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  　　　　第35回日本冠疾患学会学術集会プログラムスケジュール　2021年12月17日（金）1日目

会場名 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30

第１会場
開
会
式

9：00～11：00

シンポジウム 1
「IMPELLAの適応・管理」

座長：戸田　宏一/西野　雅巳
コメンテーター：飯田　　充/奥村　貴裕/小岩屋　宏/甲斐沼　尚
演者：朔　　啓太/岡本　直高/中本　　敬/多田　　毅/河村　拓史/

大石　醒悟/真玉　英生/丸山　雄二/柴崎　郁子/内室　智也

11：10～12：30

シンポジウム 2
「ハートチーム症例検討会」

座長：赤阪　隆史/夜久　　均
コメンテーター：伊苅　裕二/大野　貴之/

藤田　知之/横井　宏佳
演者：東野　旭紘/野田　和樹/棗田　　誠/

佐々木　駿

12：50～13：50

ランチョンセミナー 1
「PCI用支援ロボット
CorPath GRXシステム

の実力を知る」
座長：安田　　聡
演者：肥田　賴彦/棗田　　誠
共催：シーメンスヘルスケア株式会社

14：00～15：40

シンポジウム 3
「AMIの急性期治療をどうすべきか」
座長：高山　守正/戸田　宏一
コメンテーター：石井　庸介/大橋　壯樹/辻田　賢一/

樋口　義治
演者：外海　洋平/島原　佑介/秦　　雅寿/樫山　紀幸/

浅海　泰栄/中田　　淳/中山　尚貴/石井　正将

15：50～16：55

シンポジウム 4
「院外心停止患者への 

循環器の関与」
座長：高山　守正/野々木　宏
コメンテーター：上妻　　謙/

中井　真尚/
成子　隆彦/
正井　崇史

演者：木村　一雄/田原　良雄/
小杉　隼平/黒木　識敬/
山内　　孝

17：05～18：40

シンポジウム 5
「循環器内科・心臓血管外科医の 

働き方改革」
座長：上田　恭敬/夜久　　均
コメンテーター：小宮　達彦/瀧　　翔哉/本江　純子/

正井　崇史
演者：瀧　　翔哉/森野　禎浩/柴崎　郁子/森田　茂樹/

小宮山伸之

第２会場

9：00～10：05

シンポジウム 6
「ULTIMATE試験と

Optimal PCIを議論する」
座長：中村　正人/吉野　秀朗
コメンテーター：赤阪　隆史/高梨秀一郎/

竹村　博文/中村　　淳
演者：中村　正人/香坂　　俊/

角辻　　暁/小宮　達彦/
木下　　武

10：20～11：40

シンポジウム 7
「対策基本法と啓発活動の 

現状と今後」
座長：高山　守正/平田　健一
コメンテーター：上田　恭敬/齋木　佳克/

野出　孝一/横山　　斉
演者：田原　良雄/石見　　拓/伊藤　智範/

加藤　　肇/倉橋　秀和/東　　信良

11：50～12：30

一般演題 1
「症例報告内科1」
座長：岩倉　克臣/

福田　宏嗣

12：50～13：50

ランチョンセミナー 2
「本邦の冠動脈インターベ

ンションの現在地とは？ 
－15年のシステマ

ティックレビューと最新
RCTより－」

座長：上田　恭敬
演者：浅野　　拓/中村　正人
共催：日本ライフライン株式会社

14：00～15：00

優秀演題賞候補
座長：上田　恭敬/高橋　俊樹
審査員：夜久　　均/小林順二郎/

野出　孝一
演者：末田　章三/中江　昌郎/

西本　裕二/朝倉　清史/
中井　理絵/小椋　弘樹

15：10～16：00

一般演題 2
「侵襲的・非侵襲的画

像診断2」
座長：上村　史朗/中島　博之

16：40～17：40

コーヒーブレイクセミナー
「冠動脈疾患の標準治療
Up to date 足し算ばか

りが能じゃない」
座長：田中　　篤
演者：野口　暉夫
共催：バイエル薬品株式会社

17：50～18：55

教育セッション 1
「虚血性心疾患における心

エコー：Up to Date」
座長：川合　宏哉/瀬尾　由広
コメンテーター：泉　　知里/

下川　智樹/
永井　知雄/
西　　宏之

演者：平野　　豊/大西　俊成/
岩橋　徳明/田中　秀和/
大西　哲存

第３会場

9：00～11：00

シンポジウム 8
「こんな症例どうする？」

座長：稲田　　司/高橋　俊樹
コメンテーター：塩野　泰紹/恒吉　裕史/水野　友裕/矢嶋　純二
演者：真玉　英生/家原　卓史/橋本　泰樹/小島　秀規/和田　賢二/

水野　友裕/石井　良直/山下　慶悟

11：10～12：40

シンポジウム 9
「CABG & PCI ハイブリッド 

血行再建のあり方」
座長：浅井　　徹/角辻　　暁
コメンテーター：石原　隆行/坂口　太一/

吉田　成彦
演者：下川　智樹/浅海　泰栄/吉岡　大輔/

中村　喜次/本田賢太朗/市堀　泰裕/
池岡　邦泰

12：50～13：50

ランチョンセミナー 3
「抗血栓療法 
Up to Date」

座長：土橋　和文
演者：坂本　知浩/加藤　元嗣
共催：ファイザー株式会社

14：00～15：00

一般演題 3
「症例報告外科1」
座長：篠内　和也/高橋　政夫

15：10～16：10

Meet the Expert 1
「Left atrial 

appendage closure 
technique for OPCAB 
～AtriClipの有用性と

ピットフォール～」
座長：西村　好晴
演者：小山　忠明
共催：センチュリーメディカル株式会社

16：30～17：40

外科ビデオシンポジウム 1
「sequential bypassの 

デザインと吻合方法 
（とくにITA）」

座長：坂口　太一/溝手　　勇
コメンテーター：赤堀　宏州/石川　哲也/

鈴木　友彰/中村　雅則
演者：板谷　慶一/松山　克彦/

井上　　武/甲斐沼　尚/
本田賢太朗

17：50～18：40

教育セッション 2
「非心臓手術周術期

の抗血栓療法」
座長：木村　一雄/

中村　正人
コメンテーター：上妻　　謙/

新家　俊郎/
中川　義久

演者：夏秋　政浩/
大塚　文之

第４会場

9：00～9：30

コメディカル 
教育講演 1

「今更聞けない
『コメディカル
が知っておくべ
き冠動脈疾患の
基本的な病態と
治療法の解説』」
座長：金谷　吉崇/

服部　雄司
演者：市堀　泰裕

9：35～10：05

コメディカル 
教育講演 2

「医療法改定へ
の対応を含めた
被ばく線量の管
理および記録 

―活用法について―」
座長：鯰井　秀之
演者：川野　　彰

10：10～11：30

コメディカル　シンポジウム 1
「冠動脈疾患の心臓カテーテル 

検査・PCI治療から病棟管理 
までのポイント」

座長：大竹陸希光/近藤　智勇
ディスカッサー：森　　直己
演者：友成　恵子/川村　克年/谷岡　　怜/

中村　康雄/岡村　正嗣

11：40～12：40

一般演題 4
「症例報告外科2」
座長：細川　丈志/正井　崇史

12：50～13：50

ランチョンセミナー 4
「MASTER-DAPT 

trial」
座長：中澤　　学
演者：外海　洋平
共催：テルモ株式会社

14：00～14：30

コメディカル 
教育講演 3

「冠動脈領域
で知っておく
べき画像診断 
―治療に必要な
知識と活用法―」
座長：永森　嵩士
演者：水戸　武史

14：50～16：10

コメディカル　シンポジウム 2
「心臓カテーテル検査室における
医療安全チェックリストの活用法 

―安全で安心な検査・治療を 
行うために―」

座長：有田　豊広/中平　修司
演者：山本　宗孝/大槻　尚男/庄司　香織/

藤井　順也/向井亮太郎

16：20～16：50

コメディカル 
教育講演 4

「動画で見る
虚血性疾患 
―心筋梗塞
とその外科

治療―」
座長：松本　猛志
演者：齊藤　哲也

16：50～18：10

コメディカル　シンポジウム 3
「重症冠疾患、救急医療における

ハートチームの連携 
―AMI、VSPの治療と 

コメディカルの関わり―」
座長：加藤　恵子/加藤　大三
演者：久保田　香/柳川　康洋/石川　　慶/

小田　亮介

18：20～19：00

コメディカル 
一般 1

「診療放射線・ 
臨床工学」

座長：中野　克哉/
古家　賢治

第５会場
9：00～10：10

一般演題 5
「一次予防と二次予防」
座長：高野　仁司/徳永　滋彦

10：20～11：20

一般演題 6
「侵襲的・非侵襲的 

画像診断1」
座長：稲見　茂信/貞弘　光章

11：30～12：20

一般演題 7
「症例報告内科2」
座長：阿古　潤哉/山口　敦司

13：45～15：05

抗血栓フォーラム
「出血リスク軽減を目指した 

抗血栓療法」
座長：木村　一雄/平山　篤志
演者：山下　武志/渡辺　宏俊/中村　正人
共催：第一三共株式会社

15：20～16：00

コメディカル 
一般 2

「看護・理学療法・
栄養」

座長：深水　愛子

16：10～16：50

一般演題 8
「心筋梗塞合併
症に対する外科
治療・低心機能、

虚血性MR」
座長：日比　　潔/

水野　友裕

17：00～17：40

一般演題 9
「CABG、その他1」
座長：長　　泰則/

土橋　和文

17：50～18：30

一般演題 10
「症例報告外科3」
座長：石井　康宏/

真鍋　　晋
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会場名 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30

第１会場

9：00～10：40

シンポジウム 10
「虚血性心筋症に対する治療戦略」

座長：坂田　泰史/澤　　芳樹
コメンテーター：磯村　　正/中川　義久/

山本　一博/若狭　　哲
演者：沼田　　智/天木　　誠/佐藤　直樹/樫山　紀幸/

宮川　　繁/古川　貢之/川本　尚紀/米田　正始

11：00～12：10

日本集中治療医学会・ 
日本冠疾患学会 

ジョイントセッション
「CCUの目的と将来展望」
座長：伊藤　智範/佐藤　直樹
コメンテーター：浅井　　徹/中尾　浩一/

藤田　知之/吉野　秀朗
演者：伊藤　智範/桃原　哲也/

山本　　剛/武居　哲洋/
小林　欣夫

12：20～13：20

ランチョンセミナー 5
「New device 

launched this year 
at Abbott Medical 

Japan」
座長：中澤　　学
演者：辻本　　充/水谷　一輝
共催：アボットメディカルジャパン

合同会社

13：30～14：40

シンポジウム 11
「冠血行再建術（PCI/CABG）

の周術期脳梗塞を減らす」
座長：樋口　義治/藤田　知之
コメンテーター：門田　一繁/田邉　健吾/

浜崎　安純/吉岡　大輔
演者：安永　元樹/水野　友裕/

飯野　賢治/橘　　一俊/
高橋　政夫

15：00～17：00

シンポジウム 12
「TAVI前/後の血行再建」

座長：鳥飼　　慶/林田健太郎
コメンテーター：大野　洋平/小宮　達彦/白井　伸一/福田　宏嗣
演者：山本　真功/津田　真希/前田　孝一/長沼　　亨/渡邊　雄介/

市堀　泰裕/高木　健督/大西　隆行/中井　真尚/國本　秀樹

閉
会
式

第２会場

9：00～10：15

シンポジウム 13
「心筋梗塞レジストリ全集合: 

現状と今後」
座長：石見　　拓
コメンテーター：浅井　　徹/上田　恭敬/

住吉　徹哉/本村　　昇
演者：伊藤　智範/永井　利幸/外海　洋平/

西平　賢作

11：20～12：20

シンポジウム 14
「ISCHEMIA試験の 
結果をどう解釈するか」
座長：伊苅　裕二/香坂　　俊
コメンテーター：上田　恭敬/

戸田　宏一/
中嶋　博之/
横井　宏佳

演者：香坂　　俊/中村　　淳/
大野　貴之/横井　宏佳

12：30～13：30

ランチョンセミナー 6
「循環器領域テーマ」
座長：上田　恭敬
演者：辻田　賢一/花谷　彰久
共催：ノバルティスファーマ株式会社

13：40～15：05

シンポジウム 15
「心房細動を合併する 
冠動脈疾患の治療戦略」

座長：石井　庸介/小川　久雄
コメンテーター：外海　洋平/新田　　隆/

安田　　聡/山口　裕己
演者：安田　　聡/外海　洋平/福嶌　五月/

山根　禎一/遠藤　大介/西　　宏之

15：05～16：05

Meet the Expert 3
「機能的僧帽弁閉鎖 

不全症における治療戦略」
座長：宮川　　繁
演者：秦　　雅寿
共催：エドワーズライフサイエンス

株式会社

16：15～17：15

外科ビデオシンポジウム 2
「グラフト採取法を 

Up-dateする」
座長：小船井光太郎/西　　宏之
コメンテーター：大塚　頼隆/

小山　忠明/
齊藤　克己/
下川　智樹

演者：橘　　一俊/佐村　高明/
矢嶋　真心/恒吉　裕史/
吉岡　大輔

第３会場

9：00～10：00

シンポジウム 16
「PCI/CABG症例にお
けるOptimal Medical 
Therapyの目標と現実」
座長：土井　　潔/横井　宏佳
コメンテーター：香坂　　俊/

坂口　元一/
三隅　寛恭/
宮内　克己

演者：香坂　　俊/畝　　　大/
島原　佑介/横井　宏佳

10：20～11：20

Meet the Expert 2
「"Challenge to 

Vulnerable Plaque" 
facing a new phase」

座長：上田　恭敬
演者：前原　晶子
共催：ニプロ株式会社

11：30～12：10

一般演題 11
「CABG、その他2」
座長：宮入　　剛/

武藤　　誠

12：20～13：20

ランチョンセミナー 7
「心不全診療を 

アップデートする」
座長：安部　晴彦
演者：朝倉　正紀
共催：アストラゼネカ株式会社・

小野薬品工業株式会社

13：30～15：00

日本冠疾患学会教育委員会企画
「この症例、ガイドラインに 

則ったらどう治療する？」
座長：志手　淳也/土井　　潔
演者：夜久　　均/岡村　篤徳/浅井　　徹/

高谷　具史/楠本　紘史/小山　忠明/
平岡　有努

15：05～16：10

教育セッション 3
「達人に学ぶ 

Complex PCI」
座長：岡村　篤徳/新家　俊郎
コメンテーター：角谷　　誠/

新浪　博士/
樋口　義治/
松宮　護郎

演者：福原　　怜/岡田　正治/
角辻　　暁/伊藤　良明/
道明　武範

16：20～17：10

一般演題 12
「CABGのグラフト

選択・評価」
座長：阿部　七郎/川人　宏次

第４会場

9：00～9：40

コメディカル　
教育講演 5

「抗血栓療法の
アップデート」
座長：大井　美和/

中藏伊知郎
演者：樋口　義治

9：50～11：10

コメディカル　シンポジウム 4
「コロナ禍における 
冠疾患診療の現場」

座長：大北　亜樹/原谷こずえ
演者：坂本　史衣/住田　有弘/加藤　恵子/

眞継　賢一/福井　教之

11：30～12：00

コメディカル 
教育講演 6

「研究のすすめ 
―コメディ
カルが実施
可能な冠疾
患領域での
臨床研究に
ついて―」
座長：木田　博太
演者：外海　洋平

12：20～13：20

ランチョンセミナー 8
「日常臨床における

FFRangio」
座長：南都　伸介
演者：GuyWitberg/松尾　仁司
共催：キャスワークス・ジャパン

合同会社

13：30～14：20

コメディカル 
シンポジウム 5

「冠疾患患者の治療
フェーズにおける心
臓リハビリテーショ

ンの介入 
―現状と課題―」

座長：堀　　貴史
演者：原谷こずえ/荒木　直哉

/佐藤　宏樹

14：30～15：00

コメディカル 
教育講演 7

「超高齢社会
における終
末期冠疾患
患者への意
思決定支援」
座長：深水　愛子
演者：大北　亜樹/

久保田ナナ

15：10～16：40

シンポジウム 17
「透析患者にCABG/PCIの遠隔成績」

座長：石原　正治/西村　好晴
コメンテーター：天野　哲也/高山　忠輝/

浜崎　安純/藤田　知之
演者：松廣　　裕/藤澤　直輝/片岡　　有/

山上　洋介/陳　　　軒/柳野　佑輔/
藤本　靖幸

第５会場

9：00～10：20

シンポジウム 18
「高齢者AMIにおける血行再建 
実施率をどうやって上げるか？」
座長：松宮　護郎/山田愼一郎
コメンテーター：片岡　　有/中嶋　博之/

秦　　広樹/森野　禎浩
演者：片岡　　有/伊苅　裕二/森野　禎浩/

堂前圭太郎/小山　忠明/村上　博久

10：40～12：10

外科ビデオシンポジウム 3
「大動脈基部再手術における 

冠動脈再建術」
座長：岡田　健次/野口　暉夫
コメンテーター：臼田　和生/塩瀬　　明/

中村　大輔/湊谷　謙司
演者：荻野　　均/清家　愛幹/幸田陽次郎/

島村　和男/内田　徹郎/田中亜紀子/
尾藤　康行

12：20～13：20

ランチョンセミナー 9
「Excimer Laser の 

可能性を検討する」
座長：片岡　　亨/木下　法之
演者：横井　宏和/YukiYamanaka
共催：株式会社フィリップス・ジャパン

13：30～14：15

シンポジウム 19
「PCI/CABG後の

抗血栓療法を 
どうするか」

座長：上妻　　謙/
坂口　元一

コメンテーター：辻田　賢一/
田鎖　　治/
夏秋　政浩/
福井　寿啓

演者：畝　　　大/
中村　正人

14：25～15：05

一般演題 13
「CABG、その他

3・合併手術」
座長：堀井　泰浩/

大塚　雅人

15：15～16：25

シンポジウム 20
「救急隊による12誘導心電図

はなぜ普及しない」
座長：木村　一雄/田原　良雄
コメンテーター：小野　　稔/中尾　浩一

/中川　義久/中川　雄公
演者：田原　良雄/木村　一雄/

森野　禎浩/佐々木伸和/
服部　志郎

会場名 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 21:00

13:30

13:30


