
Course Director：毛利　晋輔（済生会横浜市東部病院）

9:00

座長 山内　靖隆 総合高津中央病院 フォーカスライブ

菅野　晃靖 横浜市立大学附属病院 株式会社メディコン

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 星本　剛一 横浜総合病院

青木　元 横浜労災病院 ショートレクチャー

塚原　健吾 藤沢市民病院

堀江　和紀 仙台厚生病院

10:20 新谷　嘉章 上尾中央総合病院

10:30

座長 金子　喜仁 春日部中央総合病院 フォーカスライブ

宇都宮　誠 TOWN訪問診療所城南 センチュリーメディカル株式会社

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 飛田　一樹 湘南鎌倉総合病院

早川　直樹 旭中央病院 ショートレクチャー

岩田　曜 船橋市立医療センター

菱刈　景一 横須賀共済病院

12:00 志村　吏左 横浜市立みなと赤十字病院 

12:10

12:50

13:00

座長 藤原　昌彦 岸和田徳洲会病院 フォーカスライブ

金剛寺　謙 杏林大学　医学部 日本メドトロニック株式会社

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 加藤　太門 信州大学 医学部

御手洗　敬信 聖マリアンナ医科大学病院 ショートレクチャー

矢野　英人 行徳総合病院

佐々木　伸也 坂総合病院

14:30 丹　通直 時計台記念病院

14:40

座長 鈴木　健之 東京都済生会中央病院 フォーカスライブ

松井　朗裕 春日部中央総合病院 ボストン・サイエンテイフィックジャパン株式会社

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 滝村　英幸 総合東京病院

徳田　尊洋 名古屋ハートセンター ショートレクチャー

飯塚　卓夫 東邦大学医療センター佐倉病院

福田　健太郎 順天堂大学医学部附属 練馬病院

16:10 林　英次郎 総合新川橋病院

16:20

座長 椿本　恵則 京都第二赤十字病院 フォーカスライブ

中野　雅嗣 総合東京病院 テルモ株式会社

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 西川　隆介 静岡県立総合病院

鳥居　翔 東海大学医学部付属病院 ショートレクチャー

島田　健晋 大阪市立大学病院

原口　拓也 札幌心臓血管クリニック

18:00 小西　宏和 豊橋ハートセンター

第5部

原口　拓也

札幌心臓血管クリニック

共催:日本ゴア合同会社

Case1

毛利　晋輔

済生会横浜市東部病院

Case2

安藤　弘

春日部中央総合病院

Case3

土井尻　達紀

大和成和病院

Case4

平野　敬典

豊橋ハートセンター

Case5

仲間　達也

東京ベイ・浦安市川医療セン

ター

Case6

毛利　晋輔

済生会横浜市東部病院

調整中

共催:CardinalHealthJapan合同会社

第4部

第3部

第2部

調整中

共催:オーバスネイチメディカル株式会社

「（仮）EVTにおけるPhilips IVUSの有用性」

星本　剛一　横浜総合病院

共催:株式会社フィリップス・ジャパン

調整中

共催:ボストン・サイエンテイフィックジャパン株式会社

座長　岩城　卓　横浜栄共済病院病院

演者　調整中

共催：株式会社カネカメディックス

３rd Yokohama Live Demonstration

2021年4月16日（金）

会場：ザ･グランドホール　＆　Web　【Hybrid開催】

中継施設：済生会横浜市東部病院

Operator 第1部

EVT　Live　2021.4.16

ランチョンセミナー

QRコード（HP)



Course Director：伊藤　良明（済生会横浜市東部病院）

9:00 フォーカスライブ/ショートレクチャー

座長 及川　裕二 心臓血管研究所付属病院

樽谷　康弘 岡村記念病院

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 武藤　光範 菊名記念病院

伊藤　大起 相模原協同病院

景山　倫也 那須赤十字病院

遠藤　彩佳 東京都済生会中央病院

10:20 太田　賢一 たちばな台病院

10:30 フォーカスライブ/ショートレクチャー

座長 関口　誠　 深谷赤十字病院

芹川　威 福岡和白病院

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 林　英次郎 総合新川橋病院

櫻井　将之 おおたかの森病院

小山　幸平 杏林大学　医学部

茂木　聡 浜松医科大学医学部附属病院

12:00 安藤　元素 岡村記念病院

12:05

12:55

13:00 フォーカスライブ/ショートレクチャー

座長 松野　俊介 心臓血管研究所付属病院

小堀　裕一 戸田中央総合病院

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 藤本　善英　 千葉大学病院 

杉本　篤彦 相模原協同病院

佐野　雅則 千葉県救急医療センター

加藤　隆一 東大和病院

14:30 菅原　重忠 大和成和病院

14:40 フォーカスライブ/ショートレクチャー

座長 保坂　文駿 岡村記念病院

石盛　博 中頭病院

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 飯塚　卓夫 東邦大学医療センター佐倉病院

石井　愛 川崎協同病院

児玉　隆秀 虎の門病院

三俣　兼人 綾瀬循環器病院

16:10 福島　裕介 藤沢湘南台病院

16:20 フォーカスライブ/ショートレクチャー

座長 長岡　優多 海老名総合病院

芦田　和博 聖隷横浜病院

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 早瀬　太一郎 横浜新都市脳神経外科病院

松下　匡史郎 NTT東日本関東病院

廣瀬　瑞紀 明理会中央総合病院

坂元　敦 イムス富士見総合病院

18:00 田中　慎司 湘南藤沢徳洲会病院

第5部

共催:アボットメディカルジャパン合同会社

調整中

オペレーター 第1部

矢嶋　純二

心臓血管研究所付属病院

下地　顕一郎
済生会宇都宮病院

小林　範弘
済生会横浜市東部病院

伊藤　良明
済生会横浜市東部病院

第2部

ランチョンセミナー

座長　調整中

演者　調整中

共催：テルモ株式会社

第3部

第4部

保坂　文駿

岡村記念病院

ボストン・サイエンテイフィックジャパン株式会社

御手洗　敬信

聖マリアンナ医科大学病院

共催:日本ライフライン株式会社

共催:日本メドトロニック株式会社

「Clinical experience of DCB and ISAR NEO in

coronary lesions」

飯島　雷輔

東邦大学医療センター大橋病院

共催:ニプロ株式会社

土井尻　達紀

大和成和病院

３rd Yokohama Live Demonstration
PCI　Live　2021.4.17

2021年4月17日（土）

会場：ザ･グランドホール　＆　Web　【Hybrid開催】

中継施設：済生会横浜市東部病院

QRコード（HP)


