
第 5 回 江東豊洲心血管カンファレンス 
プログラム 

 
日 時：2020年 2月 15日（土）8時 25分～17時 55分 

場 所：昭和大学江東豊洲病院 9階「講堂」 

参加費：医師 5,000円、医師以外 2,000円 

 

 

テーマ『低侵襲心臓治療の最先端』 

 

8 時 25 分～8 時 30 分  開会挨拶 

山口 裕己 （昭和大学江東豊洲病院 心臓血管外科 教授） 

 

8 時 30 分～9 時 30 分  モーニングレクチャー  

＜発表 50 分＋Discussion10 分＞ 

座長：丹野 郁 （昭和大学江東豊洲病院 循環器内科 教授） 
 

「心房細動に対する非薬物治療の現況 

～国内レジストレーションについての話題も含め～」 

国立循環器病研究センター 心臓血管内科 不整脈科部長  草野 研吾 

 

9 時 30 分～11 時 10 分  心房細動治療の最前線 

＜1 題： 発表 15 分＋Discussion5 分＞ 

座長：草野 研吾 （国立循環器病研究センター 心臓血管内科 不整脈科部長） 

山口 裕己 （昭和大学江東豊洲病院 心臓血管外科 教授） 
 

1．「心房細動治療の歴史 レートコントロール vs リズムコントロール」 

昭和大学江東豊洲病院 循環器内科 教授  丹野 郁  

2．「カテーテルアブレーションの現況（仮）」 

昭和大学藤が丘病院 循環器内科 准教授  浅野 拓  

3．「MAZE 手術（仮）」 

昭和大学江東豊洲病院 心臓血管外科 教授  山口 裕己  

4．「左心耳切除（仮）」 

筑波記念病院 副院長 心臓外科血管部長  末松 義弘  

5．「心原性脳梗塞：回復期リハビリ病院からみた現状」 

原宿リハビリテーション病院 院長／慶應義塾大学病院 心臓血管外科 名誉教授  四津 良平  



 

11 時 10 分～11 時 20 分  休憩 

 

11 時 20 分～12 時 00 分  僧帽弁閉鎖不全症の診断 

＜1 題： 発表 15 分＋Discussion5 分＞ 

座長：渡邉 望 （宮崎市郡医師会病院 循環器内科 科長 画像診断室長 兼 検査科長） 
 

1．「器質性僧帽弁閉鎖不全症の診断と治療」 

昭和大学江東豊洲病院 循環器内科 助教  福岡 裕人  

2．「機能性僧帽弁閉鎖不全症の診断と治療」 

昭和大学江東豊洲病院 循環器内科 助教  池田 尚子  

 

12 時 00 分～13 時 00 分  ランチョンセミナー 

＜発表 50 分＋Discussion10 分＞ 

 座長：江波戸 美緒 （昭和大学藤が丘病院 循環器内科 教授） 
 

「僧帽弁逆流の診断と治療における診断医の役割： 

経カテーテル的治療の時代を迎えて」 

宮崎市郡医師会病院 循環器内科 科長 画像診断室長 兼 検査科長  渡邉 望  

 

13 時 00 分～13 時 10 分  集合写真 撮影������� 

13 時 10 分～13 時 20 分  休憩 

 

 

13 時 20 分～14 時 00 分  経カテーテル的僧帽弁形成（MitraClip） 

＜1 題： 発表 15 分＋Discussion5 分＞ 

座長：新家 俊郎 （昭和大学病院 循環器内科 教授） 

1．「器質性 MR への MitraClip」 

昭和大学江東豊洲病院 循環器内科 講師  若林 公平  

2．「PFO 閉鎖術（仮）」 

昭和大学病院 循環器内科 教授  新家 俊郎  

 

14 時 00 分～15 時 000 分  アフタヌーンセミナー１ 

＜発表 50 分＋Discussion10 分＞ 

 座長：鈴木 洋 （昭和大学藤が丘病院 循環器内科 教授） 
 

「MitraClip の現状と今後の展望」 

帝京大学医学部 内科学講座 講師  片岡 明久  



 

15 時 00 分～15 時 20 分  一般演題 ポスターセッション 

 

15 時 20 分～16 時 20 分  アフタヌーンセミナー２ 

＜発表 50 分＋Discussion10 分＞ 

座長：山口 裕己 （昭和大学江東豊洲病院 心臓血管外科 教授） 
 

「Academic Surgeon になるために」 

東京慈恵会医科大学 心臓外科 教授  坂東 興  

 

16 時 20 分～17 時 40 分  経カテーテル的大動脈弁置換術（TAVI） 

＜1 題： 発表 15 分＋Discussion5 分＞ 

座長：青木   淳 （昭和大学病院 心臓血管外科 教授） 

若林 公平 （昭和大学江東豊洲病院 循環器内科 講師）  
 

1．「TAVR も行う心臓血管外科医が思う TAVR の展望」 

昭和大学病院 心臓血管外科 教授  青木 淳  

2．「TAVI 後の IE（仮）」 

昭和大学病院 循環器内科 講師  近藤 誠太  

3．「TAVI 施行後の AVR の経験」 

大阪大学大学院医学系研究科外科学講座心臓血管外科 准教授  戸田 宏一  

4．「SAVR の将来（外科的な AVR は果たしてどこへ行く）（仮）」 

昭和大学江東豊洲病院 心臓血管外科 教授 山口 裕己  

 

17 時 40 分～17 時 50 分  一般演題 優秀ポスター賞 表彰式 

 

17 時 50 分～17 時 55 分  閉会挨拶 

山口 裕己 （昭和大学江東豊洲病院 心臓血管外科 教授） 

 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

＜全員懇親会＞ 
18 時 10 分～ 

9 階「ラウンジ」（カンファレンス会場の隣） 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

＜2020.1.29 時点＞ 


