3.18 FRI Week1
channel1
17:30 ~ 18:40
ACSビデオライブ①

血栓に難渋したACS症例
●座長
●コメンテーター

●演者
●レクチャー

平林
小出
鎌田
伊藤
平林

鑑（苫小牧市立病院） 明上 卓也（札幌白石記念病院）
正洋（京都岡本記念病院）濱谷 孟志（苫小牧市立病院）勝山 亮一（北見赤十字病院）
祐介（帯広厚生病院）塩泡 優大（北海道医療センター） 水野 雅司（製鉄記念室蘭病院）
健太（苫小牧市立病院）
鑑（苫小牧市立病院）
「ACS治療におけるカテ室での臨床工学技士の役割〜苫小牧市立病院style〜」 伊藤 健太（苫小牧市立病院）
共催：アボットメディカルジャパン（同）

IMPELLA, PCPSを要するACSのカテ室〜

18:50 ~ 20:00
ACSビデオライブ②

●座長
●コメンテーター
●演者
●レクチャー

小野
中田
古谷
金子

太祐（北見赤十字病院）髙田 明典（製鉄記念室蘭病院）
淳（日本医科大学付属病院）志村 徹郎（岐阜ハートセンター）宜保 浩之（市立函館病院）
政人（札幌心臓血管クリニック）八戸 大輔（札幌心臓血管クリニック）
海彦（札幌心臓血管クリニック）
「補助循環開始時の現場〜Co-medicalの動き〜」 古谷 政人（札幌心臓血管クリニック）
「IMPELLAを要するACSのカテ室」金子 海彦（札幌心臓血管クリニック）
共催：日本アビオメッド（株）

channel2
17:30 ~ 18:30
華岡ケースプレビュー
セッション

●座長

川﨑 友裕（新古賀病院）吉川 糧平（三田市民病院）
慶一（華岡青洲記念病院）
石原 昭三（耳原総合病院）道明 武範（小倉記念病院）

●スーパーバイザー 華岡
●ディスカッサー
●治療支援講義

「複雑病変におけるカテ室看護の役割」 前野麻紀子（華岡青洲記念病院）
「本当に役立つ治療支援画像とは」近藤

●症例提示

優一（華岡青洲記念病院）

管家 鉄平（華岡青洲記念病院）
●私ならこうする：高畑
昌弘（和歌山県立医科大学病院）

●ディスカッション「華岡モーニングカンファランスならどう議論する」

18:35 ~ 20:00
KCJL合同ケース
コンペティション

●座長
●審査員
●演者

浜中 一郎（洛和会丸太町病院）華岡 慶一（華岡青洲記念病院）
園田 信成（佐賀大学）山口 淳一（東京女子医科大学） 石田 大（岩手医科大学）
菊田 雄悦（福山循環器病院）
KCJL：永井 宏幸（桜橋渡辺病院） 渡邊 大基（日赤和歌山医療センター）
SLDC：杉江多久郎（札幌心臓血管クリニック）加藤 喜哉（市立釧路総合病院）

3.19 SAT Week1
channel1
8:30 ~ 10:00
PCI Video Live
Session 1

OCTでPCIの質を上げる！
管家
挽地
●スーパーバイザー 野崎
大竹
●コメンテーター
及川
竿崎
●オペレーター
●座長

ミニレクチャー

鉄平（華岡青洲記念病院）
裕（佐賀県医療センター好生館） 岡村 誉之（山口大学）
洋一（北光記念病院）
寛雅（神戸大学）名越 良治（大阪府済生会中津病院）大塚 文之（国立循環器病研究センター病院）
裕二（心臓血管研究所付属病院）坂田 憲治（金沢大学）松谷 健一（砂川市立病院）
佑弥（華岡青洲記念病院）
「臨床使用におけるOCTの有用性（石灰化病変を中心に）」宍戸 晃基（湘南鎌倉総合病院）
共催：アボットメディカルジャパン（同）

Focus on

「3D-OCTガイドPCIを身近なものにする〜CrusadeによるTsuppe法〜」

アボットメディカルジャパン（同）

共催：（株）カネカメディックス

DCAでPCIの幅を広げる

10:10 ~ 11:40
PCI Video Live
Session 2

Focus on

管家 鉄平（華岡青洲記念病院）

木谷 俊介（札幌厚生病院）
矢嶋 純二（心臓血管研究所付属病院）小林 智子（京都桂病院）
●スーパーバイザー 五十嵐康己（札幌厚生病院）
平瀬 裕章（高岡みなみハートセンター）下地顕一郎（済生会宇都宮病院） 山崎 誠治（札幌東徳洲会病院）
●コメンテーター
中川 裕也（函館市医師会病院） 舟山 直宏（北海道循環器病院）添田 信之（星総合病院）
奥田 正穂（札幌東徳洲会病院）
ミニレクチャー
「ACSこそStent-less!?」 舟山 直宏（北海道循環器病院）
●オペレーター
●座長

共催：ニプロ（株）

ニプロ（株）
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3.19 SAT Week1
channel1
11:50 ~ 12:50

●座長

PCI Luncheon Seminar

●演者

華岡 慶一（華岡青洲記念病院）
「No DAPT is the way to go after DES implantation」

木村 剛（京都大学医学部附属病院）
共催：アボットメディカルジャパン（同）

CTOを含む3枝病変の治療戦略を考える

13:00 ~ 14:30

●オペレーター

PCI Video Live
Session 3

●座長

古谷
小松
●スーパーバイザー 山本
羽原
●コメンテーター
牧野
平田
ミニレクチャー

純吾（華岡青洲記念病院）
宣夫（太田西ノ内病院） 辻 貴史（草津ハートセンター）
義人（いわき市医療センター）
真人（豊橋ハートセンター）永松 航（北摂総合病院） 清水 紀宏（砂川市立病院）
隆雄（市立札幌病院）下岡 良典（恵み野病院） 川嶋 望（札幌整形循環器病院）
和也（小樽市立病院）
「『HBR×Calciﬁcation』におけるステント選択」 下岡 良典（恵み野病院）
共催：日本メドトロニック（株）

「プレッシャーワイヤーの進化と手技の最適化」 鈴木

孝英（旭川厚生病院）
共催：（株）フィリップス・ジャパン

Focus on
日本メドトロニック（株）
テルモ（株）

通すROTAと削るROTA

14:40 ~ 16:00

●オペレーター

PCI Video Live
Session 4

●座長

鹿島
坂倉
●スーパーバイザー 岡村
藏満
●コメンテーター
西田
牧口
ミニレクチャー

由史（札幌心臓血管クリニック）
建一（自治医科大学附属さいたま医療センター） 芹川 威（福岡和白病院）
篤徳（桜橋渡辺病院）
昭一（小倉記念病院） 川瀬世史明（岐阜ハートセンター） 飛澤 利之（旭川赤十字病院）
絢一（帯広厚生病院）川初 寛道（手稲渓仁会病院）菅野大太郎（札幌心臓血管クリニック）
展子（恵み野病院）粟田 政樹（開西病院）玉澤 充（北光記念病院）
「Lesion Preparation Latest Update」北川 勝英（心臓血管センター金沢循環器病院）
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン（株）

Focus on
ボストン・サイエンティフィッ
ク ジャパン（株）

石灰化病変を含む複雑病変へのPCI ／

16:10 ~ 17:30

●オペレーター

PCI Video Live
Session 5

●座長

びまん性病変をphysiology で攻略する！

八巻
足利
●スーパーバイザー 松尾
伊藤
●コメンテーター
清家
鈴木
ミニレクチャー

多（名寄市立総合病院）管家 鉄平（華岡青洲記念病院）
貴志（武蔵野赤十字病院） 那須 賢哉（豊橋ハートセンター）
仁司（岐阜ハートセンター）
良明（済生会横浜市東部病院） 塩野 泰紹（和歌山県立医科大学）
史靖（愛媛大学）金子 海彦（札幌心臓血管クリニック）高川 芳勅（小樽市立病院）
孝英（旭川厚生病院）小森山弘和（市立釧路総合病院）近藤 優一（華岡青洲記念病院）
「PCI至適化を目指した最先端のPhysiology Guidance」五十嵐 正（華岡青洲記念病院）
共催：（株）フィリップス・ジャパン

「OCT Powered by AI 一歩先のSMART PCI の世界へ」 金子

海彦（札幌心臓血管クリニック）
共催：アボットメディカルジャパン（同）

Focus on
メディキット（株）
アボットメディカルジャパン（同）

PCIにおける各コメディカルの業務を再考する〜PCI前からPCI後まで〜

17:45 ~ 19:15
コメディカルセッション
ビデオライブ

小倉
那須
●スーパーバイザー 管家
近藤
●演者
竿崎
工藤
●コメンテーター
鈴木
●座長

圭史（札幌医科大学附属病院 放射線技師） 佐藤 恵美（手稲渓仁会病院 看護師）
敏裕（市立札幌病院 臨床工学技士）
鉄平（華岡青洲記念病院）
優一（華岡青洲記念病院 放射線技師）前野麻紀子（華岡青洲記念病院 看護師）
佑弥（華岡青洲記念病院 臨床工学技士）
環（北海道循環器病院 放射線技師）平川 歩未（北海道医療センター 看護師）
学（札幌厚生病院 臨床工学技士）
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3.19 SAT Week1
channel2
8:30 ~ 10:00
CA Video Live
Session 1

心房細動RFカテーテル治療① CARTO
●オペレーター
●座長
●コメンテーター

宮本憲次郎（札幌白石記念病院）
田邊 康子（旭川医科大学病院）
木村 正臣（弘前大学）横式 尚司（市立札幌病院） 永原 大五（手稲渓仁会病院）
尾崎 威文（札幌整形循環器病院）小野 太祐（北見赤十字病院） 岩田 周耕（名寄市立総合病院）

Focus on
ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）

心房細動バルーンカテーテル治療① レーザー

10:10 ~ 11:40

●オペレーター

CA Video Live
Session 2

●座長

八巻 多（名寄市立総合病院）
沖重 薫（横浜みなと心臓クリニック）
●コメンテーター
徳野 翔太（札幌白石記念病院）渡辺 栞（恵み野病院）
「当院におけるパークローズ手技でのエコー活用法」 小林 周平（大和市立病院）
ミニレクチャー
共催：アボットメディカルジャパン（同）

Focus on
日本ライフライン（株）

11:50 ~ 12:50

●座長

CA Luncheon Seminar

●演者

南部 忠詞（北光記念病院）
「難治性不整脈へのCARTO systemでの挑戦」 廣島

謙一（小倉記念病院）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）

CKD合併症例に対する圧ガイドクライオアブレーション

13:00 ~ 14:30
CA Video Live
Session 3

●オペレーター
●座長
●コメンテーター

石丸 伸司（華岡青洲記念病院）
南部 忠詞（北光記念病院）
三山 博史（北海道大野記念病院） 大津 圭介（北海道医療センター）水上 和也（砂川市立病院）

Focus on
日本メドトロニック（株）

心房細動RFカテーテル治療② EnSite

14:40 ~ 16:00

●オペレーター

CA Video Live
Session 4

●座長

櫻井聖一郎（さっぽろ不整脈クリニック）
慶田 毅彦（江戸川病院）
●コメンテーター
川﨑まり子（華岡青洲記念病院） 望月 敦史（札幌医科大学） 中川 敬太（名寄市立総合病院）
北井 敬之（札幌心臓血管クリニック） 郡司 尚玲（勤医協中央病院）
「PULSCOUTER HOOPの症例経験」稲葉 理（さいたま赤十字病院）
ミニレクチャー
共催：（株）カネカメディックス

Focus on
アボットメディカルジャパン（同）

Rhythmiaシステムによる心房頻拍治療

16:10 ~ 17:30
CA Video Live
Session 5

●オペレーター
●座長
●コメンテーター

Focus on

森田 純次（札幌心臓血管クリニック）岡田 拓也（札幌心臓血管クリニック）
川村祐一郎（旭川医科大学病院）
藤戸 健史（札幌医科大学）宮本憲次郎（札幌白石記念病院）全 栄和（釧路三慈会病院）
杉山英太郎（北海道がんセンター）

ボストン・サイエンティフィッ
ク ジャパン（株）

17:45 ~ 19:15
第30回 C５研究会

●司会

野崎 洋一（北光記念病院） 森田有紀子（国立病院機構 相模原病院）
英和（鹿屋ハートセンター）
和博（聖隷横浜病院） 石原 昭三（耳原総合病院）坂上 祐司（清恵会病院）
谷川 高士（松阪中央総合病院） 三宅 省吾（三宅クリニック）
山本 克浩（関西医科大学総合医療センター）吉田 雅言（岡山大学病院）

●スーパーバイザー 新井
●ディスカスタント 芦田

●演者
●症例1 「うっ血性心不全をきたした ITP、ischemic MR 合併の高度石灰化 3 枝病変の治療戦略」
米原 昇吾（加古川中央市民病院）
●症例2 「透析、肝硬変で複数回の出血イベントがあり、治療方針に悩んだ狭心症の一例（仮）」
田中 裕紀（北光記念病院）
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3.25 FRI Week2
channel1
17:30 ~ 18:40
EVT Presentation
Award 1

●レクチャー

裕（市立札幌病院）原口 拓也（札幌心臓血管クリニック）
一樹（湘南鎌倉総合病院）伊元 裕樹（福岡和白病院）佐藤 健司（函館五稜郭病院）
英明（筑波メディカルセンター病院）金子 喜仁（春日部中央総合病院） 福永 匡史（森之宮病院）
剛（札幌心臓血管クリニック）
「使用経験からみる“Vassallo Guidewire”の真価!!」 原口 拓也（札幌心臓血管クリニック）

●演者

「Percloseでの止血に伴う急性動脈閉塞の一例」 田中

●座長
●パネリスト

檀浦
飛田
相原
竹内

共催：カーディナルヘルスジャパン

裕紀（北光記念病院）

「牛心膜パッチ内膜摘除術を併施したハイブリット治療及び段階的カテーテル治療で良好に治療し得た
両側重症虚血肢の一例」新垣 正美（市立函館病院）
「術直後に判明し救命困難であった担癌患者急性動脈閉塞の一例」 保坂
「What makes No-option CLTI?」佐藤

到（札幌医科大学）

裕介（時計台記念病院）

「腹部大動脈〜総腸骨動脈人工血管置換術後に左浅大腿動脈完全閉塞病変に対してR2Pを用いてEVTを施行した
一例」水上 浩行（寿泉堂綜合病院）

18:50 ~ 20:00
EVT Presentation
Award 2

●レクチャー

柴田 豪（札幌医科大学）丹 通直（時計台記念病院）
土井尻達紀（大和成和病院）毛利 晋輔（済生会横浜市東部病院）加藤 拓（洛和会音羽病院）
植島 大輔（亀田総合病院）島田 健晋（大阪市立大学） 竹之内 豪（札幌東徳洲会病院）
「No-option CLTI患者に対する新たなアフェレシス”レオカーナ”」 檀浦 裕（市立札幌病院）

●演者

「進行する重症下肢虚血に２回のEVTを行い、踵部を温存できた一例」 樋口隼太郎（帯広病院）

●座長
●パネリスト

共催：（株）カネカメディックス

「BK病変でTrans collateral approachが選択できない症例に対しdistal puncher、needle rendzvousを駆使し
末梢までの血流確保を行った1例」 辻本 誠長（札幌心臓血管クリニック）
「穿刺部が限定された状況下で、VA-ECMO導入後に生じたALIに対して救肢目的にEVTを行った一例」

加藤 喜哉（市立釧路総合病院）
「COVID19感染に伴う下肢動脈血栓閉塞症による足趾潰瘍に対してEVTを施行した一例」
鈴木 理穂（市立札幌病院）
「総大腿動脈内膜摘除後の浅大腿動脈高度石灰化閉塞に対し遠位大腿動脈穿刺と逆行性のcrosserが通過に有効
だった下肢潰瘍の一例」後藤 亮（秀和総合病院）

3.26 SAT Week22
channel1

ALI、内科医と外科医のしごと

8:30 ~ 9:30

●座長

EVT Session 1

●パネリスト

伊庭 裕（札幌医科大学）岩田 周耕（名寄市立総合病院）
久良木亮一（済生会唐津病院） 保坂 到（札幌医科大学）滝村 英幸（総合東京病院）
加藤 伸郎（王子総合病院）

●Speaker
●Lecture1 「Edo registryから見える，ALIにおける循環器内科の役割とは？」

東谷 迪昭（東京医科大学茨城医療センター）
豪（札幌医科大学）

●Lecture2 「ALIにおける血管外科の役割とは？」 柴田

●Lecture3 「放射線科・血管外科とのハイブリッド治療 ここまでは血管内治療も可，でもここからは絶対外科治療！」
上田 達夫（日本医科大学）
●Case discussion 「この急性動脈閉塞，どうやって治療したらいいですか？」岩田 周耕（名寄市立総合病院）

channel1
9:40 ~ 11:20
EVT Video Live
Session 1

Aortoiliac どう治すのが正解？？ ／ E＆IVUSでIN.PACTを遺す
●オペレーター

「Aortoiliac どう治すのが正解？？」丹
「E＆IVUSでIN.PACTを遺す」原口

●座長
●パネリスト
ミニレクチャー 1

通直（時計台記念病院）
拓也（札幌心臓血管クリニック）

浦澤 一史（時計台記念病院） 曽我 芳光（小倉記念病院）
平野 敬典（豊橋ハートセンター） 木村 雅喜（京都第一赤十字病院）
上月 周（大阪府済生会中津病院）須永 大介（北海道循環器病院）
「Trans-radial EVTにおけるR2Pシステムの有用性」 篠崎 法彦（浅間総合病院）
共催：テルモ（株）

ミニレクチャー 2 「Philips E&I-VUSで技師に歩み寄る」原口

拓也（札幌心臓血管クリニック）
共催：（株）フィリップス・ジャパン

Focus on
日本ゴア（同）

ミニレクチャー 3 「Mobile Echo “ECHOMO”の使用経験」浦澤

（株）フィリップス・ジャパン
日本メドトロニック（株）

ミニレクチャー 4 「Guide Wireが通らないと何も始まらない！ 〜コンプレックスEVTに新たな選択肢〜」

一史（時計台記念病院）
共催：ニプロ（株）

緒方 健二（宮崎市郡医師会病院）
共催：朝日インテックJセールス（株）
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3.26 SAT Week22
channel1

CLTI診療、自分ができること

11:30 ~ 12:30

●座長

EVT Session 2

●パネリスト

檀浦 裕（市立札幌病院）柴田 豪（札幌医科大学）
福永 匡史（森之宮病院）伊藤 孝仁（王子総合病院）古屋 敦宏（市立函館病院）
多田 裕樹（製鉄記念室蘭病院）

●Speaker
●Lecture1 「外科医からみたCLTI」柴田
●Lecture2 「内科医からみたCLTI」尾崎
●Lecture3 「DVAの現状」 菊地

豪（札幌医科大学）
俊介（板橋中央総合病院）

信介（旭川医科大学）

●discussion CLTI治療の未来

Drug Eluting DeviceがSFA治療成績を向上させるか？

12:40 ~ 13:40

●座長

EVT Luncheon
Seminar

●演者

檀浦 裕（市立札幌病院）
「Cutting edge perspective of Eluvia DES in contemporary femoropmpliteal practice」

飯田 修（関西ろうさい病院）
「Ranger発売約１年を経て思うこと」曽我

●パネリスト

芳光（小倉記念病院）
丹 通直（時計台記念病院）原口 拓也（札幌心臓血管クリニック）伊藤 孝仁（王子総合病院）
岩田 周耕（名寄市立総合病院）
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン（株）

Wearable cameraによる新たな医療構築 ／ みんなを困らせるcalciﬁed lesion...

13:50 ~ 15:30
EVT Video Live
Session 2

●オペレーター

「Wearable cameraによる新たな医療構築」原口

拓也（札幌心臓血管クリニック）
通直（時計台記念病院）
安藤 弘（春日部中央総合病院） 飯田 修（関西ろうさい病院）
越田 亮司（豊橋ハートセンター）仲間 達也（東京ベイ・浦安市川医療センター）
椿本 恵則（京都第二赤十字病院）鈴木 理穂（市立札幌病院）

「みんなを困らせるcalciﬁed lesion...」丹

●座長
●パネリスト

ミニレクチャー 5 「コロナ禍におけるWeb LIVEのNew Normal ~遠隔指導と視聴者参画型の新たな方式〜」

原口 拓也（札幌心臓血管クリニック）
共催：（株）メディコン

ミニレクチャー 6 「EVTにおける至適貫通/マイクロカテーテル選択」椿本

恵則（京都第二赤十字病院）
共催：クックメディカルジャパン（同）

ミニレクチャー 7 「Concepts ＆ Beneﬁts of TORQ-Porter / ACROSS for EVT」 加藤

喜哉（市立釧路総合病院）

共催：（株）東海メディカルプロダクツ

ミニレクチャー 8 「高度石灰化病変に対するJADEの有用性」檀浦
Focus on

裕（市立札幌病院）
共催：オーバスネイチメディカル（株）

（株）メディコン
（株）カネカメディックス
センチュリーメディカル（株）

Drug technologyの現在と未来を考える

15:40 ~ 16:40

●座長

EVT Session 3

●パネリスト

川﨑 大三（森之宮病院）鈴木 健之（東京都済生会中央病院）
宇都宮 誠（東邦大学医療センター大橋病院） 堀江 和紀（仙台厚生病院） 佐々木伸也（坂総合病院）
杉原 充（福岡大学病院） 檀浦 裕（市立札幌病院） 柴田 豪（札幌医科大学）
●Lecture1 「The DCB Hacker-この素晴らしきデバイスを使いこなすために-」 藤原 昌彦（岸和田徳洲会病院）
●Lecture2 「Drug時代におけるDES／DCSとDCBの使い分けはいかに？」 早川 直樹（国保旭中央病院）
●Lecture3 「病理から見たDES, DCBとその違い」鳥居 翔（東海大学医学部）
●Lecture4 「血管外科医からみたPTX devices」 柴田 豪（札幌医科大学）

末梢動脈疾患診療はみんなの仕事で成り立っている！

16:50 ~ 17:45

●座長

EVT Session 4

●パネリスト

原口 拓也（札幌心臓血管クリニック）丹 通直（時計台記念病院）
檀浦 裕（市立札幌病院）下岡 良典（恵み野病院）板坂 竜（市立札幌病院 臨床工学科）
安川 俊輔（名寄市立総合病院 看護部）
●Lecture1 「セカンドの心構え」 小谷 祐介（時計台記念病院 臨床工学科）
●Lecture2 「EVUS-私のエコーについてきな」 澤田 望（札幌心臓血管クリニック 臨床工学科）
●Lecture3 「EVTにおける血管内視鏡の活用術」 岡田 泰徳（恵み野病院 臨床工学科）
●Lecture4 「糖尿病患者の基本的なフットケア」 佐藤 明代（市立札幌病院 看護部）
●Lecture5 「カテ室で行うHybrid EVT」 小野祐一郎（市立函館病院 看護部）
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3.25 FRI Week2
channel2
17:30 ~ 20:00
SHD サテライト
セミナー

TAVI Part1 Simple TAVI 〜確立されつつあるTAVIをもう一度見直す〜
●座長
●コメンテーター

1
2
3
4

國分 宣明（札幌医科大学）八戸 大輔（札幌心臓血管クリニック）
清水 淳（榊原記念病院）長沼 亨（新東京病院）山中 太（湘南鎌倉総合病院）
山本 匡（北海道循環器病院）杉立 和也（市立函館病院）数野 祥郎（手稲渓仁会病院）
石舘美嘉子（札幌心臓血管クリニック 看護師）
「安心をお届けします。医療コーディネーターというお仕事」 石舘美嘉子（札幌心臓血管クリニック 看護師）
「PCI like TAVI の時代に向けて 麻酔科医に何が出来るのか？」 清水 淳（榊原記念病院）
「SAPIEN3ビデオライブ：極度簡単にしなさい〜Super Simple〜」 八戸 大輔（札幌心臓血管クリニック）
「TAVI後のPCI、難しい？！」長沼 亨（新東京病院）
ラウンドテーブルディスカッション〜TAVIをいかにしてシンプルに安全に行うか？〜

共催：エドワーズライフサイエンス（株）

3.26 SAT Week22
channel2
8:30 ~ 10:45
SHD Session 1

MRの基本〜評価から治療まで〜
竹内 利治（旭川医科大学）永井 利幸（北海道大学大学院）
崇（湘南鎌倉総合病院）宗久 佳子（仙台厚生病院） 泉 佑樹（榊原記念病院）
神谷 究（北海道大学） 堀田 怜（札幌心臓血管クリニック） 赤坂 和美（旭川医科大学）
辻永 真吾（北海道大学）
「Keynote lecture〜MR 評価と治療のポイント〜」 宗久 佳子（仙台厚生病院）

●座長

●コメンテーター 松本

●演者

「MitraClipビデオライブ 〜Focus on Ventricular FMR〜」
赤坂 和美（旭川医科大学）／ Implanter 竹内 利治（旭川医科大学）
「Keynote lecture〜MitraClipを考慮する前提としての心不全至適薬物療法をどのように行うか？〜」
永井 利幸（北海道大学大学院）
「MitraClipビデオライブ 〜Focus on DMR〜」
堀田 怜（札幌心臓血管クリニック）／ Implanter

八戸 大輔（札幌心臓血管クリニック）

「Keynote lecture〜手技の基本から応用：合併症を避け確実に弁尖を把持する」
松本 崇（湘南鎌倉総合病院）
「MitraClipビデオライブ 〜Focus on Ventricular FMR〜」
辻永 真吾（北海道大学）／ Implanter 神谷 究（北海道大学）
共催：アボットメディカルジャパン（同）

ASDのABC

11:00 ~ 12:00

●座長

SHD Session 2

●コメンテーター 原

竹内 利治（旭川医科大学）数野 祥郎（手稲渓仁会病院）
英彦（東邦大学医療センター大橋病院）高谷 陽一（岡山大学病院） 鶴田ひかる（慶應義塾大学）
三浦 史郎（北海道大野記念病院）士反 英昌（札幌心臓血管クリニック）蓑島 暁帆（旭川医科大学）
川初 寛道（手稲渓仁会病院）
「Keynote lecture〜ASDの評価と治療適応〜」 三浦 史郎（北海道大野記念病院）

●演者
症例検討

「前方リム欠損とMalalignmentを有するASDに対し、バルーンアシストテクニックでFFⅡを留置した一例」
蓑島 暁帆（旭川医科大学）
「当院におけるASD閉鎖術の基本手技」 川初 寛道（手稲渓仁会病院）
「Keynote lecture〜経皮的ASD閉鎖術の実際とTips and Tricks」
原 英彦（東邦大学医療センター大橋病院）
共催：日本ライフライン（株）

機能性僧帽弁閉鎖不全の治療のすべて

12:10 ~ 13:10

●座長

SHD Luncheon
Seminar

●演者

八戸 大輔（札幌心臓血管クリニック）
「僧帽弁閉鎖不全症に対するアプローチを考える〜薬物/カテーテル/デバイス治療をどのように使い分けるか？〜」
大野 洋平（東海大学医学部）
「機能性僧帽弁閉鎖不全症に対する治療選択〜マイトラクリップと外科手術の使い分け機能性僧帽弁閉鎖不全に
対するアプローチ〜外科医の視点から〜」
田端 実（順天堂大学医学部）
共催：ノバルティスファーマ（株）
アボットメディカルジャパン（同）

P13

channel2

PFOのABC

13:15 ~ 14:15

●座長

SHD Session 3

●コメンテーター 多田

●演者

数野 祥郎（手稲渓仁会病院）永井 利幸（北海道大学大学院）
憲生（仙台厚生病院）石津 智子（筑波大学病院）廣上 貢（手稲渓仁会病院）
山下 武廣（北海道大野記念病院） 斎藤 久泰（札幌麻生脳神経外科病院）
堀田 怜（札幌心臓血管クリニック）
「PFO Basics」 石津 智子（筑波大学病院）
「PFOのエコー評価、High-risk anatomyとは？」 堀田 怜（札幌心臓血管クリニック）
「ブレインハートチームで考えるPFO閉鎖術の適応とは ? 」 廣上 貢（手稲渓仁会病院）
「Percutaneous PFO closure for ESUS patient with Anomalous LCA from NCS
- Special considerations required -」山下 武廣（北海道大野記念病院）
共催：アボットメディカルジャパン（同）

TAVI Part2 TAVIを安全に行うために知っておくべきこと

14:30 ~ 16:30

●座長

SHD Session 4

●コメンテーター 田端

●演者

永井 利幸（北海道大学大学院） 八戸 大輔（札幌心臓血管クリニック）
実（順天堂大学医学部）磯谷 彰宏（小倉記念病院） 多田 憲生（仙台厚生病院）
山﨑 和正（札幌東徳洲会病院） 德田 裕輔（市立函館病院）國分 宣明（札幌医科大学）
神谷 究（北海道大学）
「TAVIチームで知っておきたい大動脈弁の解剖」 田端 実（順天堂大学医学部）
「ASの血行動態から基礎から考える -O2の1METsはSViが基礎代謝でSvO2する-」

磯谷 彰宏（小倉記念病院）
「TAVIを安全に行うために、術前に評価すべきポイント」神谷

究（北海道大学）
憲生（仙台厚生病院）

「Evo TF-TAVI基本手技、合併症、その対応・どうすれば防げたか」 多田

共催：日本メドトロニック（株）

LAAO 左心耳閉鎖のABC

16:45 ~ 17:45

●座長

SHD Session 5

●コメンテーター 久保
●演者

國分 宣明（札幌医科大学）八戸 大輔（札幌心臓血管クリニック）
俊介（倉敷中央病院）中島 祥文（岩手医科大学附属病院） 田中 旬（三井記念病院）
八巻 多（名寄市立総合病院）辻永 真吾（北海道大学） 数野 祥郎（手稲渓仁会病院）

「経皮的左心耳閉鎖術の基礎知識、疫学、薬、成績、適応から集患スキームまで」

中島 祥文（岩手医科大学附属病院）
「WATCHMAN植込みstep by step：基本からFLEXまで」 久保

俊介（倉敷中央病院）

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン（株）
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