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コースディレクター・メッセージ
本年度は MitraClip 元年、TAVI から 5 年というある意味節目の年と考える。TAVI は熟成期を迎えたとはいえまだ
まだ議論すべき点はたくさんあると考える。
1 日目は Mitral day とし、僧帽弁の解剖、外科的治療の最新状況、Mitral valve intervention を紹介し何よりも重
要な経食道エコーに関しては初心者から上級者、インターベンション医から TEE のスペシャリストまでに要求さ
れる MitraClip を施行する際の Tips をエキスパートより紹介していただく。

5 月 17 日（金）第４会場
9:00-10:30
「LAAC の夜明け: 左心耳閉鎖」
座

長

松尾

弥枝（北関東循環器病院）

森野

禎浩（岩手医科大学）

9:00- 9:15「LAA の Anatomy」

瀬尾

由広（名古屋市立大学）

9:15- 9:30「LAAC surgical approach」

坂口

元一（近畿大学）

9:30- 9:45「LAAC 世界の evidence」

阿佐美 匡彦（三井記念病院）

9:45-10:00「LAAC のカテーテル治療；計測」

久保

俊介（倉敷中央病院）

松本

崇（仙台厚生病院）

10:00-10:25「LAAC の治療の実際」

11:00-12:30
「TAVI Part1: Sapien3 valve」
座

長

コメンテーター

新家

俊郎（昭和大学病院）

林田 健太郎（慶應大学病院）

江原

夏彦（神戸中央市民病院）

古賀

聖士（長崎大学病院）

高瀬谷

徹（久留米大学）

多田

憲生（仙台厚生病院）

日浅

豪（愛媛県立中央病院）

福

康志（倉敷中央病院）

水谷

一輝（大阪市立大学医学部附属病院）

11:00-11:15「Valve thrombosis up to date」

林田 健太郎（慶應義塾大学病院）

11:15-11:30「Stroke in TAVI up to date」

荒木

11:30-11:45「Valve degeneration up to date」

阿佐美 匡彦（三井記念病院）

11:45-12:25 Video Live「Sapien3」

白井

基晴（済生会横浜東部病院）

伸一（小倉記念病院）

14:00-15:30
「MitraClip: TEE 解析ライブ Video Live 症例」
コースディレクター・メッセージ
MitraClip は事前のプランニングが極めて重要ですが、その過程は症例発表では殆ど触れられません。そし
て各施設それぞれのやり方、流派があります。解析ライブでは、この後に行われる Video Live 症例を対象と
して、MitraClip の準備段階を全て公開し、ディスカッションします。心房中隔穿刺についても、小倉記念
病院メソッドを紹介します。MitraClip は準備の TEE から既に始まっているのと同様、Video Live 症例はこ
の解析ライブからスタートしています。
座

長

林田 健太郎（慶應義塾大学病院）

白井

伸一（小倉記念病院）

オペレーター

磯谷

彰宏（小倉記念病院）

矢野 真理子（小倉記念病院）

コメンテーター

久保

俊介（倉敷中央病院）

桒田

日浅

謙一（九州大学）

細川

忍（徳島赤十字病院）

堀端

洋子（済生会熊本病院）

松本

崇（仙台厚生病院）

真吾（聖マリアンナ医科大学）

14:00-14:15 基調講演「患者適応と形態適応からエンドポイントをどのように考えるか？」
松本
崇（仙台厚生病院）
14:15-14:30「Video Live 症例の症例紹介と適応のディスカッション」
矢野 真理子（小倉記念病院）
14:30-15:10「TEE 解析ライブ & ディスカッション Clipping strategy」磯谷

彰宏（小倉記念病院）

15:10-15:30「TEE 解析ライブ & ディスカッション 心房中隔穿刺方」 磯谷

彰宏（小倉記念病院）

16:40-18:10
「MitraClip: Video Live」
コースディレクター・メッセージ
事前の綿密な準備と計画に基づいて MitraClip の手技は進行します。しかし、事前の予想に反して手技中に
一から strategy を再構築する必要が生じることもあります。事前の計画と術中の臨機応変な対応、どちら
も MitraClip には必要です。TEE 解析ライブ + Video Live で MitraClip の実際に迫ります。
座

長

コメンテーター

有田

武史（福岡和白病院）

林田 健太郎（慶應義塾大学病院）

久保

俊介（倉敷中央病院）

桒田

日浅

謙一（九州大学）

細川

忍（徳島赤十字病院）

堀端

洋子（済生会熊本病院）

松本

崇（仙台厚生病院）

真吾（聖マリアンナ医科大学）

16:40-16:50「症例紹介、前半のディスカッションも総合して」 矢野 真理子（小倉記念病院）
16:50-17:00「Strategy のディスカッションのまとめ」

磯谷

彰宏（小倉記念病院）

17:05-18:00 Video Live

白井

伸一（小倉記念病院）

コースディレクター・メッセージ
本年度は MitraClip 元年、TAVI から 5 年というある意味節目の年と考える。TAVI は熟成期を迎えたとはいえまだ
まだ議論すべき点はたくさんあると考える。
2 日目は、Aortic day とし、大動脈弁の解剖、最新の外科的治療、さらに TAVI の basic から advance な内容をエ
キスパートとともに議論を行う。

5 月 18 日（土）第４会場
9:00-10:30
「TAVI bail-out seminer」
座

長

コメンテーター

鳥飼

慶（獨協医科大学埼玉医療センター）

阿佐美 匡彦（三井記念病院）

渡辺

弘之（東京ベイ・浦安市川医療センター）

上野

博志（富山大学附属病院）

江原

夏彦（神戸市立医療センター中央市民病院） 島本

志村

徹郎（豊橋ハートセンター）

福

康志（倉敷中央病院）

水谷

一輝（大阪市立大学医学部附属病院）

柚木

純二（佐賀大学医学部附属病院）

9:00- 9:20「Annulus rupture からの bail-out」

新井

善雄（小倉記念病院）

9:20- 9:40「Stuck valve からの bail-out」

渡邊

雄介（帝京大学医学部附属病院）

9:40-10:00「Vascular complication」

山本

真功（豊橋ハートセンター）

川口

朋宏（小倉記念病院）

10:00-10:20「Hypotension during TAVI」

健（倉敷中央病院）

11:00-12:30
「TAVI PART2: Evolut PRO」
座

長

桃原

哲也（川崎幸病院）

阿佐美 匡彦（三井記念病院）

上野

博志（富山大学附属病院）

長沼

日浅

豪（愛媛県立中央病院）

山本

真功（豊橋ハートセンター）

11:00-11:15「Evolut up to date」

坂本

知浩（済生会熊本病院心臓血管センター）

11:15-11:30「PCI after Evolut R/PRO implantation」

八戸

大輔（札幌心臓血管クリニック）

11:30-11:45「No rapid pacing TAVI」

林

昌臣（小倉記念病院）

11:45-12:20 Video Live「Evolut PRO」

白井

伸一（小倉記念病院）

コメンテーター

大野

FOCUS□
洋平（東海大学医学部付属病院）
亨（新東京病院）

水谷

一輝（大阪市立大学医学部附属病院）

渡邊

雄介（帝京大学医学部附属病院）

【共催：日本メドトロニック株式会社】

14:00-15:40
「Focus SHD」
14:00-14:25
「PFO の適応」
座

長

有田

武史（福岡和白病院）

演

者

赤木

禎治（岡山大学病院）

原

英彦（東邦大学医療センター大橋病院）

原

英彦（東邦大学医療センター大橋病院）

森野

禎浩（岩手医科大学）

松本

崇（仙台厚生病院）

14:25-14:50
「MR をメカニズムから解明する。」
座

長

有田

演

者

尾辻

武史（福岡和白病院）
豊（産業医科大学病院）

15:00-15:40
「LAAC Focus Session」
座

長

コメンテーター
演

者

原

英彦（東邦大学医療センター大橋病院）

出雲

昌樹（聖マリアンナ医科大学）

中島

祥文（岩手医科大学）

白井

伸一（小倉記念病院）

15:40-16:40
Focus Video Live「症例ビデオでイチから学ぶ
座

長

コメンテーター
演

者

WATCHMANTM 左心耳閉鎖システム」

原

英彦（東邦大学医療センター大橋病院）

森野

禎浩（岩手医科大学）

中島

祥文（岩手医科大学）

松本

崇（仙台厚生病院）

森野

禎浩（岩手医科大学）
【共催：ボストン・サイエンティフィッィク ジャパン株式会社】

16:40-18:10
「九州 TAVI basic & advance course」
座

長

コメンテーター

坂本

知浩（済生会熊本病院心臓血管センター）

園田

拓道（九州大学病院）

大井

啓司（福岡県済生会福岡総合病院）

下村

英紀（福岡徳洲会病院）

首藤

敬史（大分大学医学部附属病院）

鈴山

寛人（済生会熊本病院心臓血管センター）

永野

貴昭（琉球大学医学部附属病院）

平峯

聖久（鹿児島医療センター）

福田

幸弘（広島大学病院）

古堅

真（宮崎市郡医師会病院）

西岡

健司（広島市立広島市民病院）

16:40-17:00「基本的な TAVI 手技を見直す」

17:00-18:10
「Anatomical high risk TAVI」
17:00-17:15「低心機能に対する TAVI ハートチームの戦略」日浅

豪（愛媛県立中央病院）

17:15-17:30「呼吸機能低下症例 TF アプローチでどこまで戦略的に攻めるか」
佐藤 克政（福山循環器病院）
17:30-17:45「術後 PCI を見据えたデバイス選択」

林

昌臣（小倉記念病院）

17:45-18:00「Post dilatation の意義とリスク」

川口

朋宏（小倉記念病院）

