
第 2会場
5階

小ホール

◆日程表　2日目　9月30日（土）
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:007:30会　場

Time 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:007:30
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第 1会場
5階

大ホール

第 3会場
10階
1001

第 4 会場
10階
1002

第 5 会場
10階
1003

第 6 会場
10階

1004＋1005

第 7 会場
10階

1006＋1007

第 8 会場
10階
1008

第 9 会場
10階
1009

第 10 会場
11階

1101＋1102

第 11 会場
12階

特別会議場

第 12 会場
12階
1202

12 階
1201

ポスター会場
3階 イベントホール

デジタルポスター
3階 イベントホール

教育講演 6
石坂 信和
演者
：野口 暉夫

教育講演 7
栗田 隆志
演者
：安部 治彦

教育講演 8
平山 篤志
演者
：香坂 俊

教育講演 9
平田 健一
演者
：斯波 真理子

教育講演 10
小林 順二郎
演者：吉野 秀朗／
　　　荻野 均

シンポジウム 8
心臓再同期療法 (CRT) を再評価する：

心機能、運動耐容能、QOL
後藤 葉一／栗田 隆志

シンポジウム 9
DVT/PE の診断と治療、
予後は明確になったか？

山田 典一／山本 剛

シンポジウム 6
これだけは知っておきたい

心不全治療薬
増山 理／伊藤 宏

　　スペシャルシンポジウム
　　（スポンサードシンポジウム）
僧帽弁閉鎖不全症に対する経皮的カテーテル
治療の実際　-どの様な患者が恩恵を得られ、

どの様な病変は適さないのか -
代田 浩之

アボット バスキュラー ジャパン株式会社

日本心臓病学会・日本心臓血管外科学会
ジョイントシンポジウム

高度逆流を有する僧帽弁閉鎖不全症に対する
形成術の早期手術介入の適応
夜久 均／尾辻 豊

シンポジウム 7
心房細動に対する
非薬物的アプローチ
萩原 誠久／井上 耕一

チーム医療セッション 1
ハートチームの理想と現状：
コメディカルからの視点
赤阪 隆史／山中 源治

地域活動委員会企画
JCC ケースカンファレンス 1
心不全に合併する
不整脈の治療

佐藤 幸人／土肥 薫

地域活動委員会企画
JCC ケースカンファレンス 2
成人期川崎病症例
泉 知里／夜久 均

チーム医療セッション 2
高信頼性組織（HRO：High Reliability Organization）
へのアプローチ－心臓疾患治療のためのチーム医療－

辰巳 陽一

チーム医療セッション 3
心血管病診療において
専門資格を活かす
佐藤 匡也／深水 愛子

一般演題　口演　研究発表
虚血性心疾患 2

（O-130 ～ O-135）
上田 恭敬／高山 忠輝

コメンテーター：中村 正人

JECCS 共同プログラム
心臓診察における身体所見のとり方

～視診・触診・聴診～

JECCS 共同プログラム
心臓診察における身体所見のとり方

～視診・触診・聴診～

JECCS 共同プログラム
症例検討～身体所見から

心臓診察の実際･診察を体験～

JECCS 共同プログラム
症例検討～身体所見から

心臓診察の実際･診察を体験～

一般演題　口演　研究発表
虚血性心疾患 3

（O-160 ～ O-165）
田宮 栄治／藤田 博

コメンテーター：土師 一夫

一般演題　口演　研究発表
経皮的インターベンション
（O-154 ～ O-159）
道下 一朗／岡村 誉之

コメンテーター：門田 一繁

一般演題　口演　研究発表
心不全 2

（O-148 ～ O-153）
川上 利香／中村 一文
コメンテーター：吉川 勉

一般演題　口演　研究発表
心血管エコー

（O-118 ～ O-123）
石津 智子／大森 浩二
コメンテーター：赤石 誠

一般演題　口演　研究発表
Cardio-Oncology
（O-111 ～ O-117）
佐瀬 一洋／野原 隆司

教育委員会企画
「Physical Examination を学ぶ」1
セッション 1／基礎編

鄭 忠和

教育委員会企画
「Physical Examination を学ぶ」2
セッション 2／臨床編

渡辺 弘之

教育委員会企画
Physical Examination を学ぶ」3
セッション 3／実践編

福田 信夫

一般演題　口演
メディカルスタッフセッション

その他
（O-142 ～ O-147）
小菅 雅美／坂本 憲治

ランチョンセミナー10
平山 篤志

第一三共株式会社

ランチョンセミナー11
山本 一博

GE ヘルスケア・
ジャパン株式会社

ランチョンセミナー12
平田 健一

トーアエイヨー株式会社

ランチョンセミナー13
赤阪 隆史

サノフィ株式会社

ランチョンセミナー14
萩原 誠久

MSD株式会社／
バイエル薬品株式会社

ランチョンセミナー15
森野 禎浩

アボット バスキュラー
ジャパン株式会社

ランチョンセミナー16
増山 理

株式会社三和化学研究所

ランチョンセミナー17
木原 康樹

ブリストル・マイヤーズ スクイブ
株式会社／ファイザー株式会社

ランチョンセミナー18
阿古 潤哉

東芝メディカルシステムズ
株式会社

ランチョンセミナー29
鈴木 昌

大陽日酸株式会社

ランチョンセミナー19
野出 孝一

田辺三菱製薬株式会社

会長講演
河合 忠一
演者：
宮崎 俊一

坂本レクチャー
Shunichi Miyazaki
演者：
Antonio Colombo

特別講演 6
Yoshihiko Saito
演者：Barry
H. Greenberg

特別講演 7
Masakazu Yamagishi
演者：Leonardo
Bolognese

特別講演 8
Minoru Yoshiyama
演者：Theodore
W. Kurtz

特別講演 9
Mitsuaki Isobe
演者：
Bruce C. Neal

特別講演 10
Masafumi Yano
演者：Kirk
L. Peterson

特別講演 11
Minoru Horie
演者：John
D. Carroll

日本心臓病学会・日本心臓
リハビリテーション学会
ジョイントシンポジウム

肺高血圧症のリハビリテーション
佐藤 徹／山科 章

JCC-ACC
ジョイントシンポジウム
Heart Failure in Women

Mary Norine Walsh ／ Yoshihiko Saito

日本心臓病学会・日本冠疾患学会
ジョイントシンポジウム
冠動脈疾患を合併した
大動脈弁狭窄の診断と治療

赤阪 隆史／夜久 均

モーニングセミナー 1
CRT - ノンレスポンダー
へのさらなる挑戦
井上 耕一

アボット（セント・ジュード・
メディカル株式会社）

モーニング
レクチャー 1
臨床研究に必要
な医療統計
上嶋 健治

モーニング
レクチャー 2
FFR-CT
岩永 善高

シンポジウム 10
心不全治療の新しい展開

筒井 裕之／澤 芳樹

心不全緩和ケア研究会
肥後 太基／菅野 康夫

会長特別企画 7
歴代内科専門医部会長と学ぶ

心臓病診療
石村 孝夫／木野 昌也／渡辺 毅

会長特別企画 9
自律神経修飾による循環器疾患

治療の可能性
砂川 賢二／山本 裕美

会長特別企画 14
心臓病診療における専門医資格と

フェローシップの役割
一色 高明／宮崎 俊一

会長特別企画 11
真のスペシャリストとは
近森 大志郎／中村 正人

会長特別企画 10
循環器疾患合併糖尿病のマネージメント：

HbA1c に代わる指標は？
木村 一雄／中尾 浩一

シンポジウム 11
感染性心内膜炎の評価・治療

中谷 敏／岩永 史郎

パネルディスカッション 1
糖尿病管理のスタンダード
平山 篤志／綿田 裕孝

会長特別企画 12
集中治療室における
循環器医のGenerality
高山 守正／笠岡 俊志

循環器タイムトラベル
フォーラム

児玉 和久／平山 篤志
武田薬品工業株式会社

会長特別企画 13
重症虚血肢に対する血行再建の現状：

血行再建から運動療法まで
横井 良明／北野 育郎

会長特別企画 8
プラークは本当に退縮するか？

梶波 康二／辻田 賢一

ポスター発表ポスター閲覧 ポスター閲覧 ポスター撤去ポスター掲示

発　表

ユニバーサル･スタジオ･ジャパン
会長懇親会
19:00 ～ 21:00

一般演題　口演
メディカルスタッフセッション

看護
（O-099 ～ O-104）
吉田 俊子／谷 知子

一般演題　口演
メディカルスタッフセッション
リハビリテーション
（O-105 ～ O-110）
礒 良崇／小笹 寧子

JECCS 共同プログラム
レクチャー：心臓病患者の
ベッドサイド診察法
（※7階 702）

一般演題　口演　研究発表
リスクファクター 2
（O-124 ～ O-129）
佐藤 加代子／佐野 元昭

コメンテーター：三浦 伸一郎

一般演題　口演　研究発表
観血的イメージング 2
（O-136 ～ O-141）
本江 純子／廣 高史

コメンテーター：上村 史朗

JCC-ASIA 1
JAMIR-KAMIR

ジョイントシンポジウム
Myung Ho Jeong ／ Satoshi Yasuda

JCC-ASIA 2
JCC-KSCMS

ジョイントシンポジウム
State-of-Art Cardiometabolic Syndrome
Kwang Kon Koh ／ Katsumi Miyauchi

P.53 P.129P.41 P.41 P.74 P.76

P.97 P.44 P.44 P.44 P.45P.45 P.45

P.94 P.129P.95 P.93 P.99

P.72 P.129P.86 P.87 P.88

P.73 P.130P.56 P.58 P.61

P.199 P.130P.200 P.111 P.111 P.300

P.201 P.130P.108 P.109 P.110

P.54

P.125

P.123

P.123 P.131P.57 P.75 P.209

P.104 P.104 P.104 P.131P.105 P.105 P.59 P.77

P.202 P.203 P.210 P.211

P.81 P.132

P.131

P.98 P.82 P.212

P.204 P.132P.205 P.60 P.117

P.217

P.218

P.116 P.116 P.116 P.116 P.116


