
コメディカルプログラム 10日ルーム2                    2020/1/28

日にち プログラム名 役割 名前 所属 職種 演題

4/10
ペースメーカー

座長 木田 博太 大阪急性期総合医療センター 臨床工学技士

9:00～10:45          前半
塩田 裕啓 香芝旭ヶ丘病院 臨床工学技士

演者 山下 友樹 京都桂病院 臨床工学技士 ペースメーカー植込みの対象疾患

各　発表30分、質疑応答 5分 小林 博 大阪警察病院 臨床検査技師 ペースメーカーの機能と構造

野崎 暢仁 高の原中央病院 臨床工学技士 ペースメーカー植込み手術の実際

10:45～11:50         後半
座長 井野 裕也 京都桂病院 臨床工学技士

野崎 暢仁 高の原中央病院 臨床工学技士

各　発表30分、質疑応答 5分 演者 高垣 勝 滋賀県立総合病院 臨床工学技士 モードの設定と考え方

松本 景史 JCHO大阪病院 臨床工学技士 術後管理と外来フォローアップ

12:10～13:10

14:10～16:10 男らしい看護特集 座長 中村　康雄 東京蒲田病院

今年はまた魅せます！博士と助手シ
リーズ

村澤　孝秀 東京大学医学部付属病院

アドバイザー 大野　隼人 京都桂病院

120分予定 木下　博子 岸和田徳洲会病院

平石　孝洋 ベルランド総合病院

演者 湯面　真吾 山口済生会病院

松本　康宏 湘南東部総合病院

16:10～17:40 座長 中村　康雄 東京蒲田病院

今井　俊輔 岐阜ハートセンター

アドバイザー 大野　隼人 京都桂病院

90分予定 木下　博子 岸和田徳洲会病院

平石　孝洋 ベルランド総合病院

コメンテーター 松本　康広 湘南東部総合病院

村澤　孝秀 東京大学医学部付属病院

湯面　真吾 山口済生会病院

大澤　翼 東京蒲田病院

9:00～11:50

～博士と助手の解剖セミナー～こ
れでもう夜明けまで勉強したりわ
かったふりで強がらなくていい！
博士と助手は今年も一生懸命教
えます！なんと本物の豚の心臓を
解剖して徹底理解、それからボール
に冠動脈を記入して立体を徹底
的に理解できます！これでもう、心
臓の解剖はわかったふりして夜明け
まで強がらなくてもいい！

実際のカテ室での動画です！コメ
ディカルの動きを中心に、各職種の
スペシャリストが看護師さん目線で
徹底的に解説、もちろん質問も
OK！はじめてさんから指導者さんま
で、ハイレベルな看護師を目指せる
ようになります、思わずわかったと
SingOut！

このセッションでは、カテ室で目にす
る機会の多い「心臓ペースメー
カー」について、適応から植込み手
術、はたまた合併症の回避のコツま
で明日からすぐに役立つ実践的な
内容をレクチャーします。講師は不
整脈分野のエキスパートとカテ室の
エキスパートがコラボして担当しま
す。

ランチョンセミナー

ビデオライブデモンストレーション
～コメディカル目線で絶対役立つ！～
リアルな動画で思わずみんなSing out！
スペシャリストと一緒に考えよう！



コメディカルプログラム 10日ルーム3                    2020/1/28

日にち プログラム名 役割 名前 所属 職種 タイトル 内容

4/10
座長

中川　透 金沢医科大学病院

中西 基修 草津ハートセンター

演者 垣見　明彦 大阪市立大学医学部附属病院 診療放射線技師 カテ室での放射線被ばく

安藤 洋亮 草津ハートセンター 診療放射線技師 心臓イメージング CT,MRI

二上　倫嗣 星総合病院 臨床工学技士 冠動脈解剖とCAG

稲田　毅 岐阜ハートセンター 臨床工学技士 カテ室で飛び交う略語

各　発表30分、質疑応答 5分 塩田　裕啓 香芝旭ヶ丘病院 臨床工学技士 心カテ合併症基礎編

12:10～13:10

基礎セッション② 座長 徳永　政敬 東宝塚さとう病院

13:30～15:20 谷岡　怜 神戸大学付属病院

演者 野崎　暢仁 高の原中央病院 臨床工学技士 補助循環に繋げる血行動態

各　発表30分、質疑応答 5分 木下　昌樹 岡崎市民病院 臨床工学技士 IABP/PCPS

徳永　政敬 東宝塚さとう病院 臨床工学技士 インペラー

イメージングセッション 座長 野崎　暢仁 高の原中央病院

15:30～17:20 玉澤　充 北光記念病院

演者 谷岡　怜 神戸大学病院 臨床工学技士 IVUS

各　発表30分、質疑応答 5分 白樫　貴宏 大阪府済生会中津病院 臨床工学技士 OCT/OFDI 

玉澤　充 北光記念病院 臨床工学技士 虚血診断ツール（FFR）

17:40～19:00 カテ室よもやま話 座長 塩田　裕啓 香芝旭ヶ丘病院

中西　基修 草津ハートセンター

各　発表35分、質疑応答 5分 演者 高垣　勝 滋賀県立総合病院 臨床工学技士 仮（不整脈治療の昔と現在）

國井　由花 千石病院 臨床工学技士 内容未定

心血管治療とは切り離せない血行動態の知識。この
セッションではそんな血行動態の達人に、基礎知識か
ら最新の補助循環まで真面目に徹底解説してもらいま
す。

基礎セッション①
9:00～11:55

カテ室業務入門セッションとして、被ばく防護や画像の
見方から遭遇する合併症、さらに飛び交う略語の解説
まで楽しく聞けちゃいます。

今や冠動脈の診断や治療に欠かすことのできないイ
メージング。FFRでさらに虚血性心疾患を理解！IVUS
やOCTでさらに深くPCIを理解！得られたイメージング
情報を活かすかどうかは我々コメディカル次第！活か
すことのできる情報を徹底解説！

ランチョンセミナー



コメディカルプログラム 11日ルーム1                    2020/1/28

日にち プログラム名 役割 名前 所属 職種 演題

4/11 アブレーションの基礎① 柴田　幸美 近畿大学医学部附属病院 臨床工学技士

9:00～10:25 初級編　～疾患とエンドポイントを知ろう～ 井野　裕也 京都桂病院

飛田　祥伸 兵庫医科大学病院 臨床工学技士 AFL

発表：20分 筏　雄亮 桜橋渡辺病院 臨床工学技士 AF

木田　博太 大阪急性期総合医療センター 臨床工学技士 AVRT

内田　文也 三重ハートセンター 臨床検査技師 AVNRT

4/11 アブレーションの基礎② 中西　理恵子 奈良県西和医療センター 臨床工学技士

10:30～11:55 中級編　～もう少し詳しく知ろう～ 小倉　敬士 京都府立医科大学附属病院 臨床工学技士

飛田　祥伸 兵庫医科大学病院 臨床工学技士 AFL

発表：20分 筏　雄亮 桜橋渡辺病院 臨床工学技士 AF

木田　博太 大阪急性期総合医療センター 臨床工学技士 AVRT

内田　文也 三重ハートセンター 臨床検査技師 AVNRT

12:10～13:10 ランチョンセミナー

13:20～14:20
教育講演

司会 松本　景史 JCHO大阪病院 臨床工学技士

「電気生理学的解剖」　～興奮の行く先
は・・・～

講演50分、質疑応答10分

14:30～16:30 3Dマッピングセッション 司会 原光　佑一 岸和田徳洲会病院 臨床工学技士

 「エキスパートの絵心」 辻本　紘史 医仁会武田総合病院 臨床工学技士

演者 徳留　大剛 横浜労災病院 臨床工学技士

発表：40分、ディスカッション15分　×2 塩野　敦 大阪労災病院 臨床工学技士

河藤　壮平 岡山ハートクリニック 臨床工学技士

未定

EnSite

Carto、EnSiteで華麗なマップを描くためのテクニックを
達人が惜しみなく伝えます。聞いたあなたは3Dマッピン
グが楽しくなること間違いなし。

司会

演者

「いつ終わるんだろう」と終わりが見えないあなた！必
見です。基本的な症例の解説と、『終了！』のランド
マークを見極めるコツ、教えます。

心臓の興奮伝播と解剖の関係を合わせて学ぶことのできる
講義です。不整脈チームの一員として心電図と解剖を理解
した上で治療に携わる、そんな知識をおすそ分け。演者 松永 泰治 大阪労災病院

司会

初級じゃ物足りなかった、ちょっと欲張りなあなた！い
らっしゃい！初級では開設されなかった症例の中身を
解説します。

演者

循環器内科

CARTO



コメディカルプログラム 11日ルーム2                    2020/1/28

日にち プログラム名 役割 名前 所属 職種 演題

4/11 看護教育 座長

9:00～12:00 9:00～10:00 演者 加藤先生へ依頼 放射線技師 放射線被ばく(仮)

10:00～11:00 阿部　顕正 桜橋渡辺病院 臨床工学技士
看護師に必要なモニターの見方とポイン
ト

騰　由香 神戸市立医療センター中央市民病院 看護師

看護師

13:20～16:00 カテ室看護師！春の実力テスト 座長 大竹　陸希光 大阪警察病院 看護師

　　試験時間 13:20～13:40 木下　博子 岸和田徳洲会病院 看護師

13:40～14:40 解説者 長谷川　由美子 みなみの循環器病院 臨床工学技士

14:40～15:40 伊藤　勝祥 藤田医科大学 診療放射線技師

15:40～16:40 平石  孝洋 ベルランド総合病院 看護師

11:00～12:00



コメディカルプログラム 11日ルーム3                    2020/1/28

日にち プログラム名 役割 名前 所属 職種 演者 内容

4/11 座長 徳永　政敬 東宝塚さとう病院

中西　基修 草津ハートセンター

演者 國井　由花 千石病院 臨床工学技士 PCIの基礎デバイス

平田　和也 小樽市立病院 臨床工学技士 ステントを用いたPCI

舘　智子 京都桂病院 臨床工学技士 ステントレスPCI

各　発表30分、質疑応答 5分 添田　信之 星総合病院 臨床工学技士 デバルキングデバイス

山口　敏和 あいちハートクリニック 臨床工学技士 デバイスによる合併症

12:10～13:10 ランチョンセミナー

急変対応 座長 福田 　友規 康生会武田病院 臨床工学技士

13:20～15:00 乾　由紀 東宝塚さとう病院 看護師

コメンテーター野崎　暢仁 高の原中央病院 臨床工学技士

柳田　開成 三菱京都病院 臨床工学技士

溝手　翔梧 宇治徳洲会病院 看護師

木下　博子 岸和田徳洲会病院 看護師

騰　由香 神戸市中央医療センター中央市民病院 看護師

発表25分、質疑応答 5分 演者 深田　陽平 三田市民病院 臨床工学技士 講演

講演40分 福田　友規 康生会武田病院 臨床工学技士 症例ビデオ

発表25分、質疑応答 5分 柳田　開成 三菱京都病院 臨床工学技士 講演

座長 塩田　裕啓 香芝旭ヶ丘病院

福田  友規 康生会武田病院

演者 辻井　正人 三重ハートセンター 臨床検査技師 モニター心電図 辻井ver.

各　発表25分、質疑応答 5分 増田　信弥 京都民医連中央病院 臨床検査技師 虚血性心疾患の心電図

清水　速人 倉敷中央病院 臨床検査技師 清水の心エコー

デバイスセッション

PCIデバイスはどんどん進化しています。
ステントを使わないで治療する「ステント
レスPCI」も普及してきました。時代遅れに
ならないように、このセッションでは多様
化するPCIデバイスの基本的な知識から
最新の考え方まできっちり解説します。

9:00～11:55

このセッションでは、急変時に我々スタッ
フがとるべき行動を改めて考えます。急
変時のシミュレーションビデオを通じ、想
定される状況において、ひとりひとりのス
タッフ、各々の職種に求められる役割を
今一度考えてみたいと思います。チーム
ワークにより「効率の良い急変対応」を目
指しましょう。

基礎セッション③
「心電図と心エコー」知りたいんだけど難
しいから解らないままになっていません
か？そんな方はぜひ参加して下さい。基
礎知識から「コツ」までしっかりと学べま
す。

15:10～16:40



speaker

林　　愛子 松山赤十字病院

辻　真一朗 かねみつ内科クリニック

9:00～ 30min 頸動脈エコー 三木　　俊 東北大学病院

30min 腎動脈エコー 住ノ江　功夫 姫路赤十字病院

30min 下肢静脈エコー 濵口　浩敏 北播磨総合医療センター

10:30～ 30min×3 super live Ⅰ血管エコー～私のコツ教えます～ 各先生方

13:30～ 30min 心電図＋心エコーでみる虚血性心疾患 山崎　正之 大阪府済生会中津病院

30min 苦手でも知っておきたい不整脈 山崎　正之 大阪府済生会中津病院

30min 不整脈のときの心エコー～何を注意すべきか？～ 内田　文也 三重ハートセンター

30min ペースメーカーを基本から学ぶ 内田　文也 三重ハートセンター

15:30～ super liveⅡ心エコー～ASEガイドラインから基本計測を再復習～ 吉永　仁香 大阪府済生会中津病院

辻　真一朗 かねみつ内科クリニック

16:30 終了

林　　愛子 松山赤十字病院

辻　真一朗 かねみつ内科クリニック

9:00～ 30min 下肢動脈エコーのリアルワールド 林　　愛子 松山赤十字病院

30min PAD診療に必要な下肢動脈エコーからの情報とは? 藤原　昌彦 岸和田徳洲会病院

30min 下肢静脈瘤エコー基本テクニック 山内 一浩 市立豊中病院

30min 下肢静脈瘤の病態・治療・経過 今井　崇裕 西の京病院

11:00～ 30min super live Ⅲ血管外科医が教える下肢静脈瘤エコーのポイント 今井　崇裕 西の京病院

30min super live Ⅳ 治療も考えた下肢動脈エコーのポイント 林　　愛子 松山赤十字病院

辻　真一朗 かねみつ内科クリニック

13:30～ 30min MR, ASの心エコー図 山野　哲弘 京都府立医科大学病院

the　debate ・弁膜症定量評価はどこまで必要か?

14:00~ 15min 絶対必要 松谷　勇人 天理よろづ相談所病院

15min 必ずしも必要でなない 米田　智也 京都大学医学部附属病院

14:30~ 30min 私が思うMR, AS評価における心エコー図検査のキモ 山野　哲弘 京都府立医科大学病院

15:00～ 30min 弁膜症術後の心エコーポイント 松谷　勇人 天理よろづ相談所病院

15min super live Ⅴ 弁膜症評価のポイント～大動脈弁～ 松谷　勇人 天理よろづ相談所病院

15min super live Ⅵ 弁膜症評価のポイント～僧帽弁～ 米田　智也 京都大学医学部附属病院

16:00 終了

総合司会

血管エコー×治療

弁膜症×心エコー

KCJL2020　バスキュラーセンタープラス　（心血管エコー講座）
臨床の場で役立つ心血管エコーのポイントをエキスパート講師により実際のライブを交えたレクチャーを行います
1日目（金）はベーシックコースとし日常のスクリーニング検査のポイントや知っておくべき内容をレクチャーします。
2日目（土）はスキルアップコースとし『エコー×治療』と題して、第一線でご活躍されている専門医を意見を交えてディスカッションを行いま
す。

2020/4/10（金）

総合司会

血管エコー～大事なポイント教えます！～

心電図とともに考える心エコー

2020/4/11（土）


