
木下 順久（豊橋ハートセンター）

齋 藤  滋 （湘南鎌倉総合病院）

鈴木 孝彦（豊橋ハートセンター）

西川 英郎（三重ハートセンター）

松原 徹夫（名古屋ハートセンター）

9:00 ～ 12:00
　ライブデモンストレーション
　ミニレクチャー
　ベーシックレクチャー
12:10 ～ 13:30　
　ランチョンセミナー

13:30 ～ 18:00
　ライブデモンストレーション
　ミニレクチャー
　ベーシックレクチャー
　コーヒーブレークセミナー

三重ハートセンター パールシアター
三重県多気郡明和町大淀字駒至 2227－1　　TEL 0596(55)8188

3,000 円 （医師）1,000 円 （コメディカル）

2010

オペレーター

朝 倉  靖 （豊橋ハートセンター）

五十嵐 康己（北海道社会保険病院）

上野 勝己（岐阜ハートセンター）

加 藤  修 （豊橋ハートセンター）

木島 幹博（星総合病院）

※本会出席により、日本心血管インターベンション治療学会の専門医認定医
  資格更新単位 1 点が取得できます。

主催　　○　伊勢志摩ライブ研究会
後援　　◇　日本心血管インターベンション治療学会（ＣＶＩＴ）　　◇　Complex Catheter Therapeutics（ＣＣＴ）
　　　　◇　三 重 県 医 師 会　　　　　◇　三重県放射線技師会　　　　　◇　三重県臨床工学技士会
　　　　◇　三重県臨床検査技師会　　　　　◇　三 重 県 薬 剤 師 会　　　　　◇　三重県病院薬剤師会

｜お問い合わせ｜

伊勢志摩ライブ研究会事務局　
〒515-0302　三重県多気郡明和町大淀字駒至 2227-1

Tel　0596-55-8188　Fax　0596-55-8180

交通案内

公共交通機関のご利用

伊勢市駅より三重交通バス「山大淀行」にて

「大淀」バス停下車

JR、近鉄伊勢市駅よりタクシーにて約 15 分

JR、近鉄松阪駅よりタクシーにて約 15 分

お車のご利用

伊勢自動車道「松阪 I.C.」より約 25 分

国道 23 号線 イオンショッピングセンターより

　　　　　　  伊勢市方面へ 5km左側
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Live　　　
Demo　2

Live　　　
Demo　1

Live　　　
Demo　4Live　　　

Demo　3

Luncheon
Seminar

Coffee break
Seminar

Basic　　　
Lecture 1

Basic　　　
Lecture 2

Basic　　　
Lecture 3

Live case demonstration　1　　9:00-10:30 am Live case demonstration　2　　10:30-12:00 pm

Live case demonstration　3　 　 1:30-4:00 pm

Live case demonstration　4　　　4:30-6:00 pm

Luncheon Seminar　　12:10-1:30 pm Basic lecture　1　　10:30-12:00 pm

Basic lecture　3　 　 2:50-3:50 pm

Basic lecture　2　 　 1:30-2:50 pm

13NOVEMBERSat.      2010

Live case transmission　 4　　 4:30-6:00 pm

Live case transmission　 1　　9:00-10:00 am

Coffee break Seminar　 4:00-4:30 pm

Ise Shima Live 2010

Pearl theater
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Live case demo 1 Live case demo 2 Live case demo 3 Live case demo 4

Live transmission1 Basic lecture 1 Basic lecture 2 Basic
　lecture 3 Live transmission4

Operators　齋 藤  滋 　湘南鎌倉総合病院

　木島  幹博 　星総合病院　　
Co-operator　舛谷  元丸 　兵庫医科大学病院

　　　　　　　　　　　Chairs　　小田  弘隆　小宮山 伸之
Commentators
天野  哲也　江見  吉晴　大井田 史継　小野寺 知哉

川口  克廣　川村  正樹　高島  浩明　星野  康三

水 野  修

　　　　　　　IVUS Commentor　本江  純子

■　Mini lecture
OCT の現状と将来

　　　　　　Lecturer　寺島  充康 　豊橋ハートセンター

　　　　　　　　　　Chair　　平山  治雄 　名古屋第二赤十字病院

What can you expect from 2nd DES?

　　　　　　　　　　 -Pathologic findings&Clinical Update-

　　　　　Lecturer　中 澤  学 　東海大学医学部付属病院

　　　　　　　Co-sponsored by　　アボットバスキュラーデバイスジャパン株式会社

　　　　　　　　　　Chair　　北山  道彦 　金沢医科大学病院　

DES に残された課題と次世代 DES への期待

　　　　　Lecturer　上 妻  謙 　帝京大学医学部附属病院

　　　　　　　Co-sponsored by　　ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

　　　　　　　　　　Chair　　山 口  徹 　虎の門病院　

Significant Milestone in Japan "J-DESsERT" as the Primal RCT

　　　　　Lecturer　南都  伸介 　大阪大学先進心血管治療学

　　　　　　　Co-sponsored by　　ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

　　　　　　　　　　Chair　　許  永 勝 　草津ハートセンター　

Endeavor　Clinical　Data　Update

　　　　　Lecturer　齋 藤  滋 　湘南鎌倉総合病院

　　　　　　　Co-sponsored by　　日本メドトロニック株式会社

Program at a glance

Operators　五十嵐 康己　北海道社会保険病院

　木下  順久 　豊橋ハートセンター　
Co-operator　上原  良樹 　東京慈恵医科大学柏病院

　　　　　　　　　　　　Chairs　神谷  春雄　佐藤  勝彦
Commentators
味岡  正純　伊藤  重範　大 辻  悟 　岡  俊 明

川 崎  敦 　小塩  信介　世古  哲哉　寺沢  彰浩

武川  博昭

　　　　　　IVUS Commentators　寺島  充康　本江  純子

■　Mini lecture
ACS に対する PCI：最近の話題

　　　　　Lecturer　石原  正治 　広島市立広島市民病院

Operators　上野  勝己 　岐阜ハートセンター

　松原  徹夫 　名古屋ハートセンター　　
Co-operator　松尾  仁司 　岐阜ハートセンター

As s i s t an t　栗田  泰郎 　豊橋ハートセンター

　

　　　　　　　　　　　Chairs　井上  直人　土 井  修
Commentators
上原  良樹　鏑木  敏志　北村  哲也　諏 訪  哲

七 里  守 　浜中  一郎　日比野  剛　水越  正人

　　　　　　IVUS Commentators　大久保 宗則　近藤  泰三

■　Mini lecture
CTO-FFR

　　　　　Lecturer　角 辻  暁 　野崎･名古屋･大垣徳州会病院 ,大阪大学　

■　Mini lecture
低腎機能患者さんに対する IVUS ガイド PCI

　　　　　Lecturer　中 村  茂 　京都桂病院　

Interpreter　　坂井　正孝　増田　純  Operators　朝 倉  靖 　豊橋ハートセンター

　加 藤  修 　豊橋ハートセンター

　鈴木  孝彦 　豊橋ハートセンター　　
　西川  英郎 　三重ハートセンター　

Co-operators　那須  賢哉 　豊橋ハートセンター

宮原  眞敏 　松阪中央総合病院

　　　　　　　　　　　Chairs　金谷  法忍　桜田  真己
Commentators
大井田 史継　大 辻  悟 　金城  昌明　河村  晃弘
辻  貴 史 　永田  義毅　牧野  克俊　道下  一朗
　　　　　　IVUS Commentator　大久保 宗則
■　Mini lecture
分岐部病変に対する Rotablator の有用性―私の考え
　　　　　Lecturer　北山  道彦 　金沢医科大学病院　

■　Mini lecture
DES 留置後の抗血小板療法
　　　　　Lecturer　水野  清雄 　福井循環器病院
　　　　　　　Co-sponsored by　　サノフィ・アベンティス株式会社

○　Summary of Ise Shima Live 2009
　　　　　Presenter　西川  英郎 　三重ハートセンター　

Interpreter　　坂井　正孝　増田　純  

　　　　　　　　　　Chair　　木島  幹博 　星総合病院

透析症例の中心静脈 PTA の基本手技

　　　　　Lecturer　堀田  祐紀 　金沢循環器病院

　　　　　　　Co-sponsored by　　第一三共株式会社

　　　　　　　　　　Chair　　一 宮  恵 　市立四日市病院

NOBORI  -Clinical trial program update-

　　　　　Lecturer　井上  直人 　仙台厚生病院

　　　　　　　Co-sponsored by　　テルモ株式会社

　　　　　　　　　　Chair　　近藤  泰三 　小牧市民病院　

FFR based PCI の実際
　　　　　Lecturer　松尾  仁司　岐阜ハートセンター

DES を使い分ける
　　　　　Lecturer　七 里  守 　名古屋第二赤十字病院　

病理組織像から考える CTO-PCI
　　　　　Lecturer　角 辻  暁 　野崎･名古屋･大垣徳州会病院,大阪大学

Optical coherence tomography imaging: WAKAYAMA Experience
　　　　　Lecturer　水越  正人　和歌山県立医科大学

　　　　　　　Co-sponsored by　　エーザイ株式会社

　　　　　　　　　　Chair　　山岸  正和 　金沢大学附属病院　

CAS－循環器医がどこまでやれるか？
　　　　　Lecturer　木下  順久　豊橋ハートセンター

LMT 病変の治療の基本
　　　　　Lecturer　那須  賢哉　豊橋ハートセンター

CTO に対する PCI；Antegrade PCI の基本と注意点
　　　　　Lecturer　永田  義毅　富山県立中央病院

CKD の造影剤腎症
　　　　　Lecturer　道下  一朗　横浜栄共済病院

　　　　　　　Co-sponsored by　　エーザイ株式会社

　　　　　　　　　　Chair　　名村  正伸 　金沢循環器病院　

Why not TRI
　　　　　Lecturer　舛谷  元丸　兵庫医科大学病院

岐阜ハートセンターにおける心カテ室でのチーム医療
　　　　　Lecturer　稲 田  毅 　岐阜ハートセンター

IVUS の基礎
　　　　　Lecturer　添田  信之　星総合病院

　　　　　　　Co-sponsored by　　エーザイ株式会社
※カテ室の進行により変更あり

All the announced details are subject to change.


