和幸 （新潟大学医歯学総合病院　循環器内科）
相原　英明 （筑波メディカルセンター病院　循環器内科）

ケースプレゼンター
①後藤　亮 （秀和総合病院　循環器内科）

②松井　朗裕 （春日部中央総合病院　循環器科）

ミニレクチャー（共催：ニプロ株式会社）
演者　安齋　均  （太田記念病院　循環器内科）

③相原　英明 （筑波メディカルセンター病院　循環器内科）

④中川　裕也 （カレスサッポロ時計台記念病院）

10:05

11:10

11:40

コ・メディカル演題1
「door  to  balloon  timeの短縮」

座長
刈谷　彩 （三愛病院　看護師）

勝野　寿人 （深谷赤十字病院　ME）

中村　智弘 （さいたま市民医療センター　循環器内科）

演者
①田口　哲也 （深谷赤十字病院　内科）
　「D to B time 基本講演」

②須藤　真弓 （深谷赤十字病院　看護師）

③田島　修 （埼玉県立がんセンター　診療放射線技師）

④入澤　愛 （前橋赤十字病院　看護師）

「当院の平成26年度Door to Balloon Time」
田口　哲也 （深谷赤十字病院　内科）

総合討論

403.404へ移動

11:50

12:50

ランチョンセミナー（共催：バイエル薬品株式会社）
「 傷害血管壁の病態からみた
　　心房細動合併PCI 症例の抗血栓療法 」
座長　関口　誠　  （深谷赤十字病院　循環器科）
演者　井上　晃男  （獨協医科大学　心臓・血管内科　教授）
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第8回 中日本 Case Review Course



会 場 メディカル 【市民ホール  4階（403,404）】 コ・メディカル 【市民ホール  4階（401）】

13:00

14:30

Case Review Session　第二部
「CTO不成功症例に学ぶ」

座長
武藤　誠 （埼玉県立循環器・呼吸器病センター）
関口　誠 （深谷赤十字病院　循環器科）

アドバイザー
加藤　修

コメンテーター
小松　孝昭 （獨協医科大学越谷病院　循環器内科）
下地　顕一郎 （済生会宇都宮病院　循環器内科）

ケースプレゼンター
①景山　倫也 （獨協医科大学病院　心臓・血管内科）

②上原　良樹 （水戸ブレインハートセンター　循環器内科）

③小堀　裕一 （戸田中央総合病院　心臓血管センター内科）
　「CTO-PCI不成功の症例」

13:00

14:30

403.404から401への移動

コ・メディカル演題2
「フットケア」

座長
小山　豊 （東京蒲田病院　循環器内科）
田口　哲也 （深谷赤十字病院　内科）

演者
①小暮　真也 （前橋赤十字病院　心臓血管内科）

②阿部　美智子 （深谷赤十字病院　生理検査技師）

③山崎　知美 （春日部中央総合病院　看護師）

④小野里　和子 （戸田中央総合病院　看護師）

⑤寺部　雄太 （埼玉医科大学病院　形成外科）

⑥松本　純一 （春日部中央病院　リハビリ科）

14:40

15:20

コーヒーブレイクセッション（共催 :サノフィ株式会社）

『PCIにおける抗血栓療法と心房細動患者に対する
　　新しいカテーテル治療　－経皮的左心耳閉鎖術－』
座長　大井田　史継  （千栄会　高瀬クリニック）
演者　原　英彦　　  （東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科　准教授）

15:30

17:00
終了

Case Review Session　第三部
「PCIをしてみたけれど…」

座長
大井田　史継 （千栄会　高瀬クリニック）
関口　誠 （深谷赤十字病院）

アドバイザー
加藤　修

コメンテーター
中西　啓太 （茨城西南医療センター病院　内科）
長岡　秀樹 （千栄会　高瀬クリニック　循環器科）
湊谷　豊 （いわき市立総合磐城共立病院　循環器内科）

ケースプレゼンター
①保屋野　真 （長岡赤十字病院　内科）

②下地　顕一郎 （済生会宇都宮病院　循環器内科）

③山本　貴信 （秀和総合病院　循環器内科）

15:30

16:30
終了

コ・メディカル演題3
討論　「初診でこんな患者が来院!!」

座長
尾崎　和幸 （新潟大学医歯学総合病院　循環器内科）
清水　昌美 （深谷赤十字病院　看護師）

症例提示1例を予定

総合討論



4Ｆ

会場案内図

大宮ソニックシティ

【メディカル会場】 市民ホール 403,404
【コメディカル会場】 市民ホール 401
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大宮ソニックシティ案内図
大宮駅西口 徒歩３分


