
会場：THE GRAND HALL
開始時間 終了時間 座長/ 演者 / パネリスト / 協賛

7:30 8:00

モーニングセッション 心臓血管外科手術の最前線

～３D内視鏡、ロボット、スーチャーレスバル

ブを用いた低侵襲心臓手術（MICS）～

座長：阿部 幸雄（大阪市立総合医療センター）

　　　田中 信大（東京医科大学八王子医療センター）

演者：下川 智樹（榊原記念病院、帝京大学医学部附属病院）

協賛：リヴァノヴァ株式会社、インテュイティブサージカル合同会社

8:00 8:05 Opening remarks ハートチームの再考 高梨 秀一郎（川崎幸病院）

8:05 9:20 ビデオライブ0
座長：大北 裕（高槻病院）

　　　渡辺 弘之（東京ベイ・浦安市川医療センター）

Keynote lecture IEガイドライン in 2019 大原 貴裕（東北医科薬科大学）

Lecture Native Valve IE エコー診断の最重要ポイント 大原 貴裕（東北医科薬科大学）

Lecture IEの標準的抗菌薬治療 光武 耕太郎（埼玉医科大学国際医療センター）

Case 1 術中ビデオ 標準的IE外科手術 高梨 秀一郎（川崎幸病院）

パートナープレゼンテーション
心臓用超音波診断装置SC2000のセカンドス

テージ～検査機器から治療ガイドへの進化～
シーメンスヘルスケア株式会社

9:20 10:30

座長：田中 信大(東京医科大学八王子医療センター)
　　   田端 実(東京ベイ・浦安市川医療センター)
パネリスト：國原 孝(東京慈恵会医科大学)
　　   大門 雅夫(東京大学医学部附属病院)
　　   柴山 謙太郎(東京心臓血管・内科クリニック)
　　   渡邊 雄介(帝京大学医学部附属病院)
　　   濱 元拓(佐久医療センター)
　　   丸山 史晃(東京慈恵会医科大学)

Keynote 脳梗塞急性期　どうする？ 田端 実（東京ベイ・浦安市川医療センター）

Case 2 術前情報共有 病歴・治療までの経過 吉田 純（東京慈恵会医科大学）

Lecture 早期手術のメリット・デメリット 大門 雅夫（東京大学医学部附属病院）

心エコー図検討 心エコー図をよく観察すると、、、 大門 雅夫（東京大学医学部附属病院）

Discussion 緊急治療戦略 全員

Case 2   術中ビデオ チームの戦略 吉田 純（東京慈恵会医科大学）

Closing 脳梗塞急性期の分岐点 田中 信大（東京医科大学八王子医療センター）

10:30 11:40

座長：夜久 均（京都府立医科大学大学院）

　　   林田 健太郎（慶應義塾大学病院）

パネリスト：田端 実（東京ベイ・浦安市川医療センター）

          ⽩井 伸⼀（⼩倉記念病院）
          光武 耕太朗（埼⽟医科⼤学国際医療センター）
          伊藤 丈⼆（東京ベイ・浦安市川医療センター）
          望⽉ 泰秀（昭和⼤学医学部内科学講座）
協賛：Cook Japan株式会社、日本メドトロニック株式会社

Keynote TAVIと感染 林田 健太郎（慶應義塾大学病院）

Lecture PVEの診断 minimum requirement 芦原 京美（東京女子医科大学病院）

Case 3 術前情報共有 病歴・治療までの経過 石橋 瑠璃（帝京大学医学部附属病院）

Lecture デバイス感染の診断と治療 藤生 克仁（東京大学医学部附属病院）

Discussion 緊急治療戦略会議 全員

Case 3   術中ビデオ チームの戦略 石橋 瑠璃（帝京大学医学部附属病院）

Case 4 別のTAVI感染例 白井 伸一（小倉記念病院）

Closing デバイス感染の分岐点 夜久 均（京都府立医科大学大学院）

11:40 12:00

12:00 12:30 ランチョンセミナー１ CardioOncorogy
座長：高木 厚（埼玉県済生会川口総合病院）

演者：伊藤 浩（岡山大学大学院）

協賛：第一三共株式会社

12:30 13:00 ランチョンセミナー２
弁膜症に対するカテーテル治療　世界におけ

る現状と今後の展望

座長：國原 孝（東京慈恵会医科大学）

演者：林田 健太郎（慶應義塾大学病院）

協賛：エドワーズライフサイエンス株式会社

13:00 13:20

13:20 15:20

座長：阿部 恒平（聖路加国際病院）

          芦原 京美（東京⼥⼦医科⼤学病院）
パネリスト：福井 寿啓（熊本大学医学部附属病院）

          佐々⽊ 俊輔（⼿稲渓仁会病院）
          平⽥ 久美⼦（⼤阪教育⼤学）
          ⼤⻄ 俊成（桜橋渡辺病院）
          橋本 誠（札幌⼼臓⾎管クリニック）
          藤巻 晴⾹（千葉⼤学医学部附属病院）
協賛：株式会社フィリップス ジャパン

Keynote IEと紛らわしい症例 芦原 京美（東京女子医科大学病院）

Case 5 帝京大学医学部附属病院症例 名倉 福子（帝京大学医学部附属病院）

Case 6 帝京大学医学部附属病院症例 下川 智樹（榊原記念病院、帝京大学医学部附属病院）

Discussion 全員

Case 7 東京慈恵会医科大学症例 國原 孝（東京慈恵会医科大学）

Discussion 全員

Case 8 東京大学医学部附属病院症例 大門 雅夫（東京大学医学部附属病院）

Discussion 紛らわしいときのTO　DO　LIST 全員

Closing 阿部 恒平（聖路加国際病院）

パートナープレゼンテーション
循環器向けハイエンド超音波診断装置EPIQ
CVxのご紹介

株式会社フィリップス ジャパン

15:20 15:35

15:35 16:25 Yoshikawa Memorial Lecture
Frontiers of echocardiography in the era of
SHD intervention

座長：大北 裕（高槻病院）

演者：Patrica ann Pellikka（Mayo Clinic）
協賛：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

16:25 16:35 東京ハートラボ2019まとめ 渡邊 雄介（帝京⼤学医学部附属病院）
16:35 16:40 渡辺 弘之（東京ベイ・浦安市川医療センター）

（更新日：2019年11月11日）
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