
2017/11/14 
ARIA2017	 PCI Live 
日時：11 月 23 日（木・祝）	 			

会場：第 1 会場（電気ビル共創館	4 階	 みらいホール）	 	

	

9：00-10:30	

●PCI Live 1 （Bifurcation)	
オペレーター：村里	 嘉信（九州医療センター）	

座長：志手	 淳也（大阪府済生会中津病院）	

挽地	 裕（佐賀大学医学部附属病院）	

コメンテーター：佐藤	 勝彦（札幌ハートセンター	 札幌心臓血管クリニック）	

小川	 崇之（東京慈恵会医科大学附属病院）	

松尾	 邦浩（福岡大学筑紫病院）	

竹下	 聡（長崎みなとメディカルセンター市民病院）	

竹本	 真生（宗像水光会総合病院）	

貞松	 研二（雪の聖母会聖マリア病院）	

中野	 将孝（東海大学医学部付属病院）	

	

共催：アボット	バスキュラージャパン株式会社	

	

10：30-12:00	

●PCI Live 2 （Physiology/Imaging.)	
オペレーター：坂本	 知浩（済生会熊本病院心臓血管センター）	

座長：松尾	 仁司（岐阜ハートセンター）	

赤阪	 隆史（和歌山県立医科大学）	

コメンテーター：七里		守（名古屋第二赤十字病院）	

新家	 俊郎（神戸大学）	

西垣	 和彦（岐阜大学医学部附属病院）	

田邉	 健吾（三井記念病院）	

寺井	 英伸（金沢循環器病院）	

藏満	 昭一（小倉記念病院）	

	

共催：アシスト・ジャパン株式会社	

	

13：20-14:50	

●PCI Live 3 （Asian Session)	
オペレーター：	

座長：一色	 高明（上尾中央総合病院）	

尾崎	 行男（藤田保健衛生大学）	

コメンテーター：小林	 欣夫(千葉大学)	

村松	 俊哉（総合東京病院）	

中村	 淳	 （新東京病院）	

本江	 純子（菊名記念病院）	

Kiseok	Kim（Korea）	

	

共催：テルモ株式会社	 	

	 	



14：50-16:20	

●PCI Live 4 （Laser/DCB)	
オペレーター：田口	英詞（済生会熊本病院）	

座長：西川	 英郎（三重ハートセンター）	

西野	 雅巳（大阪労災病院）	

コメンテーター：足利	 貴志（東京医科歯科大学）	

小川	 正一	(鹿児島市立病院)	

粟田	 政樹（大阪医療センター）	

松岡	 宏	 （愛媛県立今治病院）	

西川	 宏明（福岡大学病院）	

山口	 淳一（東京女子医科大学）	

	 	

共催：ディーブイエックス株式会社	

ニプロ株式会社・株式会社グッドマン	

	

16：50-18:20	

●PCI Live 5（Physiology  iFR,FFR,QFR,FFRCT)	
オペレーター：上野	 高史（久留米大学病院）	

座長：川﨑	 友裕（新古賀病院）	

田中	 信大（東京医科大学八王子医療センター）	

コメンテーター：工藤	 崇			(長崎大学)	

小船井光太郎（東京ベイ・浦安市川医療センター）	

藤田	 博	 （京都第二赤十字病院）	

廣上	 貢	 （手稲渓仁会病院）	

佐藤	 匡也（会津中央病院）	

	 	

共催：株式会社フィリップス・ジャパン	

	 	



ARIA2017	 PCI Live 
日時：11 月 23 日（木・祝）	 			

会場：第 2 会場（電気ビル共創館	3 階	 大会議室）	 	

	

13：20-14:50	

●PCI Live 6 （DCA)	
オペレーター：木下	 順久（豊橋ハートセンター）	

座長：朝倉	 靖（博慈会記念総合病院）	

木島	 幹博（星総合病院）	

コメンテーター：秋満	 忠郁（大分循環器病院	 ）	

安東	 治郎（東京大学医学部附属病院）	

寺本	 智彦（一宮西病院）	

於久	 幸治（長崎医療センター）	

岡田	 尚之（聖隷浜松病院）	

宮崎	 俊一（近畿大学/済生会富田林病院）	
	

共催：ニプロ株式会社/株式会社グッドマン	

	

14：50-16:20	

●PCI Live 7 （New Stent)	
オペレーター：重松	 達哉（愛媛県立中央病院）	

	 	 	 	 	 	 ：竹中	 克彦（九州医療センター）	

座長：新家	 俊郎（神戸大学）	

野崎	 洋一（北光記念病院）	

コメンテーター：金剛寺	 謙（杏林大学）	

下村	 光洋（嬉野医療センター）	

栗山	根廣（宮崎市郡医師会病院）	

池宮城秀一（琉球大学医学部附属病院）	

田代	 英樹（聖マリア病院）	

牧口	 展子（北晨会恵み野病院）	

	

共催：株式会社島津製作所/テルモ株式会社	

	

16：50-18:20	

●PCI Live 8（LMT)	
オペレーター：塩出	 宣雄（広島市民病院）	

座長：大嶋	 秀一（熊本中央病院）	

中川	 義久（天理よろづ相談所病院）	

コメンテーター：古賀	 久士（新古賀病院）	

財前	 博文（鶴見病院）	

神田	 大輔（鹿児島大学）	

浅野		博（公立陶生病院）	

中濱	 一	 （福山市民病院）	

藤本	 和輝（熊本医療センター）	

	

共催：ボストン・サイエンティフィック	ジャパン株式会社	

	



	

ARIA2017	 PCI Live 
日時：11 月 24 日（金）	 			

会場：第 1 会場（電気ビル共創館	4 階	 みらいホール）	 	

	

9：00-10:30	

●PCI Live 9（Calc）	
オペレーター：柴田	 剛徳（宮崎市郡医師会病院）	

座長：北山	 道彦（金沢医科大学病院）	

水野	 清雄（福井循環器病院）	 	

コメンテーター：石井	 秀樹（名古屋大学医学部附属病院）	

川口	 克廣（小牧市民病院）	

福澤	 茂		（船橋市立医療センター）	

岩城	卓			（横浜栄共済病院）	

堤	 孝樹		（飯塚病院）	

松尾	 浩志	(石切生喜病院)	

	

共催：ボストン・サイエンティフィック	ジャパン株式会社	 	

	

10:30-12:00	

●PCI Live 10（CTO1)	
オペレーター：岸	 宏一（徳島赤十字病院）	

座長：華岡	 慶一（華岡青洲記念	心臓血管クリニック）	

小田	 弘隆（新潟市民病院）	

コメンテーター：岡崎	 真也（順天堂大学医学部附属順天堂医院）	

大塚	 頼隆（杉循環器科内科病院）	

山田	 寿太郎（山口大学）	

奥津	 匡暁（川崎医科大学総合医療センター）	

芹川	 威（福岡和白病院）	

坂上	 祐司（東住吉森本病院）	

	

共催：カーディナル	ヘルス	ジャパン/アボット	バスキュラー	ジャパン株式会社	

	 	

13:20-14:30	

●PCI Live 11（CTO2)	
オペレーター：岩淵	 成志（琉球大学）	

座長：土井	 修（京都岡本記念病院）		

新井	英和（鹿屋ハートセンター）	

コメンテーター：弘永	 潔（福岡市民病院）	

吉川	 糧平（三田市民病院）	

伊藤	 良明（済生会横浜市東部病院）	

石原	 昭三（耳原総合病院）	

下村	 英紀（福岡徳洲会病院）	

	

共催：オーバスネイチメディカル株式会社	

	

	



15:00-16:10	

●PCI Live 12（LMT)	
オペレーター：川井	 和哉（近森病院）	 	 	

山本	 哲史（近森病院）	

西田	 幸司（近森病院）	

座長：金谷	 法忍（かないわ病院）		

道下	 一朗（横浜栄共済病院）	

コメンテーター：小野	 史朗（山口県済生会山口総合病院）	

鈴山	 寛人（済生会熊本病院）	

森田	 有紀（相模原病院）	

土井	 正行（香川県立中央病院）	

新崎	 修（豊見城中央病院）	

菅原	 重忠（大和成和病院）	

	

共催：日本メドトロニック株式会社	

	

16:10-17:20	

●PCI Live 13（Bifurcation)	
オペレーター：門田	 一繁（倉敷中央病院）	

座長：天野	 哲也（愛知医科大学）		

岡山	 英樹（愛媛県立中央病院）	

コメンテーター：大平	 洋司（江戸川病院）	

正村	 克彦（中村病院）	

山下	 武廣（心臓血管センター北海道大野病院）	

大城	 康一（大浜第一病院）	

野里	 寿史	（武蔵野赤十字病院）	

	

共催：株式会社カネカメディックス/テルモ株式会社	


