石灰化病変を克服する！ 〜 Overcome Calcified Lesions! 〜

ご挨拶

Japan Calcification Club 2022
会長

柴田

剛徳

宮崎市郡医師会病院

新年あけましておめでとうございます。皆様おすこやかに新春をお迎えのことと存じます。
さてこのたび、2022 年 1 月 28 日（金）～ 1 月 29 日（土）に Japan Calcification Club 2022 を
東京で開催させていただくこととなりました。
未曾有の災禍の中、日々問題に直面し少しでも発展できるようインターベンション治療を継続
しております。
この Interventional Cardiology の中では石灰化病変に対する治療はまだ解決できていない分野
です。ステントデリバリー困難、ポリマーの破壊、拡張不十分、不完全密着、これらによりス
テント血栓症や再狭窄を引き起こす恐れがあります。また、デバルキングデバイスの有効性は
理解できているものの、使用方法を誤ると致命的な結果になることがあります。これらは経験
値が低く、よく学習されていないのが現状です。
少しでも多くの興味を持ったドクター、コメディカルに会場へ参加していただけるように、東
京で開催することと致しました。また web でも視聴できます。二日間という時間に限りがあり
ますが、1 日は石灰化病変に対する PCI ライブを行うこととしています。またオーディエンス
一人ひとりの経験値が低くても共有できるように、エキスパートによるレクチャー、症例検討、
会場からの質問もよく吸収しながら進行して少しでも理解していただけるよう努力して参りた
いと考えています。さらにみんなで力を合わせて、日本の石灰化病変に対する治療を世界に発
信していければと思います。
Interventional Cardiology というフィールドの中で、医療に携わる全ての人間がプロフェッショ
ナルとして力を合わせる時、個々の力は小さくても患者さんにとっては大きな力となり、患者
さんのためのより良き医療につながると考えています。この理念のもと、J-CalC を推進してま
いりたいと思います。
現在、事務局では多方面からご意見を賜わりながら鋭意準備を進めており、一人でも多くの方
にご参加いただきたいと考えております。ご参加をお待ちしています。
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役員・ファカルティーリスト
代表理事

柴田

剛徳｜宮崎市郡医師会病院

理 事
		
		
		
		

足利 貴志｜武蔵野赤十字病院
伊藤 良明｜済生会横浜市東部病院
坂倉 建一｜自治医科大学附属さいたま医療センター
中村
茂｜京都桂病院
中澤
学｜近畿大学病院

ファカルティー
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

五十嵐宣明｜神戸赤十字病院
稲垣
裕｜草加市立病院
岩城
卓｜横浜栄共済病院
岩間
眞｜岐阜県総合医療センター
大塚 文之｜国立循環器病研究センター
岡村 篤徳｜桜橋渡辺病院
鹿島 由史｜札幌心臓血管クリニック
加藤 大雅｜福井県立病院
北川 勝英｜心臓血管センター金沢循環器病院
木下 順久｜豊橋ハートセンター
栗山 根廣｜宮崎市郡医師会病院
児玉 隆秀｜虎の門病院
小林 智子｜京都桂病院
小林 範弘｜済生会横浜市東部病院
柴田 浩遵｜大阪府済生会中津病院
下地顕一郎｜済生会宇都宮病院
鈴木 頼快｜名古屋ハートセンター
外海 洋平｜大阪大学大学院医学系研究
田中
穣｜湘南鎌倉総合病院
津田 卓眞｜名古屋掖済会病院
道明 武範｜小倉記念病院
鳥居
翔｜東海大学
沼澤 洋平｜足利赤十字病院
兵庫 匡幸｜京都第一赤十字病院
福原
怜｜兵庫県立尼崎総合医療センター
藤井 健一｜関西医科大学附属病院
本江 純子｜菊名記念病院
松浦 広英｜福岡赤十字病院
松尾 浩志｜八尾徳洲会総合病院
水谷 一輝｜近畿大学病院
南
尚賢｜北里大学病院
武藤 光範｜菊名記念病院
村松
崇｜藤田医科大学病院
山崎 誠治｜札幌東徳洲会病院
山脇 理弘｜済生会横浜市東部病院
割澤 高行｜聖マリアンナ医科大学 / 岐阜ハートセンター
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交通のご案内
●開催会場

ベルサール八重洲
〒 103-0028 東京都中央区八重洲 1-3-7

八重洲ファーストフィナンシャルビル 2F

◦東京メトロ：東西線・銀座線、都営地下鉄：浅草線

「日本橋駅」A7 出口直結

◦東京メトロ：丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線、都営地下鉄：三田線
「大手町駅」B10 出口徒歩 2 分
◦東京メトロ：半蔵門線・銀座線
「三越前駅」B3 出口徒歩 3 分
◦ JR 線
「東京駅」八重洲北口徒歩 4 分
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会場のご案内

ベルサール八重洲

八重洲ファーストフィナンシャルビル 2 F

PC受付

第１会場

参加受付

第２会場
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参加者へのご案内
COVID-19 感染拡大状況を鑑み、ハイブリッド開催（現地登壇・ウェブ登壇／現地参加・
ウェブ参加）となります。現地にお越しいただけない方も、ぜひご参加ください。
本学術集会に参加（現地参加・ウェブ参加（視聴））される方は必ず参加申込が必要です。
オンライン参加申込はこちら

https://j-calc.live/registration/

※理事、ファカルティの先生は、別途お申し込みについてご案内しております。

※公募演題（
「Meet the Experts：症例検討会」への症例報告演題）のご発表者は、参加のお申し込みは不要です。

ご注意ください！
感染症対策の一環として、会期中、会場での現金による参加申込はお受けしないことにいたしました。
現地参加の方も、会場にお越しの前に、オンライン参加申込（クレジット決済）をおすませください。

リアルタイムライブ配信および追っかけオンデマンド配信の視聴サイトは、
１月 28 日（金）８：00 から公開します。
ウェブ視聴方法はこちら

https://j-calc.live/guidance/web_viewing.pdf

2022 年１月 28 日
（金）～ 29 日
（土）

現地開催＋リアルタイムライブ配信

2022 年 1 月 29 日
（土）～ 31 日
（月）12:00

追っかけオンデマンド配信

※一部のプログラムはリアルタイムライブ配信のみとなります。
※追っかけオンデマンド配信は、準備でき次第、順次配信を開始します。

１．参加方法

※参加費の領収書はオンライン参加申込により発行されたマイページで１月 30 日（日）24：00 まで発

行していただけます。ご自身で印刷し、取得してください。以降は発行していただくことができませ
んので、ご注意ください。

※参加証明書はオンライン参加申込により発行されたマイページで１月 28 日（金）８：30 ～１月 30 日
（日）24：00 まで発行していただけます。ご自身で印刷し、取得してください。以降は発行していた
だくことができませんので、ご注意ください。

※リアルタイムライブ配信および追っかけオンデマンド配信の視聴サイトへのアクセスボタンは、オン

ライン参加申込により発行されたマイページ内に、１月 28 日（金）８：00 になりましたら表示されます。

★マイページ情報はオンライン参加申込完了通知メールにてご案内します。オンライン参加申込完了通
知メールが届いていない場合は registration@j-calc.live にお問い合わせください。
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現地参加
オンライン参加申込により発行されたマイページに表示された QR コードを印刷してご持参ください。
参加受付窓口（ベルサール八重洲３F）にてご提示いただき、名札をお受け取りください。名札にはご自
身でご所属、お名前をお書きください。

参加受付窓口（ベルサール八重洲２F）：１月 28 日（金）８：00 ～ 18：30

		

１月 29 日（土）７：30 ～ 16：00

リアルタイムライブ配信・追っかけオンデマンド配信の視聴
オンライン参加申込により発行されたマイページ内に、１月 28 日（金）８：00 になりましたら表示され
ます。

ウェブ視聴方法はこちら

https://j-calc.live/guidance/web_viewing.pdf

２．プログラム抄録集

プログラム抄録集は、会期が近づきましたら PDF をホームページに掲載します。印刷物としてはご提供
いたしませんので、ご了承ください。

抄録の閲覧にはパスワードが必要です。パスワードはオンライン参加申込完了通知メール内に記載して
おります。

３．日本心血管インターベンション治療学会専門医認定医制度資格更新単位

２単位取得していただけます。自己申告制です。参加証明書（所属先、氏名が記載）の提出が必要です

ので、参加証明書は大切に保管してください。なお、参加証明書は１月 28 日
（金）
８：30 ～１月 30 日
（日）
24：00 まで発行していただけますが、期間終了後の発行または再発行はできません。

４．ランチョンセミナー・コーヒーブレイクセミナー
自由参加制です。直接会場にお出かけください。

※企業共催プログラムにはリアルタイムライブ配信のみのものがあります。日程表やプログラムでご確
認ください。

５．クローク

ご用意しておりません。ご自身で講演会場内にお持ち込みいただき、管理していただきますようお願い
いたします。

６．感染症対策についてのお願い

・会場内では必ず不織布マスクを着用してください。持病等でマスク着用が困難な方は、フェイスシー
ルドでもかまいません。

・手洗い、アルコールによる手指消毒を励行してください。
・体温37.5℃以上の方は来場をお控えください。

・感染症対策の一環として席数を制限しておりますが、ソシアルディスタンスの確保にご留意ください。
・アクリル板の設置、頻回の消毒などに留意しておりますが、飲食時の会話はお控えください。
・ご参加者各自の責任の下、感染症対策にご協力ください。

6

石灰化病変を克服する！ 〜 Overcome Calcified Lesions! 〜

７．その他のご案内

・会場では無料WiFiをご利用いただけます。

・配信動画の録音・録画はご遠慮ください。

・取材をご希望の報道関係者の方は、一般参加者として参加をお申し込みください。会場にお越しにな
られましたら、参加受付に取材の旨お声がけください。お名刺を頂戴します。

記事にされる場合は、座長、演者ほか関係者の許諾を得た上、会長の承認をおとりください。

・託児施設は設置いたしません。
・禁煙にご協力ください。
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1 日目【1 月 28 日（金）】
8:00

9:00

10:00

8:30 〜 9:50

11:00

12:00

10:00 〜 11:20

ライブ１

11:40 〜 12:30

ライブ２

LS1

共  催

8:30 〜 9:20

Meet the
Experts 1

共  催

第 2 会場

共  催

ボストン・サイエンティフィックジャパン
株式会社

9:30 〜 10:20

症例検討会 計 2 症例

ACS+ 石灰化
病変どう治療
するか

学会主催

学会主催

★

Newly reborn
non-slip element
balloon
“Aperta NSE”

第 1 会場
アボットメディカルジャパン
合同会社

13:00

ニプロ株式会社

10:30 〜 11:20

11:40 〜 12:30

Meet the
Experts 2

LS2

これからの Lesion
Preparation に最適
なディバイスとは？

症例検討会 計 2 症例

共  催

学会主催

オーバスネイチメディ
カル株式会社

14:00

12:40 〜 14:00

15:00
14:10 〜 15:30

ライブ３

Meet the
Experts 3

13:40 〜 14:30

石灰化結節を
どう治療するか

症例検討会 計 2 症例

学会主催

学会主催

ライブ６

共  催

共  催

日本メドトロニック株式会社

アボットメディカルジャパン
合同会社

メディキット株式会社

14:40 〜 15:30

15:40 〜 16:30

石灰化病変に対する
バルーン治療戦略

Impella Heart Pump
in J-Calc 2022 心不全合併重症冠動脈
疾患の急性期・遠隔期
予後を最適化する

SS1

共  催

株式会社
カネカメディックス

SS2

19:00
18:20 〜 19:00

特別講演

湘南鎌倉総合病院
斎藤 滋 先生

学会主催

16:40 〜 18:00

SS3

石灰化に Laser という選択肢
〜病理と臨床の最新知見〜

共  催

日本アビオメッド
株式会社

18:00
17:10 〜 18:10

ライブ５

共  催

テルモ株式会社

17:00

15:40 〜 17:00

ライブ４

共  催

12:40 〜 13:30

16:00

共  催

株式会社フィリップス・ジャパン

2 日目【1 月 29 日（土）】
8:00
8:00 〜
8:25

第 1 会場

Meet the
Experts
4
学会主催

8:00 〜
8:25

第 2 会場

Meet the
Experts
5
学会主催

9:00

10:00

11:00

8:30 〜 9:50

10:00 〜 10:50

Rotablator 合併症と対策

A New Digital
Solution for Calc:
CT+FFRCT の活用法

SS4 教育セッション

共  催

SS5

ハートフロージャパン
合同会社

8:30 〜 9:50

10:00 〜 10:50

SS9

石灰化病変治療に関する新事実
～病理・症例・イメージングの
観点から、至適石灰化治療戦略を
導き出す～

石灰化
『知って得する
デバイス話』

共  催

共  催

アボットメディカルジャパン
合同会社

11:00 〜 12:20

SS6

★

13:00

14:00

12:40 〜 13:30

13:40 〜 15:00

LS3

石灰化病変に対する
DCB の有用性

Lesion oriented
Imaging guide PCI

共  催

共  催

共  催

ボストン・サイエンティフィックジャパン
株式会社

SS8

12:00

ニプロ株式会社
11:00 〜 12:20

SS10 教育セッション
OAS のテクニック
初中級編

朝日インテック
J セールス株式会社

★ 追っかけオンデマンド配信は不可
★ 追っかけオンデマンド配信は１月 29 日（土）24：00 まで

共  催

メディキット株式会社

15:00

石灰化病変の
イメージングと病理

LS4

SS7 教育セッション
OAS 合併症と対策

共  催

メディキット株式会社
13:40 〜 15:00

SS11 教育セッション

石灰化を CT で
読み解く

Rotablator のテクニック
初中級編

共  催

共  催

キヤノンメディカル
システムズ株式会社

15:10 〜 16:30

学会主催

テルモ株式会社
12:40 〜 13:30

16:00

ボストン・サイエンティフィックジャパン
株式会社

15:10 〜
15:35

★

CB1

高血圧
共  催

ノバルティ
スファーマ
株式会社

15:45 〜 16:35

SS12

石灰化病変に対する
DES 治療戦略

共  催

日本メドトロニック
株式会社

17:00

18:00

19:00

プログラム
Program

特別講演
SS1 〜 12
（教育セッション SS4，SS7，SS10，SS11）
ライブ１〜 6
ACS+ 石灰化病変どう治療するか
石灰化結節をどう治療するか
石灰化病変のイメージングと病理
Meet the Experts １〜 5
LS1 〜 4
CB1

Program

石灰化病変を克服する！ 〜 Overcome Calcified Lesions! 〜

第 1 会場

1 日目：2022.1.28（Fri）

8：30 〜 9：50

ライブ１

【石灰化治療の最前線 1】新しい OCT を実臨床で使いこなす
共催：アボットメディカルジャパン合同会社
座

長：

坂倉 建一（自治医科大学附属さいたま医療センター）
村松

オペレーター ：

崇（藤田医科大学病院）

伊藤 良明（済生会横浜市東部病院）

ミニレクチャー ：

高度石灰化病変に対してステント再狭窄・血栓症を防ぐためには…
〜 OCT と共に治療戦略を考える〜
柴田 浩遵（大阪府済生会中津病院）

コメンテーター ：

柴田 浩遵（大阪府済生会中津病院）
栗山 根廣（宮崎市郡医師会病院）
北川 勝英（心臓血管センター金沢循環器病院）
沼澤 洋平（足利赤十字病院）

10：00 〜 11：20

ライブ２
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
座

長：

本江 純子（菊名記念病院）
木下 順久（豊橋ハートセンター）

オペレーター ：

柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院）

ミニレクチャー ：

This is“Scoring Effect”!! - The message from WolverineTM 木下 順久（豊橋ハートセンター）
コメンテーター ：

道明 武範（小倉記念病院）
南
鳥居

尚賢（北里大学病院）
翔（東海大学医学部付属病院）

児玉 隆秀（虎の門病院）
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11：40 〜 12：30

★ 追っかけオンデマンド配信は１月 29 日（土）24：00 まで

LS１

Newly reborn non-slip element balloon“Aperta NSE”
共催：ニプロ株式会社
座

長：

演

者：

鹿島 由史（札幌心臓血管クリニック）

What is and How to achieve an appropriate lesion preparation prior to
use DES and DCB ?
福原

怜（兵庫県立尼崎総合医療センター）

How to maximize the performance of Aperta NSE
足利 貴志（武蔵野赤十字病院）

12：40 〜 14：00

ライブ３
共催：テルモ株式会社
座

長：

中澤

学（近畿大学病院）

栗山 根廣（宮崎市郡医師会病院）
オペレーター ：

中村

茂（京都桂病院）

ミニレクチャー ：

小林 範弘（済生会横浜市東部病院）

コメンテーター ：

岩間

眞（岐阜県立医療センター）

坂倉 建一（自治医科大学附属さいたま医療センター）
外海 洋平（大阪大学大学院医学系研究科）
津田 卓眞（名古屋掖済会病院）

11

石灰化病変を克服する！ 〜 Overcome Calcified Lesions! 〜

Program

14：10 〜 15：30

ライブ４
共催：日本メドトロニック株式会社
座

長：

岡村 篤徳（桜橋渡辺病院）
兵庫 匡幸（京都第一赤十字病院）

オペレーター ：

山脇 理弘（済生会横浜市東部病院）

ミニレクチャー ：

石灰化病変におけるステント選択

山崎 誠治（札幌東徳洲会病院）

コメンテーター ：

稲垣

裕（草加市立病院）

山崎 誠治（札幌東徳洲会病院）
五十嵐 宣明（神戸赤十字病院）
松浦 広英（福岡赤十字病院）

15：40 〜 17：00

ライブ５
共催：メディキット株式会社
座

長：

田中

穣（湘南鎌倉総合病院）

小林 智子（京都桂病院）
オペレーター ：

足利 貴志（武蔵野赤十字病院）

ミニレクチャー ：

田中

コメンテーター ：

松尾 浩志（八尾徳洲会総合病院）

穣（湘南鎌倉総合病院）

下地 顕一郎（済生会宇都宮病院）
岩城

卓（横浜栄共済病院）

鈴木 頼快（名古屋ハートセンター）
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17：10 〜 18：10

Program

ライブ6

【石灰化治療の最前線 2】石灰化病変を OCT で評価し、治療戦略に反映させる
共催：アボットメディカルジャパン合同会社
座

長：

中澤

学（近畿大学病院）

鹿島 由史（札幌心臓血管クリニック）
オペレーター ：

小林 範弘（済生会横浜市東部病院）

コメンテーター ：

武藤 光範（菊名記念病院）
割澤 高行（聖マリアンナ医科大学 / 岐阜ハートセンター）
福原

怜（兵庫県立尼崎総合医療センター）

加藤 大雅（福井県立病院）

18：20 〜 19：00

特別講演

石灰化病変へのインターベンションの歴史と今後の展望

座

長：

柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院）

演

者：

齋藤

滋（湘南鎌倉総合病院）
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第 2 会場

1 日目：2022.1.28（Fri）

8：30 〜 9：20

Meet the Experts 1
症例検討会 計 2 症例

座

長：

岩城

卓（横浜栄共済病院）

五十嵐 宣明（神戸赤十字病院）
演

者：

急性下壁心筋梗塞後に治療方針に難渋した左前下行枝高度石灰化分岐部複雑病変
山本 哲也（公立豊岡病院）

Orbital atherectomy 中に drive shaft が断裂し、冠動脈内に遺残した crown を
回収した一例
横井 宏和（洛和会音羽病院）
コメンテーター ：

稲垣

裕（草加市立病院）

武藤 光範（菊名記念病院）

9：30 〜 10：20

ACS+石灰化病変どう治療するか

座

長：

松浦 広英（福岡赤十字病院）
兵庫 匡幸（京都第一赤十字病院）

演

者：

コメンテーター ：

津田 卓眞（名古屋掖済会病院）
岩間

眞（岐阜県立医療センター）

田中

穣（湘南鎌倉総合病院）

岡村 篤徳（桜橋渡辺病院）
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10：30 〜 11：20

Program

Meet the Experts 2
症例検討会 計２症例

座

長：

鈴木 頼快（名古屋ハートセンター）
北川 勝英（心臓血管センター金沢循環器病院）

演

者：

治療方針に苦慮した右冠動脈の高度石灰化を伴う 1 症例
岡田 知明（香川県立中央病院）

ロータブレータで左前下行枝に冠動脈穿孔を来し OTW バルーンでベイルアウトし
た一例
阿部 茉莉愛（済生会横浜市東部病院）
コメンテーター ：

松尾 浩志（八尾徳洲会総合病院）
割澤 高行（聖マリアンナ医科大学 / 岐阜ハートセンター ）

11：40 〜 12：30

LS２

これからの Lesion Preparation に最適なディバイスとは？
共催：オーバスネイチメディカル株式会社
座

長：

演

者：

栗山 根廣（宮崎市郡医師会病院）

ScoreflexTRIO の石灰化病変に対する可能性
滝澤 要（ＪＣＨＯ仙台病院）
高度石灰化病変に対する治療戦略 Scoreflex Trio と Combo plus への期待
小川 崇之（東京慈恵会医科大学附属病院）
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12：40 〜 13：30

Program

Meet the Experts 3
症例検討会 計２症例

座

長：

鹿島 由史（医療法人 札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック）
村松

演

崇（藤田医科大学病院）

者：

高度石灰化による重症 3 枝病変の NSTEMI における治療方針に苦慮した一例
坂本 優樹（大阪府済生会中津病院）

再狭窄を繰り返す RCA 入口部ステント内石灰化病変に対して DCA を施行した一透
析症例
柚木 佳（津山中央病院）
コメンテーター ：

沼澤 洋平（足利赤十字病院）
児玉 隆秀（虎の門病院）

13：40 〜 14：30

石灰化結節をどう治療するか

座

長：

道明 武範（小倉記念病院）
小林 智子（京都桂病院）

演

者：

割澤 高行（聖マリアンナ医科大学 / 岐阜ハートセンター）

石灰化結節に対しての治療戦略〜我々にできることはあるのか？〜
柴田 浩遵（大阪府済生会中津病院）

コメンテーター ：

木下 順久（豊橋ハートセンター）
北川 勝英（心臓血管センター金沢循環器病院）
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石灰化病変を克服する！ 〜 Overcome Calcified Lesions! 〜

14：40 〜 15：30
共催

SS1

石灰化病変に対する Balloon 治療戦略
共催：株式会社カネカメディックス

座

長：

演

者：

柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院）

Balloon での Calc 攻略方法（TASUKI・ZINRAI・HIKYAKU）
滝澤 要（ＪＣＨＯ仙台病院）
石灰化にバルーンで挑む 〜 RYUSEI 〜
津田 卓眞（名古屋掖済会病院）

15：40 〜 16：30
共催

SS2

Impella Heart Pump in J-Calc 2022

- 心不全合併重症冠動脈疾患の急性期・遠隔期予後を最適化する
共催：日本アビオメッド株式会社
座

長：

演

者：

柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院）

心不全合併重症冠動脈疾患に対する血行再建：機械的補助の役割・使い分け
深町 大介（日本大学医学部附属板橋病院）
心不全合併重症冠動脈疾患に対する血行再建：ケースで振り返る Impella 併用が至
適と考えられる症例
中田 淳（日本医科大学付属病院）
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16：40 〜 18：00
共催

SS3

石灰化に Laser という選択肢 ～病理と臨床の最新知見～
共催：株式会社フィリップス・ジャパン

座

長：

演

者：

柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院）

病理から見た、石灰化病変に対する Laser 治療
鳥居 翔（東海大学医学部付属病院）
石灰化に Laser という選択肢 ～臨床の立場から～
鈴木 輝彦（埼玉県立循環器・呼吸器病センター）
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石灰化病変を克服する！ 〜 Overcome Calcified Lesions! 〜

第 1 会場

2 日目：2022.1.29（Sat）

8：00 〜 8：25

Meet the Experts 4
症例検討会 計１症例

座

長：

足利 貴志（武蔵野赤十字病院）
伊藤 良明（済生会横浜市東部病院）

演

者：

高度石灰化病変を伴う急性前壁中隔心筋梗塞に対して 2 期的に治療した一例
宮路 啓太（大阪府済生会中津病院）

コメンテーター ：
（アドバイザー）

松浦 広英（福岡赤十字病院）
松尾 浩志（八尾徳洲会総合病院）

8：30 〜 9：50

SS4

共催

教育セッション

Rotablator 合併症と対策
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

座

長：

足利 貴志（武蔵野赤十字病院）
伊藤 良明（済生会横浜市東部病院）

演

者：

冠動脈穿孔

松尾 浩志（八尾徳洲会総合病院）

ワイヤー断裂、Burr スタック、末梢塞栓
岡村 篤徳（桜橋渡辺病院）
総論

コメンテーター ：

松浦 広英（福岡赤十字病院）
本江 純子（菊名記念病院）
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10：00 〜 10：50
共催

SS5

A New Digital Solution for Calc: CT+FFR CT の活用法
共催：ハートフロー・ジャパン合同会社

座

長：

柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院）
中澤

演

学（近畿大学病院）

者：

A revolutionary change: CT ＋ FFR CT による CCS 診断
横井 宏佳（福岡山王病院）

Real World Experience@ 済生会宇都宮病院
下地 顕一郎（済生会宇都宮病院）

11：00 〜 12：20
共催

★ 追っかけオンデマンド配信は１月 29 日（土）24：00 まで

SS6

石灰化病変に対する DCB の有用性
共催：ニプロ株式会社

座

長：

柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院）
伊藤 良明（済生会横浜市東部病院）

演

者：

石灰化病変における DCB の効果に影響を与える因子の検討
木下 順久（豊橋ハートセンター）
石灰化切削が鍵となる DCB 治療
小林 智子（京都桂病院）
冠動脈石灰化の代表格「維持透析患者」に DCB は効果があるのか
舟山 直宏（北海道循環器病院）
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12：40 〜 13：30

Program

LS３

Lesion Oriented Imaging Guide PCI
共催：テルモ株式会社
座

長：

中澤

学（近畿大学病院）

坂倉 建一（自治医科大学附属さいたま医療センター）
演

者：

Imaging Guided PCI(OFDI)
村松

崇（藤田医科大学病院）

New Ultimate DES“Ultimaster Nagomi”
道明 武範（小倉記念病院）

13：40 〜 15：00

石灰化病変のイメージングと病理

座

長：

本江 純子（菊名記念病院）
中澤

演

学（近畿大学病院）

者：

基調講演１

病理から
中澤 学（近畿大学病院）

基調講演２

イメージングから
本江 純子（菊名記念病院）

追加発言

イメージングから
南 尚賢（北里大学病院）

追加発言

病理から
児玉 隆秀（虎の門病院）

コメンテーター ：

外海 洋平（大阪大学大学院医学系研究科）
栗山 根廣（宮崎市郡医師会病院）
水谷 一輝（近畿大学病院）
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15：10 〜 16：30

SS7

共催

Program

教育セッション

OAS 合併症と対策

共催：メディキット株式会社
座

長：

中村

茂（京都桂病院）

木下 順久（豊橋ハートセンター）
演

者：

カテ Frature
解離 / 血種

加藤 大雅（福井県立病院）
福原

怜（兵庫県立尼崎総合医療センター）

Slow Flow/No reflow
津田 卓眞（名古屋掖済会病院）
冠動脈破裂

小林 智子（京都桂病院）

第 2 会場

2 日目：2022.1.29（Sat）

8：00 〜 8：25

Meet the Experts 5
症例検討会 計１症例

座

長：

柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院）
山崎 誠治（札幌東徳洲会病院）

演

者：

ローターブレータを持ち込む際に標的病変到達手前で冠動脈解離をきたした 1 例
江守 裕紀（和歌山県立医科大学）
コメンテーター ：

栗山 根廣（宮崎市郡医師会病院）
山脇 理弘（済生会横浜市東部病院）
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8：30 〜 9：50
共催

Program

SS8

石灰化病変治療に関する新事実

～病理・症例・イメージングの観点から、至適石灰化治療戦略を導き出す～
共催：アボットメディカルジャパン合同会社
座

長：

柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院）
山崎 誠治（札幌東徳洲会病院）

演

者：

病理から考える、石灰化病変に対する治療戦略
鳥居

翔（東海大学医学部付属病院）

石灰化病変におけるフルオロポリマーのアドバンテージ
下地 顕一郎（済生会宇都宮病院）
OCT による冠動脈石灰化評価
久米 輝善（川崎医科大学附属病院）
コメンテーター ：

藤井 健一（関西医科大学附属病院）
山脇 理弘（済生会横浜市東部病院）
南

10：00 〜 10：50
共催

尚賢（北里大学病院）

SS9

石灰化『 知って得するデバイス話 』
共催：朝日インテック J セールス株式会社

座

長：

川㟢 友裕（新古賀病院）

演

者：

芹川

威（福岡和白病院）

山下 武廣（北海道大野記念病院）
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11：00 〜 12：20

SS10

共催

教育セッション

OAS のテクニック 初中級編
共催：メディキット株式会社

座

演

長：

中澤

学（近畿大学病院）

中村

茂（京都桂病院）

者：

高度屈曲病変

水谷 一輝（近畿大学病院）

複雑な屈曲病変
足利 貴志（武蔵野赤十字病院）
入口部、回旋枝病変
下地 顕一郎（済生会宇都宮病院）
Imaging が病変を通過しない時
田中 穣（湘南鎌倉総合病院）

12：40 〜 13：30

LS４

石灰化を CT で読み解く
共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社
座

長：

演

者：

柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院）

High Resolution CT Aquilion Precision
山田 徳和（キヤノンメディカルシステムズ株式会社）
高精細心臓 CT による石灰化病変とステントの評価
谷脇 正哲（所沢ハートセンター）

24

Program

石灰化病変を克服する！ 〜 Overcome Calcified Lesions! 〜

13：40 〜 15：00
共催

SS11 教育セッション

Rotablator のテクニック 初中級編
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

座

長：

柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院）
伊藤 良明（済生会横浜市東部病院）

演

者：

テクニック その① ～ Premise Knowledge on how to use Rotablator ～
鹿島 由史（札幌心臓血管クリニック）

その② ～ Rotablator Safety Technique ～
坂倉 建一（自治医科大学附属さいたま医療センター）
Rota Burr の通過部位を IVUS で予測する
藤井 健一（関西医科大学附属病院）

15：10 〜 15：35

★ 追っかけオンデマンド配信は不可

CB1

高血圧
共催：ノバルティスファーマ株式会社
座

長：

演

者：

栗山 根廣（宮崎市郡医師会病院）

循環器病予防のための高血圧治療 〜 ARNI に対する期待〜
鈴木 頼快（名古屋ハートセンター）
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Program

石灰化病変を克服する！ 〜 Overcome Calcified Lesions! 〜

15：45 〜 16：35
共催

SS12

石灰化病変に対する DES 治療戦略
共催：日本メドトロニック

座

長：

演

者：

柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院）

石灰化病変に対する治療戦略 各種 device の特性
岩淵 成志（琉球大学病院）
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～模擬実験結果からの考察～

石灰化病変を克服する！ 〜 Overcome Calcified Lesions! 〜

Japan Calucification Club（J-CalC）2022
協賛企業一覧（五十音順）
朝日インテック J セールス株式会社
アボットメディカル合同会社
アムジェン株式会社
オーバスネイチメディカル株式会社
株式会社カネカメディックス
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
興和株式会社
シーマン株式会社
テルモ株式会社
日本アビオメッド株式会社
日本光電工業株式会社
日本メドトロニック株式会社
日本ライフライン株式会社
ニプロ株式会社
ノバルティスファーマ株式会社
ハートフロー・ジャパン株式会社
株式会社フィデスワン
株式会社フィリップス・ジャパン
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社
メディキット株式会社
メリットメディカル・ジャパン株式会社

Japan Calucification Club (J-CalC) 2022 の開催にあたり、多くの企業・団体の方々に
ご支援をいただきました。ここに謹んで感謝申し上げます。

Japan Calcification Club（J-CalC）2022
会長

柴田

剛徳

To s e r ve
patients
患 者 さ ん の ために、今 で きるす べ てを

アムジェンは1980年、バイオテクノロジーの黎明期に
米国カリフォルニア州ロサンゼルス近郊にて産声を上げました。
バイオテクノロジーを患者さんのために役立てることを決意し、
以来、探求を重ねてきました。

40年を経た現在、アムジェンは世界最大規模の
独立バイオテクノロジー企業へと成長しました。
日本では、循環器疾患、がん、骨疾患、炎症・免疫性疾患、
神経疾患の領域に重点を置き、
アンメット・メディカルニーズに応える製品開発を進めています。

アムジェン株式会社の
詳 細 につきましては
こちらをご覧ください

造影剤自動注入装置

Zone Master Neo

®

［ゾーン マスター ネオ］

Z model
操作パネル以外に、4.2型LCDディスプレイを
インジェクタヘッド両側面に配置

〈お問い合せ先〉
社 大阪市北区東天満 1 丁目12番10号 〒530-0044
TEL（06）6354-7702 FAX（06）6354-7114
東 京 支 店 TEL（03）5207-3521 FAX（03）5207-3522
九 州 支 店 TEL（092）283-7400 FAX（092）283-7401
名古屋営業所 TEL（052）218-7337 FAX（052）218-7338
本

販 売 名：ゾーンマスター ネオ
認 証 番 号：229ADBZX00122000
製造販売元：スーガン株式会社

