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2022年9月9日（金）

■ 第1会場（3F　コンベンションホール西） ■

9:00〜10:20 ライブ１「TAVI①（SAPIEN 3）」

オペレーター：福　康志（倉敷中央病院　循環器内科）
座長：白井　伸一（小倉記念病院　循環器内科）
　　　多田　憲生（仙台厚生病院　循環器内科）
コメンテーター：全　完（京都府立医科大学　循環器内科学・腎臓内科学）
　　　　　　　　西岡　健司（広島市立広島市民病院　循環器内科）
　　　　　　　　樋口　亮介（榊原記念病院　循環器内科）
　　　　　　　　吉田　俊伸（心臓病センター榊原病院　循環器内科）
　　　　　　　　和田　輝明（和歌山県立医科大学　循環器内科）

本邦におけるエコー圧とカテーテル圧のDiscordance  
ーInsight from LAPLACE TAVI Registryー
演者：樋口　亮介（榊原記念病院　循環器内科）

共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

10:25〜11:15 ビデオライブ１「AmplatzerTM TalismanTM PFO Occluderの可能性」

座長：中澤　学（近畿大学医学部　循環器内科学）
コメンテーター：John·Carroll（Interventional·Cardiology·University·of·Colorado）
　　　　　　　　鶴田　ひかる（慶應義塾大学医学部　循環器内科）
　　　　　　　　原　英彦（東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科）
オペレーター（演者）：赤木　禎治（岡山大学病院　循環器内科）

共催：アボットメディカルジャパン合同会社

11:20〜12:30 ビデオライブ２「Figulla® Flex Ⅱ によるASD治療」

座長：金澤　英明（慶應義塾大学病院　循環器内科）
　　　七里　守（榊原記念病院　循環器内科）
コメンテーター：三木　崇史（岡山大学病院　循環器内科）
　　　　　　　　山野　倫代（京都府立医科大学附属病院　循環器内科）

オペレーター（演者）：細川　忍（徳島赤十字病院　循環器内科）

共催：日本ライフライン株式会社

12:40〜13:40 ランチョンセミナー１「NavitorTM- A new TAVI solution in Japan」

座長：髙見澤　格（榊原記念病院　循環器内科）

初期インプラント経験から考えられるNavitorの利点
演者：房崎　哲也（岩手医科大学附属病院　循環器内科）

Navitorの適応に関する考察
演者：多田　憲生（仙台厚生病院　循環器内科）

共催：アボットメディカルジャパン合同会社
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13:50〜15:10 ライブ２「LAAC の今を知る　～WATCHMAN FLX Live Demonstration～」

オペレーター：久保　俊介（倉敷中央病院　循環器内科）
エコー：小野　幸代（倉敷中央病院　循環器内科）
座長：近藤　祐介（千葉大学医学部附属病院　循環器内科）
　　　原　英彦（東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科）
コメンテーター：阿佐美　匡彦（社会福祉法人·三井記念病院　循環器内科）
　　　　　　　　磯谷　彰宏（小倉記念病院　循環器内科）
　　　　　　　　中島　祥文（岩手医科大学　循環器内科）
　　　　　　　　八戸　大輔（札幌心臓血管クリニック）
　　　　　　　　福永　真人（小倉記念病院　循環器内科）

WATCHMAN FLX留置のちょい足しテクニック集
演者：福永　真人（小倉記念病院　循環器内科）

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

15:15〜16:35 ビデオライブ３「三尖弁逆流のカテーテル治療を見る」

座長：天木　誠（国立循環器病研究センター　心臓血管内科部門心不全科）
　　　丸尾　健（倉敷中央病院　循環器内科）
コメンテーター：北井　豪（国立循環器病研究センター病院　心不全科）
　　　　　　　　桒田　真吾（聖マリアンナ医科大学病院　循環器内科）
　　　　　　　　村上　力（東海大学医学部付属病院　循環器内科）
　　　　　　　　渡邊　雄介（帝京大学医学部附属病院　循環器内科）

三尖弁逆流のカテーテル治療を知る
演者：北村　光信（榊原記念病院）

三尖弁逆流の心エコー評価
演者：磯谷　彰宏（小倉記念病院　循環器内科）

ビデオライブ
オペレーター（演者）：杉浦　淳史（University·Hospital·Bonn,·Germany）

16:40〜18:00 ビデオライブ４「PVL」

座長：有田　武史（福岡和白病院　循環器内科）
高梨　秀一郎（川崎幸病院　心臓外科）

コメンテーター：石戸谷　浩（愛媛県立中央病院　心臓血管外科）
上岡　智彦（東海大学　循環器内科）
園田　拓道（九州大学　心臓血管外科）
橋本　剛（東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科）

オペレーター（演者）：原　英彦（東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科）
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■ 第２会場（3F　コンベンションホール東） ■

9:00〜10:20 WATCHMANセッション1「WATCHMANの問題点を紐解く～Expertsの流儀」

座長：有田　武史（福岡和白病院　循環器内科）
　　　中川　晃志（岡山大学　循環器内科）
コメンテーター：小倉　理代（徳島赤十字病院　循環器内科）
　　　　　　　　小野　幸代（倉敷中央病院　循環器内科）
　　　　　　　　近藤　祐介（千葉大学医学部附属病院　循環器内科）
　　　　　　　　福冨　基城（川崎幸病院　循環器内科）

LAAC 術前評価の問題点：TEE？CT？
演者：田中　旬（三井記念病院　循環器内科）

WATCHMAN FLX留置問題：留置位置は？Advance法？Unsheath法？
演者：松本　崇（湘南鎌倉総合病院　循環器科）

WATCHMAN FLXリリース前評価問題：Shoulder許容？Undercompression許容？
演者：菅根　裕紀（近森病院　循環器内科）

WATCHMAN FLX留置後問題：リーク・DRT大丈夫？
演者：中島　祥文（岩手医科大学病院　循環器内科）

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

10:30〜11:10 ティーブレイク１ 
「「心房中隔穿刺セッション」～SHD・不整脈における心房中隔穿刺～」

座長：新家　俊郎（昭和大学病院　循環器内科）
演者：久保　俊介（倉敷中央病院　循環器内科）
　　　松本　崇（湘南鎌倉総合病院　循環器科）
　　　茶谷　龍己（倉敷中央病院　循環器内科）

共催：フクダ電子株式会社 / バイオトロニックジャパン株式会社

11:20〜12:30 TAVIセッション１「Low risk患者のTAVIに残された課題とは？」

座長：齋藤　滋（湘南鎌倉総合病院　循環器内科）
　　　島村　和男（大阪大学　心臓血管外科）
コメンテーター：仁科　秀崇（筑波メディカルセンター病院　循環器内科）
　　　　　　　　野口　将彦（東京ベイ・浦安市川医療センター）
　　　　　　　　廣上　貢（手稲渓仁会病院　循環器内科）

TAVI後房室伝導障害の現状と対策
演者：渡邊　雄介（帝京大学医学部附属病院　循環器内科）

冠動脈アクセス
演者：林　昌臣（小倉記念病院　循環器内科）

経カテーテル弁の耐久性を考えて治療する
演者：市堀　泰裕（大阪警察病院　循環器内科）
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12:40〜13:40 ランチョンセミナー２

座長：今井　孝一郎（川崎医科大学　循環器内科学）

JROADデータベースから見えるVTE診療の現状と展望
演者：楠瀬　賢也（徳島大学病院　循環器内科）

共催：バイエル薬品株式会社

13:50〜14:50 ビデオライブ５「ICE（ACUNAVTM）ガイドTAVI」

座長：有田　武史（福岡和白病院　循環器内科）
　　　大野　洋平（東海大学医学部付属病院　循環器内科）
コメンテーター：大家　理伸（倉敷中央病院　循環器内科）
　　　　　　　　当麻　正直（兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科）
　　　　　　　　村上　力（東海大学医学部付属病院　循環器内科）

術者はこう使う　
演者：石津　賢一（小倉記念病院　循環器内科）

ICE担当はこう使う
演者：當間　裕一郎（琉球大学病院　第三内科）

ビデオライブ
オペレーター（演者）：市堀　泰裕（大阪警察病院　循環器内科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

14:55〜15:35 コーヒーブレイク１「SAPIEN 3肺動脈弁位使用　─ACHDの新しい治療オプション─」

座長：脇　研自（倉敷中央病院　小児科）

本邦におけるTPVIの展望
演者：福田　旭伸（神戸大学　内科学講座・循環器内科学分野）

SAPIEN 3-TPVI治療の実際
演者：佐地　真育（東邦大学医療センター大森病院　循環器内科）

共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

15:40〜17:00 「症例ベースで考えるハートチームディスカッション（外科内科合同セッション）」

座長：林田　晃寛（心臓病センター榊原病院　循環器内科）
　　　渡辺　弘之（東京ベイ・浦安市川医療センター　循環器内科）
大動脈弁： 冠動脈疾患合併のAS
演者（症例提示）：樋口　亮介（榊原記念病院　循環器内科）
演者（内科医）：志村　徹郎（岐阜ハートセンター　循環器内科）
演者（外科医）：岡本　一真（近畿大学病院　心臓血管外科）

僧帽弁： atrial MR
演者（症例提示）：平尾　慎吾（倉敷中央病院　心臓血管外科）
演者（内科医）：出雲　昌樹（聖マリアンナ医科大学　循環器内科）
演者（外科医）：恒吉　裕史（静岡県立総合病院　心臓血管外科）
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17:10〜18:00 イブニングセミナー１「心不全治療の一環としてのMitraClip™」

座長：溝手　勇（大阪大学医学部附属病院　循環器内科）

心不全ステージのどのタイミングでクリップを考慮すべきか？
演者：水谷　一輝（近畿大学病院　循環器内科）

慢性心不全の再入院を回避する一手〜その診断とカテーテル治療〜
演者：出雲　昌樹（聖マリアンナ医科大学　循環器内科）

共催：アボットメディカルジャパン合同会社

連合弁膜症： AS ＋MSR
演者（症例提示）：山脇　理弘（済生会横浜市東部病院　循環器内科）
演者（内科医）：上野　博志（富山大学附属病院　第二内科）
演者（外科医）：島本　健（浜松ろうさい病院　心臓血管外科）
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■ 第3会場（3F　301会議室） ■

9:00〜10:00 ビデオライブ６「心不全コントロール困難なMR患者：この時あなたはどうする？」

座長：林田　晃寛（心臓病センター榊原病院　循環器内科）
コメンテーター：菊池　篤志（大阪急性期・総合医療センター　心臓内科）

坂本　隆史（九州大学　循環器内科）
水野　真吾（湘南鎌倉総合病院　循環器科）
山口　淳一（東京女子医科大学　循環器内科）

オペレーター（演者）：久保　俊介（倉敷中央病院　循環器内科）

共催：アボットメディカルジャパン合同会社

10:15〜11:25 TAVIセッション２「生体弁機能不全に対するTAVI」

座長：小宮　達彦（倉敷中央病院　心臓血管外科）
長沼　亨（新東京病院　心臓内科）

コメンテーター：落合　智紀（湘南鎌倉総合病院　循環器科）
山脇　理弘（済生会横浜市東部病院　循環器内科）
吉鷹　秀範（心臓病センター榊原病院　心臓血管外科）

TAV in SAV : EvolutとSapienの使い分け
演者：道本　智（東京女子医科大学　心臓血管外科）

ステントレス弁に対するTAV in SAVのコツ
演者：高見澤　格（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院　循環器内科）

TAV in TAV：適応と問題点
演者：上岡　智彦（東海大学　循環器内科）

11:30〜12:30 PTSMAセッション「Caseに学ぶ」

座長：高見澤　格（榊原記念病院　循環器内科）
前川　裕一郎（浜松医科大学　内科学第三講座）

スペシャルコメンテーター：·高山　守正（榊原記念病院　循環器内科/肥大型心筋症センター）
コメンテーター：平谷　太吾（筑波大学附属病院　循環器内科）

PTSMA後のsustainedVTに対してVTablationを要した一例
演者：松田　淳也（日本医科大学付属病院　心臓血管集中治療科）

TAVI後LVOTO憎悪による血行動態破綻をきたした一例
演者：坂田　新悟（慶應義塾大学病院　循環器内科）

中隔枝の選択に難した一例
演者：佐藤　亮太（浜松医科大学医学部附属病院　循環器内科）
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13:50〜14:50 Challenging & Nightmareセッション１「PVL,TMVR,その他」

座長：島本　健（浜松ろうさい病院　心臓血管外科）
渡辺　弘之（東京ベイ・浦安市川医療センター　循環器内科）

コメンテーター：上岡　智彦（東海大学医学部付属病院　循環器内科）
岡本　一真（近畿大学病院　心臓血管外科）

14:55〜15:35 コーヒーブレイク２「米国のPFO現状と今後の展望~米国では何故成長出来たか、
10,000症例までの道のり~」

座長：赤木　禎治（岡山大学病院　循環器内科）
演者：John·Carroll（Interventional·Cardiology·University·of·Colorado）

共催：アボットメディカルジャパン合同会社

15:40〜17:00 「Brain-heart teamで取り組む脳梗塞再発予防の最適解は?」

座長：赤木　禎治（岡山大学　循環器内科）
八木田　佳樹（川崎医科大学　脳卒中科）

Keynote·lecture：John·Carroll（Interventional·Cardiology·University·of·Colorado）

症例提示
演者：大家　理伸（倉敷中央病院　循環器内科）

症例1：「PFO閉鎖する」
演者（Pros）：山下　武廣（北海道大野記念病院　循環器内科）

症例1：「PFO閉鎖しない」
演者（Cons）：矢澤　由加子（広南病院　脳血管内科）

CN1-01  慢性血栓塞栓性肺高血圧症を合併し肺動脈バルーン拡張術が著効したG6PD欠損症の
一例
演者：及川　雅啓（福島県立医科大学　循環器内科）

CN1-02  人工弁座の動揺を伴う僧帽弁位PVLに対し、経皮的PVL閉鎖術を施行した一例
演者：葉山　裕真（東邦大学医療センター大橋病院）

CN1-03  Left Ventricular Outflow Tract Obstruction after Valve-in-Ring TMVR
演者：橋本　剛（·東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科／Minneapolis·Heart·

Institute）

CN1-04  Neochord DS 1000を使用した経心尖的オフポンプ僧帽弁人工腱索再建術の手術手技
演者：瀬口　龍太（ニューハート・ワタナベ国際病院　心臓血管外科）

12:40〜13:40 ランチョンセミナー３「Evolut First : Why Evolut Why Now?」

座長：森野　禎浩（岩手医科大学　循環器内科）
演者：上野　博志（富山大学　第二内科）

吉鷹　秀範（心臓病センター榊原病院　心臓血管外科）

共催：日本メドトロニック株式会社
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症例2：「抗凝固する、その継続期間・中止の時期」
演者（Pros）：大木　宏一（東京都済生会中央病院　脳神経内科）

症例2：「抗凝固しない、するならどういう時」
演者（Cons）：金澤　英明（慶應義塾大学医学部　循環器内科）

17:10〜18:00 イブニングセミナー２「知っておきたい！SHDインターベンションに役立つ
Philips ソリューションの活用」

座長：山口　淳一（東京女子医科大学　循環器内科）

Azurionを使用したSHDインターベンション
演者：白井　伸一（小倉記念病院　循環器内科）

EPIQ CVxiを使用したSHDインターベンション
演者：磯谷　彰宏（小倉記念病院　循環器内科）

共催：株式会社フィリップス・ジャパン
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■ 第4会場（3F　302会議室） ■

9:00〜10:00 一般口演１「ＴＡＶＩ：合併症①」

座長：岡山　英樹（愛媛県立中央病院　循環器病センター）
柚木　純二（佐賀大学医学部　胸部・心臓血管外科）

O1-01  二尖弁，水平大動脈に対するEvolut Pro+によるTAVI術中にA型大動脈解離を来した
一例
演者：大西　隆行（川崎幸病院　川崎心臓病センター　循環器内科）

O1-02  経上行大動脈経カテーテル大動脈弁置換術中に上行大動脈解離を発症した一例
演者：滋野　稜（神戸市立医療センター中央市民病院）

O1-03  アライメント時のバルーン損傷によるデバイス抜去時に外腸骨大動脈の離断を来した
症例
演者：渡邊　直樹（大垣市民病院　循環器内科）

O1-04  TAVI術直後に心血行動態破綻を生じた大動脈弁狭窄症の1例
演者：高松　誠（宮崎市郡医師会病院　循環器内科）

11:20〜12:20 一般口演３「WATCHMAN」

座長：中嶋　正貴（仙台厚生病院　循環器内科）
田中　旬（三井記念病院　循環器内科）

10:10〜11:10 一般口演２「ＴＡＶＩ：合併症②」

座長：鈴山　寛人（済生会熊本病院　心臓血管センター）
土井　正行（香川県立中央病院　循環器内科）

O2-01  TAVI後に左室流出路狭窄による重症僧帽弁閉鎖不全症を認めた一例
演者：武藤　雄紀（福島県立医科大学　循環器内科）

O2-02  Evolut留置時ポップアウトし上行大動脈解離となり、術後心タンポナーデとなった症例
演者：山内　秀一郎（大分大学医学部附属病院）

O2-03  TAVI終了直後に脳梗塞を発症したが、迅速に血栓回収術に移行してベイルアウトした
一例
演者：佐々木　健太（岩手医科大学·内科学講座·循環器内科分野）

O2-04  Slip through techniqueを用いてE-sheathの持ち込みに成功した透析患者の1例
演者：中瀬　将明（三井記念病院　循環器内科）

O3-01  Reverse chickenwing typeの左心耳に対するWATCHMAN FLX留置例の検討
演者：福冨　基城（川崎幸病院　循環器内科）

O3-02  WATCHMANの有効性を実感した冠動脈疾患合併心房細動の一例
演者：柳原　奏（倉敷中央病院　循環器内科）

O3-03  食道の移動によりTEEガイド下Brockenbrough法を断念した一例
演者：中岡　洋子（近森病院　循環器内科）
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13:50〜14:50 一般口演４「MitraClip①」

座長：天木　誠（国立循環器病研究センター　心臓血管内科部門心不全科）
　　　森川　喬生（心臓病センター榊原病院　循環器内科）

15:40〜16:40 一般口演５「MitraClip②」

座長：兒玉　和久（済生会熊本病院　循環器内科）
山野　哲弘（京都府立医科大学附属病院　臨床検査部／循環器内科）

O3-04  内部に血栓を有する左心耳をWATCHMAN FLXで閉鎖した一例
演者：田中　修平（富山大学附属病院　循環器センター）

O4-01  Mitra Clipにより血液透析を免れ独歩で退院可能となった重症僧帽弁閉鎖不全症の1
症例
演者：新井　帝東（昭和大学病院　循環器内科）

O4-02  外科僧帽弁形成術後の高度僧帽弁逆流再発に対する経皮的僧帽弁Clip術を施行した4例
演者：石村　亮治（倉敷中央病院　循環器内科）

O4-03  前交連を含むNon-central DMRに対してMitraClip治療が奏効した一例
演者：尾原　義和（高知医療センター）

O4-04  グラフト不全で増悪した僧弁閉鎖不全症に経カテーテル的僧帽弁形成術を施行した一例
演者：岡部　浩哉（榊原記念病院　循環器内科）

O5-01  MitraClip術直後にWATCHMANと医原性ASD閉鎖を行った1例
演者：綾井　健太（心臓病センター榊原病院　循環器内科）

O5-02  XTが左房に戻れない…心房中隔瘤より心房中隔穿刺点が予想以上に低くなった症例
演者：吉川　将史（東京女子医科大学病院　循環器内科）

O5-03  Mitra clip施行後にたこつぼ心筋症に至った症例の検討
演者：虫明　和徳（倉敷中央病院　循環器内科）

O5-04  過分葉した僧帽弁の高度逆流に対してTEERを施行し逆流を制御し得た症例
演者：田中　修平（富山大学附属病院　循環器センター）
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■ 第5会場（2F　展示ホール） ■

10:10〜10:50 ティーブレイク２

座長：坂本　知浩（済生会熊本病院心臓血管センター　循環器内科）

明日から使えるSHD術前画像解析のTips
演者：丸尾　健（倉敷中央病院　循環器内科）

共催：ザイオソフト株式会社 / アミン株式会社

11:00〜12:30 MitraClipセッション１「MitraClipの再発症例を徹底解剖しよう」

座長：出雲　昌樹（聖マリアンナ医科大学　循環器内科）
大野　洋平（東海大学医学部付属病院　循環器内科）

コメンテーター：大西　哲存（兵庫県立はりま姫路総合医療センター　循環器内科）
平尾　慎吾（倉敷中央病院　心臓血管外科）
山口　淳一（東京女子医科大学　循環器内科）
渡辺　弘之（東京ベイ・浦安市川医療センター　循環器内科）

心室性機能性MRの再発症例
演者：磯谷　彰宏（小倉記念病院　循環器内科）

心房性機能性MRの再発症例
演者：桒田　真吾（聖マリアンナ医科大学病院　循環器内科）

Central DMRの再発症例
演者：水野　真吾（湘南鎌倉総合病院　循環器科）

Non-central DMRの再発症例　
演者：佐地　真育（東邦大学医療センター大森病院　循環器内科）

9:00〜10:00 Challenging & Nightmareセッション２「小児編」

座長：杉山　央（聖隷浜松病院　小児循環器科・成人先天性心疾患科）
　　　脇　研自（倉敷中央病院　小児科）

CN2-01  塞栓手技に難渋した冠動脈瘻の一小児例
演者：山岡　大志郎（昭和大学病院　小児循環器・成人先天性心疾患センター）

CN2-02  巨大V-Vシャントコイル塞栓12日後にコイル移動を認めたfailing Fontan症例
演者：重光　祐輔（岡山大学病院　小児科）

CN2-03  完全大血管転位Jatane術後肺動脈狭窄に対するself-expandable stentの留置経験
演者：杉山　央（聖隷浜松病院　小児循環器科・成人先天性心疾患科）

CN2-04  こんなはずじゃなかった multiple ASD closure
演者：佐藤　純（JCHO中京病院　中京こどもハートセンター　小児循環器科）

CN2-05  OFFⅡ留置に難渋しmodified balloon assist techniqueが有効であったlarge ASD
の小児例
演者：藤本　一途（国立循環器病研究センター小児循環器内科）
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12:40〜13:40 ランチョンセミナー４

座長：川井　和哉（近森病院　循環器内科）

TAVIの耐久性と抗血栓療法
演者：渡邊　雄介（帝京大学医学部附属病院　循環器内科）

共催：第一三共株式会社

13:50〜14:50 BPA症例検討セッション

座長：阿部　弘太郎（九州大学病院　循環器内科）
下川原　裕人（岡山医療センター　循環器内科）

コメンテーター：伊波　巧（杏林大学医学部　第二内科　循環器内科学）
谷口　悠（神戸大学医学部附属病院　循環器内科）

PEA + additional BPA 後に閉塞し、不成功に終わった症例
演者：谷仲　謙一（済生会兵庫県病院　循環器内科）

NO BPA
演者：池田　長生（東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科）

kartagener症候群に発症したCTEPHの治療　 
-Preceding BPA→PEA→ Additional BPA-
演者：山下　淳（東京医科大学病院　循環器内科）

14:55〜15:35 コーヒーブレイク３

座長：岡山　英樹（愛媛県立中央病院　循環器病センター）

心不全の薬物治療と高カリウム血症について
演者：川瀬　裕一（倉敷中央病院　循環器内科）

共催：アストラゼネカ株式会社

15:40〜17:00 TAVIセッション３「Alternative approach TAVIを極める」

座長：入江　博之（社会医療法人近森会近森病院　心臓血管外科）
島村　和男（大阪大学　心臓血管外科）

コメンテーター：長沼　亨（新東京病院　心臓内科）
山﨑　和正（札幌東徳洲会病院　循環器内科）

心尖部アプローチ
演者：新井　善雄（天理よろづ相談所病院　心臓血管外科）

経大動脈アプローチ
演者：小山　裕（岐阜ハートセンター　心臓血管外科）

経鎖骨下アプローチ
演者：吉鷹　秀範（心臓病センター榊原病院　心臓血管外科）

経腕頭動脈アプローチによるTAVI：非胸骨切開の利点
演者：松尾　武彦（高松赤十字病院　心臓血管外科）
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17:05〜18:05 SHDセッション「SHD治療でのエコー医の被曝を考えよう」

座長：片岡　明久（帝京大学　医学部内科学講座　循環器）
鶴田　ひかる（慶應義塾大学病院　臨床検査科）

コメンテーター：阿佐美　匡彦（三井記念病院　循環器内科）
熊谷　亜希子（岩手医科大学　臨床検査医学講座）
日置　紘文（帝京大学医学部附属病院　循環器内科）

被ばく対策の工夫、基礎的知識
演者：加賀瀬　藍（名古屋ハートセンター　循環器内科）

シュミレーション、防護板
演者：片岡　明久（帝京大学　医学部内科学講座　循環器）

被ばく対策とエコーとのコミュニケーションの工夫
演者：大野　洋平（東海大学医学部付属病院　循環器内科）
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■ 第6会場（1F　イベントホール東） ■

9:00〜10:30 教育セッション１　～MitraClip～

座長：今井　逸雄（兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科）
尾原　義和（高知医療センター　循環器内科）

エコー診断の基本と術中 TEE
演者：矢ヶ崎　裕人（岐阜県総合医療センター　循環器内科）

手技の基本とpitfall
演者：日置　紘文（帝京大学医学部附属病院　循環器内科）

どこまでMitraClipで治療できる？
演者：佐藤　如雄（聖マリアンナ医科大学　循環器内科）

10:40〜12:10 教育セッション２　～TAVI～

座長：川井　和哉（近森病院　循環器内科）
西岡　健司（広島市立広島市民病院　循環器内科）

治療適応決定と術前CT評価のポイント
演者：吉田　俊伸（心臓病センター榊原病院　循環器内科）

Valveの使い分けとそのpitfall
演者：八戸　大輔（札幌心臓血管クリニック）

CAD合併ASの治療戦略、ハートチームカンファレンス含めて
演者：日浅　豪（愛媛県立中央病院　循環器内科）

13:50〜14:50 教育セッション３　～若手オペレーターによるビデオライブ症例検討セッション～　TAVI

座長：遠田　佑介（仙台厚生病院　循環器内科）
林　昌臣（小倉記念病院　循環器内科）

コメンテーター：川口　朋宏（香川県立中央病院　循環器内科）
菅根　裕紀（近森病院　循環器内科）

演者：生田　旭宏（倉敷中央病院　循環器内科）
渡部　友視（鳥取大学医学部　循環器内科）

12:40〜13:40 ランチョンセミナー５「Focus SHD ～SHD（LAA）治療の実際～」

座長：中澤　学（近畿大学　循環器内科）

LAACにおけるImaging toolの新たな役割 
〜低侵襲治療をさらに低侵襲にするために〜
演者：阿佐美　匡彦（社会福祉法人三井記念病院　循環器内科）

LAACにおける工夫 
〜CTの新たな役割〜
演者：森川　喬生（心臓病センター榊原病院　循環器内科）

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社
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14:55〜15:55 教育セッション４　～若手オペレーターによるビデオライブ症例検討セッション～　MitraClip

座長：池永　寛樹（広島大学病院　循環器内科）
岡田　大司（神戸市立医療センター中央市民病院　循環器内科）

コメンテーター：天野　雅史（国立循環器病研究センター　心臓血管内科）
目黒　健太郎（北里大学医学部　循環器内科学）

演者：小坂田　皓平（倉敷中央病院　循環器内科）
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11:10〜12:20 ビデオライブ７「PCI after TAVI; TAVI後のPCIを極める」

座長：伊苅　裕二（東海大学医学部付属病院　循環器内科）
田邉　健吾（三井記念病院　循環器内科）

コメンテーター：角谷　誠（加古川中央市民病院　循環器内科）
桃原　哲也（社会医療法人財団　石心会　川崎幸病院　循環器内科）

Evolut後のPCIはこうやって攻める
オペレーター（演者）：全　完（京都府立医科大学附属病院　循環器内科）

TAVI後でもPCIはここまで出来る
オペレーター（演者）：水谷　一輝（近畿大学病院　循環器内科）

8:00〜8:50 モーニングセミナー

座長：原　英彦（東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科）

A clinical and case-based review of the  GORE® CARDIOFORM ASD 
Occluder
演者：Alvaro·Galindo（Sunrise·Hospital·and·Medical·Center,·USA）

共催：日本ゴア合同会社

2022年9月10日（土）

■ 第1会場（3F　コンベンションホール西） ■

9:00〜10:20 ライブ３「TAVI②（Evolut™）」

オペレーター：福　康志（倉敷中央病院　循環器内科）
座長：坂本　知浩（済生会熊本病院心臓血管センター　循環器内科）

桃原　哲也（社会医療法人財団　石心会　川崎幸病院　循環器内科）
コメンテーター：川口　朋宏（香川県立中央病院　循環器内科）

髙瀬谷　徹（久留米大学病院　循環器病センター）
八戸　大輔（札幌心臓血管クリニック　循環器内科）
日比　潔（·横浜市立大学附属市民総合医療センター　心臓血管センター内科）

Cusp Overlap Techniqueに関する最新アップデート
演者：髙瀬谷　徹（久留米大学病院　循環器病センター）

共催：日本メドトロニック株式会社

10:25〜11:05 ティーブレイク３

座長：大野　洋平（東海大学医学部付属病院　循環器内科）

Latest clinical evidence with CCTA/FFRCT in TAVI cases
演者：：Abdul·Ihdayhid（Monash·Heart·Center,·Australia）

共催：ハートフロー・ジャパン合同会社
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12:30〜13:30 ランチョンセミナー６「Interventional Heart Failure Therapy ～インペラで最
適化する経カテーテル的・外科的インターベンションと心不全予後」

座長：中澤　学（近畿大学医学部　循環器内科）
演者：朔　啓太（国立循環器病研究センター研究所　循環動態制御部）

絹川　弘一郎（富山大学医学部　第二内科）

共催：日本アビオメッド株式会社

13:40〜15:10 ライブ４「MitraClip」

オペレーター：久保　俊介（倉敷中央病院　循環器内科）
エコー：丸尾　健（倉敷中央病院　循環器内科）
座長：松本　崇（湘南鎌倉総合病院　循環器科）

宇都宮　裕人（広島大学大学院医系科学研究科　循環器内科学）
コメンテーター：北村　光信（榊原記念病院　循環器内科）

桒田　真吾（聖マリアンナ医科大学病院　循環器内科）
杉浦　淳史（University·Hospital·Bonn,·Germany）
宗久　佳子（仙台厚生病院　循環器内科）
山本　真功（豊橋ハートセンター　循環器内科）

15:15〜16:45 Challenging & Nightmareセッション３「TAVI」

座長：多田　憲生（仙台厚生病院　循環器内科）
白井　伸一（小倉記念病院　循環器内科）

コメンテーター：山本　真功（豊橋ハートセンター　循環器内科）
八島　史明（済生会宇都宮病院　循環器内科）

CN3-01  術中TAVI弁機能不全によりTAV-in-TAVを要した超重症大動脈弁狭窄症の1例
演者：佐藤　千聡（昭和大学江東豊洲病院·循環器内科）

CN3-02  pinhole ruptureにより弁輪部で拡張しなかったSAPIEN3 - Bailoutの術は？
演者：岡崎　真也（順天堂大学医学部附属順天堂医院　循環器内科）

CN3-03  SAPIEN 3 デリバリーシステム障害によるアライメント不能に対してベイルアウトし
た1例
演者：西尾　亮太（順天堂大学医学部附属順天堂医院　循環器内科）

CN3-04  自己拡張型TAVI弁の留置時に著明な拡張不良を認めた2例
演者：菅根　裕紀（近森病院　ハートチーム）

CN3-05  十分な上行大動脈接合部径があるにも関わらず、人工弁留置時に血管損傷を起こした
一例
演者：川森　裕之（神戸大学医学部附属病院　循環器内科）

CN3-06  Folded Valve Frame in Case of TAVR with Balloon Expandable Valve.
演者：髙橋　孝太朗（倉敷中央病院　循環器内科）

さすがに私でもこの病変はTAVI前にPCIを行う
オペレーター（演者）：多田　憲生（仙台厚生病院　循環器内科）

共催：テルモ株式会社



‒ 44 ‒

9:00〜10:20 MitraClipセッション２「MitraClip G4：クリップ選択のコンセンサス」

座長：鶴田　ひかる（慶應義塾大学病院　臨床検査科）
溝手　勇（大阪大学医学部附属病院　循環器内科）

コメンテーター：加賀瀬　藍（名古屋ハートセンター　循環器内科）
川村　豪（愛媛県立中央病院　循環器内科）
兒玉　和久（済生会熊本病院　循環器内科）

森川先生でもこんな病変はNTWを使う！
演者：森川　喬生（心臓病センター榊原病院　循環器内科）

遠田先生が考える、こんな病変はNTでしょ。
演者：遠田　佑介（仙台厚生病院　循環器内科）

松本先生が自信を持って、ここXTWと断言する。
演者：松本　崇（湘南鎌倉総合病院　循環器科）

白井先生が唯一XTを使うのはこんな時！
演者：白井　伸一（小倉記念病院　循環器内科）

■ 第2会場（3F　コンベンションホール東） ■

10:25〜11:05 ティーブレイク４

座長：多田　毅（倉敷中央病院　循環器内科）

心不全診療 up-to-date: 可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤の可能性
演者：宇都宮　裕人（広島大学大学院医系科学研究科　循環器内科学）

共催：バイエル薬品株式会社

11:10〜12:20 「SHDインターベンションの未来像」

座長：阿古　潤哉（北里大学医学部　循環器内科学）
上妻　謙（帝京大学医学部　内科学講座・循環器内科）

コメンテーター：楠瀬　賢也（徳島大学病院　循環器内科）
大門　雅夫（東京都大学医学部附属病院　検査部）
平尾　慎吾（倉敷中央病院　心臓血管外科）

SHDとMRI 4D flow
演者：板谷　慶一（大阪市立大学医学部附属病院　心臓血管外科）

SHDとAI
演者：後藤　信一（慶應義塾大学医学部　循環器内科）

PTMCの今後の目標　発展途上国のMSと自己免疫疾患起因の先進国のMS/AS
演者：井上　寛治（PTMC研究所）
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12:30〜13:30 ランチョンセミナー７「まもなくTAVI導入10年  What’s the Challenge for 
Next 10 Years?」

座長：長沼　亨（新東京病院　心臓内科）
コメンテーター：桑原　謙典（岸和田徳洲会病院　循環器内科）

高木　祐介（秋田大学　循環器内科学講座）

症例増加に立ち向かえ！これからの症例マネジメントを考える
演者：奥山　和明（聖マリアンナ医科大学　循環器内科）

グレーゾーン年齢患者に向けたこれからの1st valve choice
演者：林　昌臣（小倉記念病院　循環器内科）

共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

13:40〜14:50 TAVIセッション４「TAVIの適応拡大と問題点」

座長：鳥飼　慶（獨協医科大学埼玉医療センター　心臓血管外科）
森野　禎浩（岩手医科大学　循環器内科）

コメンテーター：江原　夏彦（神戸市立医療センター中央市民病院　循環器内科）
大西　隆行（川崎幸病院川崎心臓病センター　循環器内科）

透析患者に対するTAVIの問題点を考える
演者：前田　孝一（大阪大学　心臓血管外科）

2尖弁に対するTAVIの適応と問題点
演者：山中　太（湘南鎌倉総合病院　循環器科）

TAVI後の至適な抗血栓療法とは？　
演者：猪原　拓（慶應大学　循環器内科）

14:55〜15:35 コーヒーブレイク４

座長：門田　一繁（倉敷中央病院　循環器内科）

SHDインターベンションにおけるARNIの有用性
演者：小船井　光太郎（東京ベイ・浦安市川医療センター　循環器内科）

共催：ノバルティスファーマ株式会社 / 大塚製薬株式会社

15:40〜16:40 ASDセッション「医原性ASDを考える」

座長：太田　光彦（虎の門病院　循環器センター内科）
細川　忍（徳島赤十字病院　循環器内科）

コメンテーター：池永　寛樹（広島大学病院　循環器内科）
森川　喬生（心臓病センター榊原病院　循環器内科）

カテーテル治療後の医原性ASD
演者：髙谷　陽一（岡山大学　循環器内科）

ケース1　閉じる？閉じない？医原性ASD
演者：宗久　佳子（仙台厚生病院　循環器内科）

ケース2　医原性ASD　当院の経験
演者：佐藤　如雄（聖マリアンナ医科大学　循環器内科）
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9:00〜10:30 WATCHMANセッション２「WATCHMANが広がらない理由をみんなで考えて
みよう！」

座長：水谷　一輝（近畿大学病院　循環器内科）
森野　禎浩（岩手医科大学　循環器内科）

コメンテーター：梅本　朋幸（東京医科歯科大学　循環器内科）
中川　晃志（岡山大学　循環器内科）
松尾　弥枝（北関東循環器病院　循環器内科）
八巻　多（名寄市立総合病院　循環器内科）

WATCHMANの適応って？分かりやすく教えて！
演者：阿佐美　匡彦（三井記念病院　循環器内科）

アブレーションしたらWATCHMANがいらないって本当？
演者：近藤　祐介（千葉大学医学部附属病院　循環器内科）

だって左心耳のエコーってよく分かんないんだもん
演者：小野　幸代（倉敷中央病院　循環器内科）

WATCHMANって危ない手技なんじゃないの？
演者：上野　博志（富山大学　第二内科）

WATCHMAN入れた後の抗血栓療法ってややこしくない？
演者：中島　祥文（岩手医科大学　循環器内科）

■ 第3会場（3F　301会議室） ■

10:35〜11:15 ティーブレイク５「成人先天性心疾患における新しい治療選択肢 ─TPVIとは─」

座長：金澤　英明（慶應義塾大学医学部　循環器内科）
演者：小暮　智仁（東京女子医科大学　循環器内科）

共催：日本メドトロニック株式会社

11:20〜12:20 Challenging & Nightmareセッション４「MitraClip」

座長：阿佐美　匡彦（三井記念病院　循環器内科）
水野　真吾（湘南鎌倉総合病院　循環器科）

コメンテーター：髙橋　伸幸（はりま姫路総合医療センター　循環器内科）
棒田　浩基（札幌東徳洲会病院　循環器内科）

CN4-01  Atrial-functional MRとLF-LG ASの合併例に対し一期的にMitraClip+BAVを施行し
た一例
演者：齊藤　翔太（東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科）

CN4-02  MitraClip：Gripper lineが切れた？その時どうする？？
演者：川本　尚宜（東京女子医科大学病院·循環器内科）

CN4-03  MitraClip中に弁尖のtearを認め外科によるリペアを要した難渋症例
演者：岡本　真希（帝京大学医学部附属病院　循環器内科）

CN4-04  IMPELLA離脱困難例に対しMitraClipが奏功した超低心機能の1例
演者：大宮　譲（帝京大学医学部附属病院　循環器内科）
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12:30〜13:30 ランチョンセミナー８

座長：上村　史朗（川崎医科大学　循環器内科学）

心不全 Up to Date〜インペラとSGLT2阻害剤を含めて〜
演者：多田　毅（倉敷中央病院　循環器内科）

共催：アストラゼネカ株式会社 / 小野薬品工業株式会社

13:40〜14:40 ビデオライブ８「緊急BAV」

座長：尾原　義和（高知医療センター　循環器内科）
葉山　泰史（千葉西総合病院　循環器内科）

コメンテーター：宇津　賢三（甲南医療センター　循環器内科）
大家　理伸（倉敷中央病院　循環器内科）
新富　將央（大分県立病院　循環器内科）

緊急Trans radial BAV
オペレーター（演者）：岩崎　正道（兵庫県立淡路医療センター）

緊急BAVの短期予後
オペレーター（演者）：増田　真由香（兵庫県立淡路医療センター）

共催：ニプロ株式会社　

14:45〜15:25 コーヒーブレイク５「緊急BAVの現在と未来 ～BAVバルーン『TRIVAL』への期待～」

座長：岩崎　正道（兵庫県立淡路医療センター　循環器内科）
コメンテーター：村上　彰通（埼玉県立循環器・呼吸器病センター　循環器内科）

山下　淳（東京医科大学病院　循環器内科）
高島　弘行（市立長浜病院　循環器内科）

緊急BAVにおけるTRI BAVの可能性
演者：髙木　祐介（秋田大学医学部附属病院　循環器内科）

当院における緊急BAVの実際
演者：徳田　尊洋（名古屋ハートセンター　循環器内科）

共催：株式会社カネカメディックス

15:30〜16:40 「カテーテル治療時代の三尖弁逆流」

座長：泉　知里（国立循環器病研究センター　心臓血管内科）
溝手　勇（大阪大学医学部附属病院　循環器内科）

コメンテーター：竹田　泰治（大阪大学大学院医学系研究科　循環器内科学）
町野　智子（筑波大学医学医療系　循環器内科）

解剖，病態，重症度はどう診る
演者：宇都宮　裕人（広島大学大学院医系科学研究科　循環器内科学）

三尖弁逆流の心エコー評価はどう変わる
演者：鶴田　ひかる（慶應義塾大学病院　臨床検査科）

至適治療時期をどう診る：ドイツでの現状
演者：北村　光信（榊原記念病院）
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■ 第4会場（3F　302会議室） ■

9:00〜10:00 一般口演６「ASD/PFO」

座長：中村　猛（京都府立医科大学附属病院　循環器内科）
岡村　誉之（山口大学医学部附属病院　第2内科循環器科）

10:05〜11:05 一般口演７「ＴＡＶＩ：臨床成績」

座長：髙木　健督（国立循環器病研究センター　冠疾患科）
房崎　哲也（岩手医科大学　内科学講座循環器内科分野）

11:10〜12:10 一般口演８「ＴＡＶＩ：冠動脈疾患」

座長：日浅　豪（愛媛県立中央病院　循環器内科）
田村　俊寛（天理よろづ相談所病院　循環器内科）

O6-01  心房中隔瘤・malalignmentを伴いサイズ選択に苦慮したGCA留置の2症例
演者：藤本　一途（国立循環器病研究センター　小児循環器内科）

O6-02  GORE CARDIOFORM ASD Occluderの当院での初期使用経験
演者：三木　崇史（岡山大学病院　循環器内科）

O6-03  iASD閉鎖後もPFOによるPOSを認め、右房圧の評価を行い治療した一例
演者：士反　英昌（札幌心臓血管クリニック　循環器内科）

O6-04  奇異性脳塞栓症患者における卵円孔開存(PFO)形態について-年齢や心形態による検討
演者：中山　理絵（岡山大学　循環器内科）

O7-01  当院における慢性透析患者に対するTAVIの短期的成績に関する検討
演者：橋本　直土（岩手医科大学　内科学講座循環器内科分野）

O7-02  右鎖骨下アプローチによるSAPIEN３の留置
演者：登坂　憲吾（岩手医科大学　内科学講座循環器内科分野）

O7-03  急性心不全を伴うsevere ASに対する単純同期CTを用いた準緊急minimum 
contrast TAVI
演者：福冨　基城（川崎幸病院　循環器内科）

O7-04  LVOT石灰化を伴った重症大動脈弁狭窄症に対するバルーン拡張型デバイスの可能性
演者：佐藤　克政（福山循環器病院　循環器内科）

O8-01  複雑冠動脈病変を有するEF14%のSevere ASに対する至適治療とは？：CHIP TAVI
の1例
演者：高野　薫子（榊原記念病院　循環器内科）

O8-02  冠動脈３枝病変を伴う低左心機能の透析患者に経皮的心肺補助法下でTAVIを施行した
一例
演者：岡　里紀（倉敷中央病院　循環器内科）
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O8-03  2nd Valve要したTAVI後4年6ヶ月で弁周囲血栓によるACSを発症し緊急PCI施行し
得た一例
演者：近藤　誠太（昭和大学病院　循環器内科）

O8-04  冠動脈閉塞リスクの高いTAV in SAVの1例
演者：星　智也（筑波大学　循環器内科）
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9:00〜10:30 ジョイントセッション「若手心エコーフェローの会 presents ～Young SHD 
heart teamで議論する、SHD治療におけるClinical Question～」

座長：佐藤　希美（筑波大学　循環器内科）
佐藤　如雄（聖マリアンナ医科大学　循環器内科）

コメンテーター：久保　俊介（倉敷中央病院　循環器内科）

Low-gradient ASの治療適応
演者：岡田　大司（神戸市立医療センター中央市民病院　循環器内科）

Low-gradient ASの治療適応
演者：宮坂　政紀（東京慈恵会医科大学·臨床検査医学講座）

MitraClipのエンドポイント
演者：綱本　浩志（兵庫県立はりま姫路総合医療センター　循環器内科）

MitraClipのエンドポイント
演者：桒田　真吾（聖マリアンナ医科大学病院　循環器内科）

■ 第5会場（2F　展示ホール） ■

10:50〜12:20 SUNRISE meets ストクラ「留学の出口戦略　～あの時の決断は正しかったか？」

座長：重城　健太郎（埼玉医科大学総合医療センター　心臓内科）
中澤　学（近畿大学医学部　循環器内科）

コメンテーター：鳥居　翔（東海大学医学部付属病院　循環器内科）
松尾　弥枝（北関東循環器病院　循環器内科）
渡邊　雄介（帝京大学医学部附属病院　循環器内科）

演者：上岡　智彦（東海大学　循環器内科）
猪原　拓（慶應大学　循環器内科）
平澤　憲祐（東京医科歯科大学　循環器内科）
森川　喬生（心臓病センター榊原病院　循環器内科）

12:30〜13:30 ランチョンセミナー９ 「WATCHMAN FLX活用術　～最新エビデンス・集患・適
応の実際～」

座長：森野　禎浩（岩手医科大学　循環器内科）

WATCHMAN FLXのメリットのある患者さんに出会うには？ ー新規導入後、1
年を振り返っての反省と課題ー
演者：山脇　理弘（済生会横浜市東部病院　循環器内科）

もう耳タコだよ、というあなたに　耳よりFLX最新情報
演者：福永　真人（小倉記念病院　循環器内科）

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
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13:40〜14:40 「TAVIの麻酔管理」

座長：島本　健（浜松ろうさい病院　心臓血管外科）
福　康志（倉敷中央病院　循環器内科）

局麻TAVI　プロポフォールとDEX併用による局所麻酔TAVIの管理
演者：小田　亜希子（倉敷中央病院　麻酔科）

アネレムを用いたTAVI管理
演者：細谷　俊介（国立循環器病研究センター　麻酔科）

心臓内エコー（ICE）の局麻鎮静TAVI下での使用
演者：角本　眞一（小倉紀念病院　麻酔科）

低侵襲TAVIの全身管理　PCI like TAVIに向けて
演者：古市　結富子（榊原記念病院　麻酔科）

TAVI麻酔での安全性と効率化の最適化
演者：加藤　純悟（慶應義塾大学病院　麻酔科）

14:45〜15:45 WATCHMANセッション３「いろんなWATCHMAN FLX症例を後から振り返っ
てみる」

座長：原　英彦（東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科）
コメンテーター：中島　祥文（岩手医科大学　循環器内科）

福永　真人（小倉記念病院　循環器内科）
矢ヶ崎　裕人（岐阜県総合医療センター　循環器内科）

WATCHMAN FLX この位置でいいの？
演者：八戸　大輔（札幌心臓血管クリニック）

リーク残して終わったけど、他に方法ある？
演者：中嶋　正貴（仙台厚生病院　循環器内科）

左心耳入口31mm depthもないけど留置できる？
演者：桑原　謙典（岸和田徳洲会病院　循環器内科）

DRTになったけど、何が悪かった？
演者：茶谷　龍己（倉敷中央病院　循環器内科）
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■ 第6会場（1F　イベントホール東） ■

9:00〜9:30 コメディカルセッション１「基礎セッション　放射線技師」

座長：中川　忍（倉敷中央病院　放射線技術部）

SHDでの術中支援
演者：尾野　倫章（熊本大学病院　医療技術部　診療放射線技術部門）

9:35〜10:05 コメディカルセッション２「基礎セッション　臨床工学技師」

座長：谷岡　怜（神戸大学医学部附属病院　臨床工学部）

SHDインターベンションにおける臨床工学技士の役割
演者：吉岡　元気（済生会熊本病院　臨床工学部）

10:10〜10:40 コメディカルセッション３「基礎セッション　リハビリテーション」

座長：藤山　祐司（近森病院　リハビリテーション部）

MitraClip後の心臓リハビリ
演者：山本　諒（倉敷中央病院　リハビリテーション部）

10:45〜11:15 コメディカルセッション４「基礎セッション　看護師」

座長：藤原　芳子（倉敷中央病院　看護部）

SHDインターベンション術後の超急性期看護
演者：園田　拓也（小倉記念病院　看護部　ICU）

11:20〜11:50 コメディカルセッション５「基礎セッション　臨床検査技師」

座長：土岐　美沙子（心臓病センター榊原病院　臨床検査科）

Mitra Clipにおける術中・術後のエコーの役割
演者：三吉　大地（倉敷中央病院　臨床検査技術部）

11:55〜12:25 コメディカルセッション６「講演　MR/TRに対するカテーテル治療」

座長：遠藤　桂輔（倉敷中央病院　臨床検査技術部）

MR/TRに対するカテーテル治療
演者：北井　豪（国立循環器病研究センター病院　心不全科）
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12:30〜13:30 ランチョンセミナー10「Photon-counting CT」

座長：小山　貴（倉敷中央病院　放射線診断科）

What is Photon-counting CT
演者1：田中　秀和（シーメンスヘルスケア株式会社　CT事業部）

Initial clinical experience of Photon-counting CT
演者2：·Florian·Schwarz（University·Hospital·Augsburg,·Germany）

共催：シーメンスヘルスケア株式会社

13:40〜14:20 コメディカルセッション７「診療放射線技師セッション　TAVI術前CT計測」

座長：髙橋　伸幸（兵庫県立はりま姫路総合医療センター　循環器内科）
三宅　浩一（心臓病センター榊原病院　放射線検査科）

大動脈弁狭窄症術前CT検査における術前支援画像の作成と計測
演者：田中　崇史（倉敷中央病院　放射線技術部）

14:25〜15:05 コメディカルセッション８「エコーセッション　AS評価と術中・術後のTAVI評価」

座長：天野　雅史（国立循環器病研究センター　心臓血管内科）
土岐　美沙子（心臓病センター榊原病院　臨床検査科）

TAVI術前のエコー評価
演者：柳　善樹（大阪医療センター　臨床検査科）

TAVI術中・術後の評価
演者：遠藤　桂輔（倉敷中央病院　臨床検査技術部）

15:10〜16:20 コメディカルビデオライブ「TAVI」

座長：清水　速人（近森病院　臨床検査部　心血管カテーテル室）
富田　紀雄（仙台厚生病院　心臓血管外科・循環器内科病棟）

コメンテーター：一ノ瀬　良二（小倉記念病院　放射線技術部）
谷岡　怜（神戸大学医学部附属病院　臨床工学部）
岡部　正美（小倉記念病院　看護部）
中川　忍（倉敷中央病院　放射線技術部）
白﨑　頌人（倉敷中央病院　臨床検査技術部）

オペレーター（演者）：大家　理伸（倉敷中央病院　循環器内科）



‒ 54 ‒

■ ポスター会場（1F　イベントホール西） ■

11:20〜12:20 ポスター１「TAVI 1」

座長：宮崎　晋一郎（高松赤十字病院　循環器内科）
西村　和久（愛媛大学医学部附属病院　循環器内科）

11:20〜12:20 ポスター２「TAVI 2」

座長：石津　賢一（小倉記念病院　循環器内科）
数野　祥郎（手稲渓仁会病院　循環器内科）

P1-01  TAVI術中にStanford B型大動脈解離を発症した一例
演者：舛本　慧子（はりま姫路総合医療センター　循環器内科）

P1-02  Safari XSワイヤーにより左室心尖部破裂をきたした経カテーテル大動脈弁留置術の一例
演者：片峰　正皓（北里大学医学部　循環器内科学）

P1-03  拡張不良であったEvolut PRO Plusの一例
演者：熊谷　亜希子（岩手医科大学臨床検査医学講座）

P1-04  胸腹部Ao.高度蛇行にてロングシース使用もTEEで下行Ao.に解離を認め方針変更し
た1例
演者：吉田　直史（高松赤十字病院　循環器内科）

P1-05  TAVI中の心膜液貯留を早期に発見し、外科治療となった一例
演者：鮫島　雄祐（·SUBARU健康保険組合太田記念病院　循環器内科／東邦大学医療

センター大橋病院　循環器内科）

P1-06  DAーTAVI後にTEEで診断可能であったcontained aortic annulus ruptureの一例
演者：濱口　侑大（天理よろづ相談所病院　循環器内科）

P2-01  trans-radial からの buddy balloon technique によりTAVIに成功した1例
演者：寺尾　侑也（加古川中央市民病院　循環器内科）

P2-02  Evolut展開後のTEE所見で後拡張を中止しリスク回避を行った一例
演者：末次　朋香（高松赤十字病院　循環器内科）

P2-03  Intracardiac echo(ICE)ガイドによりペースメーカー植え込みを回避できたTAVIの
一例
演者：坂東　岳人（倉敷中央病院　循環器内科）

P2-04  演題取下げ

P2-05  ロングシースを用いた経大腿アプローチのTAVI：ベスト&ワーストケース
演者：樋口　亮介（榊原記念病院　循環器内科）

P2-06  超狭小弁輪に対しTAV in SAVを施行した1例
演者：青野　哲哉（愛媛県立中央病院　循環器内科）
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11:20〜12:20 ポスター３「TAVI 3」

座長：桑山　明宗（筑波メディカルセンター病院　循環器内科）
当麻　正直（兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科）

11:20〜12:20 ポスター４「SHDその他」

座長：清水　速人（近森病院　臨床検査部　心血管カテーテル室）
今井　逸雄（兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科）

P3-01  急性心不全にて救急搬送された超高齢ASに対し緊急TAVIを施行し救命し得た一例
演者：中村　愛（聖マリアンナ医科大学病院　循環器内科）

P3-02  IABP併用下でTAVIをおこなった低心機能のsevere ASの一例
演者：大井　拓馬（大垣市民病院　循環器内科）

P3-03  心原性ショックを呈したvery severe ASに対して緊急TAVIを施行し、良好に経過し
た1例
演者：堀田　怜（札幌心臓血管クリニック　循環器内科）

P3-04  大動脈弁狭窄症及び冠動脈疾患による心原性ショックをImpellaで救命できた一例
演者：牛島　龍一（富山大学附属病院　循環器センター）

P3-05  左主幹部病変によるNSTEMIを合併したsevere ASに対して緊急OPCAB+TAVIを施
行した一例
演者：和田　輝明（和歌山県立医科大学附属病院　循環器内科）

P3-06  Evolut PRO留置後遠隔期に生じた急性冠症候群の一例
演者：本吉　司（天理よろづ相談所病院　循環器内科）

P4-01  大動脈弁置換術後の弁周囲逆流と心室中隔穿孔を合併症例にpluggingが奏功した1症
例
演者：葉山　泰史（千葉西総合病院　循環器内科）

P4-02  心室中隔穿孔修復術後の多孔性残存シャントに対する経カテーテル閉鎖術
演者：八戸　大輔（札幌心臓血管クリニック　循環器内科）

P4-03  経カテーテル的大動脈弁置換術後のペースメーカ留置患者における作動状況の評価
演者：佐藤　孝司（東京大学医学部附属病院　医療機器管理部）

P4-04  Angio-guide LAACの検討
演者：佐合　満（豊橋ハートセンター·臨床工学部門）

P4-05  ワークステーションの違いによる左心耳計測値の比較
演者：田島　宏美（三井記念病院　放射線検査部）

P4-06  1日5件以上のSHD治療を捌く 〜コメディカルの工夫〜
演者：石川　翔乃助（豊橋ハートセンター·臨床工学部門）
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11:20〜12:30 ポスター５「ASD/PFO」

座長：髙谷　陽一（岡山大学　循環器内科）
小倉　理代（徳島赤十字病院　循環器内科）

11:20〜12:20 ポスター６「TAVI/その他」

座長：野坂　和正（香川県立中央病院　循環器内科）
谷口　智彦（神戸市立医療センター中央市民病院　循環器内科）

P5-01  Very large iASDに対するデバイス閉鎖に成功した一例
演者：古川　達也（徳島赤十字病院　循環器内科）

P5-02  GORE Cardioform ASD occluderのデバイス留置に難渋した一例
演者：田口　慎太郎（東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科）

P5-03  卵円孔開存閉鎖術において中隔穿刺用シースを使用し卵円孔開存の通過に成功した1例
演者：細田　勇人（近森病院　循環器内科）

P5-04  Figulla Flex IIにてASD閉鎖4年後に心タンポナーデを発症した一例
演者：國井　浩行（大原綜合病院　循環器内科）

P5-05  経皮的心房中隔閉鎖におけるTrevisioTMデリバリーシステムの初期使用経験
演者：古澤　健司（·名古屋大学医学部附属病院検査部／名古屋大学大学院医学系研究科

循環器内科学）

P5-06  当院における医原性心房中隔欠損に対する閉鎖術
演者：谷延　成美（倉敷中央病院　循環器内科）

P5-07  心房中隔瘤を伴う心房中隔欠損症に対し、GOREデバイスのサイズ選択に苦慮した一例
演者：三輪　俊介（東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科）

P6-01  左室流出路の巨大石灰化を伴う重症大動脈弁狭窄症に対してTAVIを施行した一例
演者：小林　裕和（富山大学附属病院　卒後臨床研修センター）

P6-02  右冠動脈起始異常を有する患者に対しTAVRを施行した一例
演者：佐藤　彰彦（福島県立医科大学循環器内科）

P6-03  心室中隔瘤を伴う大動脈弁狭窄症に対して経カテーテル大動脈弁植え込み術を行った
一例
演者：佐賀　俊介（兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科）

P6-04  Heyde’s Syndrome - Acquired von Willebrand Syndrome in Aortic Stenosis
演者：山下　武廣（北海道大野記念病院　循環器内科）

P6-05  有意な左室内狭窄を伴う高度S字状中隔をPTSMAで退縮後にASに対してTAVIを施
行した一例
演者：平谷　太吾（筑波大学附属病院　循環器内科）

P6-06  急性側壁心筋梗塞後のsevere MRに対してMitraClipを施行した一例
演者：谷崎　友香（川崎幸病院　循環器内科）




