
2nd Yokohama live demonstration  
第二回横浜ライブデモンストレーション 

2nd announcement 

開催日時：2019年４月19日（金）～４月20日（土）      
開催場所：品川Grand Hall http://tg-hall.com/ 
中継施設：済生会横浜市東部病院 
参加費（予定）：4/19のみ2000円 , 4/20のみ2000円 

済生会横浜市東部病院から2018年第一回横浜ライブデモンストレーション研究会を立ち上げ
2018年4月20-21日に開催させていただきました。400人近い関係者にお集まりいただき盛会に
終了しましたため2019年にも第二回開催が決定いたしました。今回も二日にわたりEVTとPCIを
ゲストを招き内容も盛りだくさんに開催する予定です。 
是非都合のつく方はご参加いただければと思います。 
                                                

                       代表世話人：平野敬典、伊藤良明 

ご挨拶 

４月19日（金） EVTライブ 
 コーディネーター兼オペレーター：平野敬典（循環器内科部長） 
     ゲストオペレーター（確定） 
      山内靖隆先生；総合高津中央病院 
      安藤弘先生；春日部中央総合病院 
      土谷武嗣先生；金沢医科大学病院 
      浦澤一史先生；札幌時計台病院 
      曽我芳光先生；小倉記念病院 
      中村茂先生；京都桂病院 
   

４月20日（土） PCIライブ 
 コーディネーター兼オペレーター：伊藤良明（心臓血管センター長） 
     ゲストオペレーター（確定） 
      及川裕二先生；心臓血管研究所付属病院 
      小堀裕一先生；戸田中央総合病院 
      矢嶋純二先生；心臓血管研究所付属病院 
 
    EVT ,PCIともに原則全例CTO症例治療予定。 
  ・一般的なレベルのから匠の技までご覧に入れます。←平野言 
    ・ライブ討論は今までにない試みを行います。←平野言 
  ・ADRお見せしたいですね。←伊藤言 
  ・匠の技はお見せできるかわかりません。笑 伊藤 

 

QRコード（HP) 

横浜ライブHPにも 
さまざまな情報をup中      
      ↓ 

http://tg-hall.com/
http://tg-hall.com/
http://tg-hall.com/


ライブ会場：地図 

ライブキャスト予定 

 

ザ・グランドホール                             

〒108-0075  

東京都港区港南2-16-4 

品川グランドセントラルタワー3階 

TEL: 03-5463-9971 

 
 電車でお越しの方 
•「品川駅」港南口より徒歩3分 
 
車でお越しの方 
• 営業時間7:00～24:00（入庫は23:00） 
• 料金250円/30分（上限3,000円まで） 

事務局：一般社団法人メディカルコンベンションサービス 
             〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー3階 
             Tel : 03-5796-3121  Fax : 03-5796-3122 

役割 医師名 所属先

座長 久原　亮二 先生 総合高津中央病院

座長 菅野　晃靖 先生 横浜市立大学附属病院

コメンテーター 荒木　浩 先生 横須賀市立うわまち病院

コメンテーター 岩城　卓 先生 横浜栄共済病院

コメンテーター 青木　元 先生 横浜労災病院

コメンテーター 塚原　健吾 先生 藤沢市民病院

コメンテーター 戸田　幹人 先生 東邦大学医療センター大森病院

座長 飯田　修 先生 関西労災病院

座長 宮下　裕介 先生 長野赤十字病院

コメンテーター 林　英次郎 先生 総合新川橋病院

コメンテーター 宇都宮　誠 先生 東邦大学医療センター大橋病院

コメンテーター 岩田　曜 先生 船橋市立医療センター

コメンテーター 中野　雅嗣 先生 総合東京病院

コメンテーター 土井尻　達紀 先生 大和成和病院

座長 鈴木　健之 先生 東京都済生会中央病院

座長 仲間　達也 先生 東京ベイ・浦安市川医療センター

コメンテーター 菱刈　景一 先生 横須賀共済病院

コメンテーター 滝村　英幸 先生 総合東京病院

コメンテーター 矢野　英人 先生 行徳総合病院

コメンテーター 尾崎　俊介 先生 板橋中央総合病院

コメンテーター 飛田　一樹 先生 湘南鎌倉総合病院

座長 篠崎　法彦 先生 東海大学医学部内科学系

座長 八巻　多 先生 名寄市立総合病院

コメンテーター 金子　喜仁 先生 春日部中央総合病院

コメンテーター 御手洗　敬信 先生 聖マリアンナ医科大学病院

コメンテーター 松井　朗裕 先生 春日部中央総合病院

コメンテーター 金剛寺　謙 先生 杏林大学医学部

コメンテーター 飯塚　卓夫 先生 東邦大学医療センター佐倉病院

座長 遠田　譲 先生 メディカルスキャニング恵比寿

座長 井上　政則 先生 慶應義塾大学医学部

コメンテーター 小野澤　志郎 先生 帝京大学医学部附属溝口病院

コメンテーター 小川　普久 先生 聖マリアンナ医科大学病院

コメンテーター 新井　清仁 先生 埼玉県済生会栗橋病院

コメンテーター 福田　健太郎 先生 順天堂大学医学部附属 練馬病院

コメンテーター 黒木　茂 先生 横須賀市立うわまち病院
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役割 医師名 所属先

座長 柚本　和彦 先生 横浜労災病院

座長 樽谷　康弘 先生 岡村記念病院

コメンテーター 川上 崇史 先生 慶應大学病院医学部

コメンテーター 早瀬　太一郎 先生 横浜新都市脳神経外科病院

コメンテーター 武藤　光範 先生 菊名記念病院

コメンテーター 林　英次郎 先生 総合新川橋病院

座長 唐原　悟 先生 鎌ヶ谷総合病院

座長 下地　顕一郎 先生 済生会宇都宮病院

コメンテーター 櫻井　将之 先生 おおたかの森病院

コメンテーター 菅野　大太郎 先生 札幌心臓血管クリニック

コメンテーター 太田　賢一 先生 たちばな台病院

コメンテーター 三俣　兼人 先生 綾瀬循環器病院

座長 石盛　博 先生 中頭病院

座長 保坂　文駿 先生 岡村記念病院

コメンテーター 廣瀬　瑞紀 先生 明理会中央総合病院

コメンテーター 飯塚　卓夫 先生 東邦大学医療センター佐倉病院

コメンテーター 御手洗　敬信 先生 聖マリアンナ医科大学病院

コメンテーター 加藤　隆一 先生 東大和病院

座長 松野　俊介 先生 心臓血管研究所付属病院

座長 鹿島　由史 先生 札幌心臓血管クリニック

コメンテーター 松下　匡史郎 先生 NTT東日本関東病院

コメンテーター 杉本　篤彦 先生 相模原協同病院

コメンテーター 佐野　雅則 先生 千葉県救急医療センター

コメンテーター 遠藤 彩佳 先生 東京都済生会中央病院

座長 長岡　優多 先生 海老名総合病院

座長 小川　 崇之 先生 東京慈恵会医科大学附属病院

コメンテーター 山下　淳 先生 東京医科大学病院

コメンテーター 芦田　和博 先生 聖隷横浜病院

コメンテーター 伊藤　大起 先生 相模原協同病院

コメンテーター 坂元 敦 先生 イムス富士見総合病院
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４月１９日（金）ＥＶＴライブ ４月２０日（土）ＰＣＩライブ 


