第８回日本心臓弁膜症学会

11月24日
（金）
口演会場

会場名

ポスター会場

5F 501ABS

5F 503CD

8：00

8：30〜8：40
9：00

Opening Remarks 会長 中野 清治・芦原 京美

8：40〜9：10 Endocarditis New Guideline
Topics of infective endocarditis new guideline

座長 赤石 誠
演者 大原 貴裕
コメンテーター 山口 裕己

8：00〜10：00

ポスター貼付

Morning Seminar 1（Invited Lecture）
Surgical indications and techniques in chronic severe mitral insufficiency

9：10〜10：00

10：00

座長 高梨 秀一郎
演者 Khalil Fattouch
共催 日本ライフライン株式会社

10：10〜11：20

Optimal Surgical Indication

座長 中谷 敏・岡村 吉隆
演者 阿部 幸雄
泉
知里Endocarditis New Guideline
8：40〜9
：10
11：00 コメンテーター 夜久 均・加瀬川 均
Topics of infective endocarditis new guideline

座長 赤石 誠
演者 大原 貴裕
コメンテーター 山口 裕己

11：20〜12：05 Special Lecture
My history of valve repair―Curiosity, opportunity and vocation
12：00

座長 江石 清行
演者 川副 浩平

12：20〜13：20

Luncheon Seminar 1
（New Technology）

座長 松居 喜郎・有田 武史
演者 多勢 耕平
Aubrey Anthony Almeida
13：00
菊地 翔
共催 エドワーズライフサイエンス株式会社/LiVaNova/センチュリーメディカル株式会社

10：00〜16：20

ポスター閲覧

13：30〜14：30 Afternoon Seminar 1（Debate）
Is warfarin necessary for mechanical valve
14：00 座長

種本 和雄・山田 聡
演者 田中 正史
齋木 佳克
共催 セント・ジュード・メディカル株式会社/ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

15：00

14：30〜15：10 Invited Lecture
座長 橋本 和弘
演者 Toshiharu Shinoka
The tissue-engineered living heart valve：
「Aortic Valve」國原
孝
コメンテーター
新田 隆
When will it be here?
15：10〜16：10

Pregnancy and Delivery

座長 田中 啓之・田邊 一明
演者 片岡 豪
有永 康一
篠原 徳子
16：00 コメンテーター 柴田 利彦

「Aortic Valve, Echo」大倉 宏之
「Mitral 1」松宮 護郎
「Mitral 2」中嶋 博之
「Bioprosthesis」西田 誉浩
「Interesting Case 1」林田 晃寛
「Interesting Case 2」齋藤 聡

慢性心房細動に起因する機能性僧帽弁閉鎖不全症例
（Atrial functional MR）
に対する僧帽弁形成術の中期成績
座長 中野 清治・芦原 京美
演者 高橋 洋介

17：00

Poster Presentation

17：10〜17：30

Best Presentation

17：30〜18：30

Video Session（MICS Summit）

「Aortic Valve」國原 孝
「Aortic Valve, Echo」大倉 宏之
「Mitral 1」松宮 護郎
「Mitral 2」中嶋 博之
「Bioprosthesis」西田 誉浩
「Interesting Case 1」林田 晃寛
「Interesting Case 2」齋藤 聡

座長 荒井 裕国・川合 宏哉
18：00 演者 伊藤 敏明
中村 喜次
コメンテーター 四津 良平

18：40〜20：10

8

16：20〜17：10

Welcome Party（5F

503ABCD）

第８回日本心臓弁膜症学会

11月25日
（土）
口演会場

会場名

5F 501ABS

8：00

8：30〜9：30

Sigmoid/HOCM・BAV

座長 向原 伸彦・大門 雅夫
9：00 演者 平田 久美子
下川 智樹
コメンテーター 倉田 篤・瀬尾 由広

Aortic Root
Valve sparing root replacement
（Root re-implantation）

9：30〜10：10
10：00

座長 岡林 均
演者 湊谷 謙司
コメンテーター 吉田 清

10：20〜11：10 Morning Seminar 2（Invited Lecture）
Aortic valve repair：State of the Art
11：00

座長 岡田 行功
演者 Munir Boodhwani
共催 センチュリーメディカル株式会社

11：30〜12：30

Luncheon Seminar 2（Technique of PTM Repair and TEE）

座長 芦原 京美・清水 淳
12：00 演者 水野 真吾
太田 隆嗣
共催 アボットバスキュラージャパン株式会社/シーメンスヘルスケア株式会社

13：00

12：40〜13：50 Afternoon Seminar 2（Debate）
TAVR の適応拡大は妥当か

座長 小林 順二郎・渡辺 弘之
演者 有田 武史
大北 裕
コメンテーター 澤 芳樹
共催 エドワーズライフサイエンス株式会社
14：00

13：50〜

Closing Remarks 代表世話人 高梨 秀一郎／次会長 夜久 均・泉 知里

15：00

16：00

17：00

18：00

9

