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2020.774 SAT 9：50～15：00

片平 美明先生（公立刈田綜合病院）開会挨拶

阿古 潤哉先生（北里大学）
上村 史朗先生（川崎医科大学）

座 長

水上 拓也先生（昭和大学臨床薬理研究所）
Influence of the Pathophysiological Pattern of CAD on Percutaneous Coronary Intervention

割澤 高行先生（聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院）
Clinical Outcomes of Physiology-Guided Treatment Strategy in Patients 
with Diffuse Coronary Artery Disease: Insights from AJIP Registry

上妻 謙先生（帝京大学）
Two-year follow-up final results of prasugrel for Japanese patients 
with ischemic heart disease in long-term clinical practice (PRASFIT-Practice II)

中村 正人先生（東邦大学医療センター大橋病院）
ARC-HBR in Japanese patients undergoing PCI: insight from PENDULUM registry

演 者

田中 信大先生（東京医科大学八王子医療センター）
藤井 健一先生（関西医科大学）

コメンテーター

飯田 修先生（関西労災病院）
横井 宏佳先生（福岡山王病院）

座 長

曽我 芳光先生（小倉記念病院）
One Year Results from the RANGER II SFA Randomized Trial: Global RCT and Japanese Patients

川﨑 大三先生（森之宮病院）
FIRST TIME DATA REREASE: Prospective multicenter registry of drug coated balloon 
for femoropopliteal disease (POPCORN registry)

伊東 伸洋先生（小倉記念病院）
Roles of Angioplasty with Drug-coated balloon for chronic ISchemia in wound Healing 
-the result of RADISH study-

岡本 慎先生（関西労災病院）
Evolution of SFA Intervention in the Last Decade -Periodical difference of SFA intervention-

演 者

仲間 達也先生（東京ベイ・浦安市川医療センター）
山本 義人先生（いわき市医療センター）

コメンテーター

LBCT1 coronary

LBCT3 EVT

Program
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｜
12：00

CVIT-TV
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伊苅 裕二先生（東海大学）閉会挨拶

門田 一繁先生（倉敷中央病院）
松尾 仁司先生（岐阜ハートセンター）

座 長

分山 隆敏先生（徳山中央病院）
Comparison of radial artery injury after 6Fr GSS-TRI and 6.5Fr sheathless TRI using FD-OCT/OFDI. 
Prospective multi-center randomized trial (CORAL-REEF trial)

日置 紘文先生（帝京大学医学部附属病院）
Impact of high bleeding risk on clinical adverse events after percutaneous coronary intervention: 
sub-analysis of the MODEL U-SES study

五十嵐 正先生（華岡青洲記念病院）
Evaluation of prasugrel monotherapy using CT-FFR an exploratory clinical study - FRONTIER study -

外村 大輔先生（城山病院心臓血管センター）
Laser Vaporization of Atherothrombotic Burden Before Drug-coated Balloon Application 
in ST-segment Elevation Myocardial Infarction: Laser-DCB Trial.

演 者

足利 貴志先生（武蔵野赤十字病院）
吉町 文暢先生（東海大学医学部付属八王子病院）

コメンテーター

河原田 修身先生（阪和記念病院 心臓血管センター)
中村 正人先生（東邦大学医療センター大橋病院)

座 長

平森 誠一先生（小倉記念病院)
Two-Years Outcomes after implantation of the LIFESTENT SOLO for Patients with Femoropopliteal Lesions

朴澤 耕治先生（新東京病院)
Two-Year Outcomes after INNOVA Self-Expanding Nitinol Stents for Patients 
with Peripheral Artery Diseases Presenting Femoropopliteal Artery Disease

辻村 卓也先生（関西労災病院)
Clinical Outcomes of Stent-graft Versus Polymer-free, Paclitaxel-coated Stent Implantation 
for Patients with Peripheral Artery Diseases Presenting Femoropopliteal Artery Lesions

飛田 一樹先生（湘南鎌倉総合病院)
One year outcomes of VANQUISH study: ViAbahn steNtgraft placement 
for SFA disease reQUIring interventionS, a prospective observational multicenter coHort study

演 者

藤原 昌彦先生（岸和田徳洲会病院)
宮下 祐介先生（長野赤十字病院)

コメンテーター

ランチョンセミナー（1～4）

LBCT2 coronary

LBCT4 EVT
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テルモ株式会社1

12：15
｜
12：30

アボットメディカルジャパン合同会社2

12：30
｜
12：45

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社3

12：45
｜
13：00

日本メドトロニック株式会社4
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｜
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【主催】一般社団法人 日本心血管インターベンション治療学会 【お問い合わせ】 info@cvit.jp


