
会期：2010年11月6日（土） 9時～18時
会長：山本　博昭（長野中央病院）
会場：ホテルメトロポリタン高崎（JR高崎駅ビル）
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日野原知明 （セコイヤホスピタル）
加藤　　修 （名古屋ハートセンター）
有賀　陽一 （長野中央病院）

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、ケースレビューコースの開催を通じて、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、オペレーターに名古屋ハートセ
ンター加藤 修先生、Sequoia Hospital 日野原 知明先生をお迎えしてライブデモン
ストレーションコースを開催致します。



今回、第四回  中日本ライブデモンストレーションを開催するにあたり、ご挨拶申し上げます。

中日本PCI研究会は、高瀬真一先生の唱導のもと、「技術の継承」を最大の目的として、2007年6月に発足しています。年1回の

秋のライブと春のケースレビューコース、年数回の加藤修先生によるCTOライブが、主な活動であります。

PCIがGrüntizにより1977年から開始されて既に33年、日本では延吉正清先生たちにより1981年から開始されて30年が過ぎ

ようとしています。この間のCTO治療や分岐部病変を中心としたカテーテル技術と、DES、IVUS、心臓CTを中心としたデバイス

の進歩は著しく、虚血性心疾患の日常臨床は大きく様変わりしてしまいました。しかし一方で、現在はAMIが来てカテができな

いときに患者の自然史がどうなるか、若い先生には想像できない状況となっています。また技術の継承といっても、この30年で

消失してしまった技術やデバイスはDCAをはじめとして多数あります。現代風の方法論で困難があるときには、昔の技術や方

法が復活してbreak-throughになるということも過去の医学の歴史を紐解けば多々あります。

今回、ライブの術者は例年のように若手の油が乗った医師が中心に行い、加藤先生にはCARTテクニックなどの老練な技術

をご提示して頂きつつ、30年に亘ってさまざまな歴史的変遷を経験してこられた第一世代の人達をcoreとして、向こう10年くら

いのスパンでのこの領域での展望を経験できる機会になれたらいいのではないかと思います。生体吸収型ステントも間もな

く使用可能になる時代も近づいています。多くのみなさまのご参加を心からお待ち申し上げています。

 第四回  中日本ライブデモンストレーション

 Course  Director　山本　博昭 （長野中央病院）

第四回  中日本ライブデモンストレーション・コメディカル部門を担当させていただくことになり、挨拶申し上げます。

今回で4回目となりますライブデモンストレーションは、午前にPCIライブデモンストレーションには欠かせなくなっている

IVUSを学習、おさらいしていただき、午後にライブで実際のIVUS使用をご覧いただけるようプログラムを考えております。その

後、なかなかライブではスポットが当たらないカテ前、カテ後業務にカメラを向けての報告を予定しております。PCIを行なう

には医師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士などの医療スタッフや、医療機器メーカー、医薬品メー

カー、代理店など様々な専門スタッフがチームとなり質の高い医療を患者様に提供する必要があります。その皆様の情報交

換、ディスカッションできるような研究会にしたいと考えております。そのため、経験の多いスタッフから経験の少ないスタッ

フ、職種の垣根を取り払った活発なご発言をお願いいたします。

限られた時間であり、行渡らない点もあるかと思いますが、ぜひ楽しんでいっていただきたいと考えております。

 第四回  中日本ライブデモンストレーション

 Co-medical Course Director　有賀　陽一 （長野中央病院）

Course Directorより ………………………………………………………………………………………………………

Co-medical Course Directorより …………………………………………………………………………………



1

第四回中日本 PCI研究会　ライブデモンストレーションコース

メイン会場：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。

9：00～ 9：05 会長開会挨拶　　　山本　博昭（長野中央病院）
9：05～ 9：20 第三回中日本ライブデモンストレーション症例経過報告

報告者：野口　祐一（筑波メディカルセンター病院）

9：20～ 12：00 エキスパートサポートライブデモンストレーション　第一部

 エキスパートサポートライブとは？

 患者様の治療戦略から実際の治療に関して、エキスパートの先生方からアドバイスを頂き、治療を行う際に
 サポートオペレーターとして一緒に手技を行って頂き、技術指導が受けることが出来るプログラムです。

 司会：  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）

 （第１カテ室） 術者： 村上　彰通 （埼玉県立循環器・呼吸器病センター）

   尾崎　和幸 （新潟市民病院）

 （第 2カテ室） 術者： 星　　智也 （筑波メディカルセンター病院）

   車谷　容子 （甲府共立病院）

 指導助手：  山本　博昭 （長野中央病院）

   小田　弘隆 （新潟市民病院）

   武藤　誠 （埼玉県立循環器・呼吸器病センター）

   阿部　七郎 （独協医科大学附属病院）

12：00～ 12：50 ランチョンセミナー 【日本の PCI　発展の軌跡】
 司会：  高瀬　真一 （高瀬クリニック）

   山本　博昭 （長野中央病院）

 演者：  上田　欽造 （洛和会丸太町病院）

   日野原　知明 （セコイヤホスピタル）

 共催：  ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

13：00～ 15：00 CTOライブデモンストレーション
 司会：  桜田　真己 （所沢ハートセンター）

   武藤　誠 （埼玉県立循環器・呼吸器病センター）

 （第１カテ室） 術者： 加藤　修 （名古屋ハートセンター）

  助手： 大井田　史継 （高瀬クリニック）

 共催：  東芝メディカルシステムズ株式会社
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15：00～ 17：00 エキスパートサポートライブデモンストレーション　第二部
 司会：  内山　隆史 （戸田中央総合病院）

   太田　吉実 （済生会栗橋病院）

 （第１カテ室） 術者： 小堀　裕一 （戸田中央総合病院）

   杉山　淳一 （高瀬クリニック）

 （第 2カテ室） 術者： 八木　崇 （済生会宇都宮病院）

   近藤　誠 （高瀬クリニック）

 指導助手：  中野　明彦 （群馬大学医学部附属病院）

   小山　豊 （新川橋総合病院）

   野口　祐一 （筑波メディカルセンター病院）

   長岡　秀樹 （高瀬クリニック）

16：00～ 16：15 スペシャルフォーカスセッション
 Advance Cardiac Imaging　- Eff ective PCI with New Technology -
 司会：  高瀬　真一 （高瀬クリニック）

 演者：  加藤　修 （名古屋ハートセンター）

 共催：  東芝メディカルシステムズ株式会社

17：00～ 17：40 コーヒーブレイクセッション　【匠への道　in　中日本】
 司会：  加藤　修 （名古屋ハートセンター）

 演者：  及川　裕二 （心臓血管研究所付属病院）

   武藤　誠 （埼玉県立循環器・呼吸器病センター）

 共催：  株式会社カネカメディックス

17：40～ 17：45 次回会長閉会挨拶 

18：30～ 21：00 懇親会（6階　白鷺） 参加費　500円 ＊どなたでも参加出来ます。
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第四回中日本 PCI研究会　ライブデモンストレーションコース

コメディカル会場：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。

11：00～ 12：00 コメディカル教育セミナー　【IVUSを用いた冠動脈ステント留置術】
 司会： 医師： 久保田　修平 （本島総合病院）

  看護師： 山田　幸代 （長野中央病院）

 講師：  船山　大 （自治医科大学附属さいたま医療センター）

 共催：  ボルケーノ・ジャパン株式会社

13：00～ 15：00 コメディカル専用ライブセッション
 コメディカル専用ライブセッションとは？
 ライブ中に飛び交う専門用語、略語の解説はもちろんのこと、術者は何を考えて、手技を行っているのか？
 解説役の医師、コメディカル　各セクションのコメンテーターを交えて、気軽に学べるライブ解説を行います。

 座長： 臨床工学技士： 五十嵐　直大 （新潟市民病院）

  看護師： 林　幸恵 （甲府共立病院）

  放射線技師： 田島　修 （埼玉県立循環器・呼吸器病センター）

 解説医師： 真木山　八城 （村上総合病院）

   高橋　稔 （立川総合病院）

15：00～ 17：00 コメディカルビデオライブセッション
 コメディカルビデオライブセッションとは？

 本来、コメディカルが知りたい、学びたいことは、各セクションの動きや工夫であり、PCI手技を学ぶことではないハズ！
 今回、本邦初となる、『コメディカルを中心に….』　皆さんのお仕事ぶりを撮影することが出来ました。
 各施設のカテーテル治療術前、術後の看護の様子、カテーテル治療中のカテ室の様子を撮影し、各施設の方から
 どのようなことに注意しながら業務を行っているか？ありのままのコメディカルの姿を発表して頂き、各施設の皆さんと
 ディスカッションが出来ればと考えています。

 座長： 臨床工学技士： 有賀　陽一 （長野中央病院）

  放射線技師： 佐野　始也 （高瀬クリニック）

  看護師： 佐藤　三恵 （埼玉県立循環器・呼吸器病センター）

 オブザーバー医師： 大畑　和義 （甲府共立病院）

   関口　誠 （深谷赤十字病院）

 演者： 看護師 山田　幸代 （長野中央病院）

  看護師 中島　みゆき （高瀬クリニック）

  放射線科技師 田島　修 （埼玉県立循環器・呼吸器病センター）
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 会場案内図
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 機器展示 会場案内図 …………… 6F丹頂（たんちょう）の間Ⅲ
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① 鳥居薬品株式会社
② セント・ジュード・メディカル株式会社
③ メディキット株式会社
④ ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
⑤ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
⑥ 日本メドトロニック株式会社
⑦ ボルケーノ ジャパン株式会社
⑧ 東芝メディカルシステムズ株式会社
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株式会社エム・イー サービス 

メディキット株式会社 

田辺三菱製薬株式会社 

エーザイ株式会社 

テルモ株式会社 

日本化薬株式会社 

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

株式会社ウィン・インターナショナル 

株式会社グッドマン 

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 

サニックス株式会社 

日本メドトロニック株式会社 

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

朝日インテックＪセールス株式会社 

トーアエイヨー株式会社 

アボットバスキュラージャパン株式会社 

セント・ジュード・メディカル株式会社 

第一三共株式会社 

株式会社リバー・メディック 

中外製薬株式会社 

バイエル薬品株式会社 

泉工医科工業株式会社 

武田薬品工業株式会社 

株式会社カネカメディックス

この度は、第四回  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。

第四回  中日本ライブデモンストレーション
会長　山本　博昭

協賛企業一覧表（順不同）



特定NPO法人  中日本PCI研究会  事務局
〒370-0036 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
e-mail : info@nakanihonpci.com／URL : http://www.nakanihonpci.com

●月例CTOライブデモンストレーション
術者に名古屋ハートセンターの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。開催日程に
関しては、ホームページを参照下さい。

近日開催予定 2010年 12月 25日（土） 10時～

●第４回  中日本Case Review Course
2011年5月14日（土）（予定）
会　　長：内山　隆史（戸田中央総合病院）
開催場所：埼玉県　大宮ソニックシティ

●第五回  中日本ライブデモンストレーション
2011年11月19日（土）（予定）
会　　長：桜田　真己（所沢ハートセンター）
開催場所：ホテルメトロポリタン高崎

特定NPO法人  中日本PCI研究会  活動内容

参加費

＊会員登録は、ホームページからお願い致します。
　また、会費も会員価格となります。

中日本PCI研究会会員

医　　　　師

コメディカル

企　　　　業

学生、その他

8,000円
3,000円
8,000円
1,000円

10,000円
5,000円
10,000円
1,000円

非　会　員
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