
34

9:00

【第 2日目】10月 10日（土）

部屋名 会場名
（フロア）

第1会場 国際会議場
（4F）

第2会場

第3会場 大会議室
（7F）

第4会場 606会議室
（6F）

ハンズオン
会場

607会議室
（6F）

ハンズオン
会場

608会議室
（6F）

ハンズオン
会場

円形ホール
（1F）

ポスター会場 交流ギャラリー
（2F）

機器展示会場 イベントホール B
（B2F）

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

00

ポスター閲覧

00 00

ポスター討論② ポスター討論③

00

機器展示 

00

0000 00

ポスター撤去

00

招請講演2
「The Past, Present, and Future 
of the SCA/ASE Perioperative 

Transesophageal
Echocardiography Guidelines」

Scott T. Reeves
座長：小出 康弘

00 00

藤田昌雄賞候補
セッション

座長：溝部 俊樹
演者：塩路 直弘、
　　　前田 琢磨、
　　　油利 俊輔、
　　　小嶋 亜希子、
　　　川西 秀明

00 00

教育講演2
心臓血管麻酔の術後管理のポイント

「もしも麻酔科医が心臓血管外科 ICUを
ローテートしたら」讃井 將満

「小児心臓血管麻酔の集中治療」
戸田 雄一郎

座長：松田 直之

00 30

招請講演3
「Perioperative cardiovascular 
evaluation and management 

of patients undergoing 
noncardiac surgery」

Lee A. Fleisher
座長：外 須美夫

20 20

招待講演
「新生児心疾患に対する
外科治療成績の現況」

角　 秀秋
座長：水野 圭一郎

50 50

基調講演
「Preoperative Cardiac Risk 

Stratification for 
Non-Cardiac Surgery:
Where Do We Stand in 

2015 ?」
Hans-Joachim Priebe

座長：瀬尾 勝弘

20 10
シンポジウム5

TEEと教育研究
「TEE の教育の改善にむけて－アメリカにおける

現情との比較をもとに」石黒 芳紀
「TEE シミュレータによる教育の可能性」下出 典子
「TEE と教育研究：小児TEE の研究」黒川 　智

「TEE 研究の方法（成人）」川人 伸次
座長：石黒 芳紀、北畑 　洋

00 00

ランチョンセミナー5
「心電図と血圧にまつわる

エピソード医学史」
佐藤 　裕

座長：山浦 　健
共催：アッヴィ合
　　　丸石製薬㈱

10

ランチョンセミナー6
「OPCABの周術期管理」

尾前 　毅
座長：大西 佳彦

共催：日本光電九州㈱

10

ランチョンセミナー7
「脊髄保護の過去、
現在そして未来へ」

垣花 　学
座長：坂本 篤裕

共催：小野薬品工業㈱

10

ランチョンセミナー8
「心臓外科手術患者に
おける血中乳酸値」

坂口 嘉郎
座長：鈴木 利保

共催：アリーアメディカル㈱

10

10

10

1010

シンポジウム6
ACC/AHA心疾患者における非開心術管理のガイドライン

「日本における術前心機能評価の現状」的場 哲哉
「重症心疾患を合併した非心臓手術症例の周術期管理」宮脇 郁子
「ガイドラインから読み解く、抗血小板薬、抗凝固薬投薬患者の

取り扱い」小川 　覚
座長：瀬尾 勝弘、有田 武史

10 00

シンポジウム７
TEEとハートチーム（外科と内科と麻酔科）
「麻酔科医がTEE を診る理由」能見 俊浩

「術中経食道心エコー図検査を行うために心がけていること」馬原 啓太郎
「心臓外科症例の経食道心エコーに関わるハートチームのあるべき姿とは？」田鎖 　治

「当院におけるTEE と臨床検査技師の役割」小川 幸宏
座長：金　 信秀、大西 佳彦

30 30

シンポジウム9
麻酔科医の担当する術後管理

「心臓外科手術後患者の鎮静と鎮痛：患者搬送から離床まで」天谷 文昌
「呼吸管理」松田 直之

「麻酔科医だからできる循環管理」畠山 　登
「麻酔科医が担当する周術期栄養管理」江木 盛時

「心臓血管症例の集中治療におけるリハビリテーションの有効性」貝沼 関志
座長：松田 直之

20 50

ProCon
座長：貝沼 関志　 演者（Pro）：青山 　正　 演者（Con）：加藤 真也
座長：尾前 　毅　 演者（Pro）：桑島 　謙　 演者（Con）：稲冨 佑弦
座長：釈永 清志　 演者（Pro）：市川 　崇　 演者（Con）：青木 優太
座長：石井 久成　 演者（Pro）：佐藤 敬太　 演者（Con）：中山 力恒
座長：髙橋 伸二　 演者（Pro）：橋本 　篤　 演者（Con）：江木 盛時
座長：川村 隆枝　 演者（Pro）：石田 祐基　 演者（Con）：池崎 弘之

00 00

シンポジウム8
心臓血管外科手術におけるチーム医療

コメンテーター：村田 光繁
「周術期管理におけるチーム医療再考－周術期管理士養成と導入は医療の質と安全を向上させる－」

西田 　博
「OPCABを通して心臓外科医と麻酔医における連携の重要性を再考する」竹村 博文

「低侵襲手術へのチーム医療　－麻酔科医の立場から－」大西 佳彦
「体外循環技士の低侵襲手術への対応～医療チームに分かって頂きたい人工心肺の現状～」安野 　誠

座長 :野村 　実、富永 隆治

30 00

一般口演3
非心臓手術

座長：山本 達郎

20 10

一般口演4
先天性心疾患：成人
座長：岩崎 達雄

20 20

一般口演5
TEE：僧帽弁疾患、その他

座長：澤井 俊幸

20 20

神経ブロックハンズオン1
PBLによるハンズオン：心疾患合併の非心臓手術、心臓大血管手術の神経ブロック
コーディネーター：野村 岳志、上嶋 浩順
インストラクター：笹川 智貴、福井 公哉、新屋 苑恵、吉村 　学、
　　　　　　　　　吉田 敬之、寺田 祥子、藤井 智子、武田 敏宏
協力：GEヘルスケア・ジャパン㈱ /㈱富士フイルムソノサイト・ジャパン

00 30

CPBハンズオン1
インストラクター：百瀬 直樹、赤地 　吏、古山 義明、
　　　　　　　　　吉田 秀人、薗田 　誠、荒木 康幸、
　　　　　　　　　平井 雅博、冨重 明弘、安野 　誠
協力：泉工医科工業株式会社、ソーリングループ株式会社、
　　　株式会社テルモ

00 00

CPBハンズオン2
インストラクター：百瀬 直樹、赤地 　吏、古山 義明、
　　　　　　　　　吉田 秀人、薗田 　誠、荒木 康幸、
　　　　　　　　　平井 雅博、冨重 明弘、安野 　誠
協力：泉工医科工業株式会社、ソーリングループ株式会社、
　　　株式会社テルモ

00 00

神経ブロックハンズオン2
PBLによるハンズオン：心疾患合併の非心臓手術、心臓大血管手術の神経ブロック
コーディネーター：野村 岳志、上嶋 浩順
インストラクター：笹川 智貴、福井 公哉、新屋 苑恵、吉村 　学、
　　　　　　　　　吉田 敬之、寺田 祥子、藤井 智子、武田 敏宏
協力：GEヘルスケア・ジャパン㈱ /㈱富士フイルムソノサイト・ジャパン

20 50

Run for the Heart 4K!
7:00～スタート
大濠公園

17：30～ 20周年記念式典
 会場：ソラリア西鉄ホテル
 　　　8F　聖天

18：00～ 会員懇親会
 会場：ソラリア西鉄ホテル
 　　　8F　彩雲（雪・月）

２-１ TEE：弁疾患
２-２ 先天性心疾患：麻酔管理
２-３ 先天性心疾患：成人
２-４ 後天性心疾患：血栓症
２-５ 後天性心疾患：褐色細胞腫、その他
２-６ 大血管：麻酔管理
２-７ 大血管：TEVAR・ EVAR
２-８ 大動脈弁疾患：TAVR/ 麻酔管理
２-９ 人工心肺
２-10 人工心肺：血液凝固管理
２-11 モニタリング：PAC、その他 

２-12 低侵襲心臓手術
２-13 TEE：大血管その他
２-14 先天性心疾患：姑息術
２-15 冠動脈疾患
２-16 大血管：TEVAR
２-17 大血管：TEVAR・ EVAR/ 脳神経合併症
２-18 大動脈弁疾患：TAVR/ 合併症
２-19 人工心肺合併症
２-20 止血・凝固モニタリング
２-21 静脈穿刺・合併症
２-22 ペースメーカー・不整脈 

ポスター閲覧

00

イベントホール
（B2F）
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【第 2日目】10月 10日（土）

部屋名 会場名
（フロア）

第1会場 国際会議場
（4F）

第2会場

第3会場 大会議室
（7F）

第4会場 606会議室
（6F）

ハンズオン
会場

607会議室
（6F）

ハンズオン
会場

608会議室
（6F）

ハンズオン
会場

円形ホール
（1F）

ポスター会場 交流ギャラリー
（2F）

機器展示会場 イベントホール B
（B2F）

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

00

ポスター閲覧

00 00

ポスター討論② ポスター討論③

00

機器展示 

00

0000 00

ポスター撤去

00

招請講演2
「The Past, Present, and Future 
of the SCA/ASE Perioperative 

Transesophageal
Echocardiography Guidelines」

Scott T. Reeves
座長：小出 康弘

00 00

藤田昌雄賞候補
セッション

座長：溝部 俊樹
演者：塩路 直弘、
　　　前田 琢磨、
　　　油利 俊輔、
　　　小嶋 亜希子、
　　　川西 秀明

00 00

教育講演2
心臓血管麻酔の術後管理のポイント

「もしも麻酔科医が心臓血管外科 ICUを
ローテートしたら」讃井 將満

「小児心臓血管麻酔の集中治療」
戸田 雄一郎

座長：松田 直之

00 30

招請講演3
「Perioperative cardiovascular 
evaluation and management 

of patients undergoing 
noncardiac surgery」

Lee A. Fleisher
座長：外 須美夫

20 20

招待講演
「新生児心疾患に対する
外科治療成績の現況」

角　 秀秋
座長：水野 圭一郎

50 50

基調講演
「Preoperative Cardiac Risk 

Stratification for 
Non-Cardiac Surgery:
Where Do We Stand in 

2015 ?」
Hans-Joachim Priebe

座長：瀬尾 勝弘

20 10
シンポジウム5

TEEと教育研究
「TEE の教育の改善にむけて－アメリカにおける

現情との比較をもとに」石黒 芳紀
「TEE シミュレータによる教育の可能性」下出 典子
「TEE と教育研究：小児TEE の研究」黒川 　智

「TEE 研究の方法（成人）」川人 伸次
座長：石黒 芳紀、北畑 　洋

00 00

ランチョンセミナー5
「心電図と血圧にまつわる

エピソード医学史」
佐藤 　裕

座長：山浦 　健
共催：アッヴィ合
　　　丸石製薬㈱

10

ランチョンセミナー6
「OPCABの周術期管理」

尾前 　毅
座長：大西 佳彦

共催：日本光電九州㈱

10

ランチョンセミナー7
「脊髄保護の過去、
現在そして未来へ」

垣花 　学
座長：坂本 篤裕

共催：小野薬品工業㈱

10

ランチョンセミナー8
「心臓外科手術患者に
おける血中乳酸値」

坂口 嘉郎
座長：鈴木 利保

共催：アリーアメディカル㈱

10

10

10

1010

シンポジウム6
ACC/AHA心疾患者における非開心術管理のガイドライン

「日本における術前心機能評価の現状」的場 哲哉
「重症心疾患を合併した非心臓手術症例の周術期管理」宮脇 郁子
「ガイドラインから読み解く、抗血小板薬、抗凝固薬投薬患者の

取り扱い」小川 　覚
座長：瀬尾 勝弘、有田 武史

10 00

シンポジウム７
TEEとハートチーム（外科と内科と麻酔科）
「麻酔科医がTEE を診る理由」能見 俊浩

「術中経食道心エコー図検査を行うために心がけていること」馬原 啓太郎
「心臓外科症例の経食道心エコーに関わるハートチームのあるべき姿とは？」田鎖 　治

「当院におけるTEE と臨床検査技師の役割」小川 幸宏
座長：金　 信秀、大西 佳彦

30 30

シンポジウム9
麻酔科医の担当する術後管理

「心臓外科手術後患者の鎮静と鎮痛：患者搬送から離床まで」天谷 文昌
「呼吸管理」松田 直之

「麻酔科医だからできる循環管理」畠山 　登
「麻酔科医が担当する周術期栄養管理」江木 盛時

「心臓血管症例の集中治療におけるリハビリテーションの有効性」貝沼 関志
座長：松田 直之

20 50

ProCon
座長：貝沼 関志　 演者（Pro）：青山 　正　 演者（Con）：加藤 真也
座長：尾前 　毅　 演者（Pro）：桑島 　謙　 演者（Con）：稲冨 佑弦
座長：釈永 清志　 演者（Pro）：市川 　崇　 演者（Con）：青木 優太
座長：石井 久成　 演者（Pro）：佐藤 敬太　 演者（Con）：中山 力恒
座長：髙橋 伸二　 演者（Pro）：橋本 　篤　 演者（Con）：江木 盛時
座長：川村 隆枝　 演者（Pro）：石田 祐基　 演者（Con）：池崎 弘之

00 00

シンポジウム8
心臓血管外科手術におけるチーム医療

コメンテーター：村田 光繁
「周術期管理におけるチーム医療再考－周術期管理士養成と導入は医療の質と安全を向上させる－」

西田 　博
「OPCABを通して心臓外科医と麻酔医における連携の重要性を再考する」竹村 博文

「低侵襲手術へのチーム医療　－麻酔科医の立場から－」大西 佳彦
「体外循環技士の低侵襲手術への対応～医療チームに分かって頂きたい人工心肺の現状～」安野 　誠

座長 :野村 　実、富永 隆治

30 00

一般口演3
非心臓手術

座長：山本 達郎

20 10

一般口演4
先天性心疾患：成人
座長：岩崎 達雄

20 20

一般口演5
TEE：僧帽弁疾患、その他

座長：澤井 俊幸

20 20

神経ブロックハンズオン1
PBLによるハンズオン：心疾患合併の非心臓手術、心臓大血管手術の神経ブロック
コーディネーター：野村 岳志、上嶋 浩順
インストラクター：笹川 智貴、福井 公哉、新屋 苑恵、吉村 　学、
　　　　　　　　　吉田 敬之、寺田 祥子、藤井 智子、武田 敏宏
協力：GEヘルスケア・ジャパン㈱ /㈱富士フイルムソノサイト・ジャパン

00 30

CPBハンズオン1
インストラクター：百瀬 直樹、赤地 　吏、古山 義明、
　　　　　　　　　吉田 秀人、薗田 　誠、荒木 康幸、
　　　　　　　　　平井 雅博、冨重 明弘、安野 　誠
協力：泉工医科工業株式会社、ソーリングループ株式会社、
　　　株式会社テルモ

00 00

CPBハンズオン2
インストラクター：百瀬 直樹、赤地 　吏、古山 義明、
　　　　　　　　　吉田 秀人、薗田 　誠、荒木 康幸、
　　　　　　　　　平井 雅博、冨重 明弘、安野 　誠
協力：泉工医科工業株式会社、ソーリングループ株式会社、
　　　株式会社テルモ

00 00

神経ブロックハンズオン2
PBLによるハンズオン：心疾患合併の非心臓手術、心臓大血管手術の神経ブロック
コーディネーター：野村 岳志、上嶋 浩順
インストラクター：笹川 智貴、福井 公哉、新屋 苑恵、吉村 　学、
　　　　　　　　　吉田 敬之、寺田 祥子、藤井 智子、武田 敏宏
協力：GEヘルスケア・ジャパン㈱ /㈱富士フイルムソノサイト・ジャパン

20 50

Run for the Heart 4K!
7:00～スタート
大濠公園

17：30～ 20周年記念式典
 会場：ソラリア西鉄ホテル
 　　　8F　聖天

18：00～ 会員懇親会
 会場：ソラリア西鉄ホテル
 　　　8F　彩雲（雪・月）

２-１ TEE：弁疾患
２-２ 先天性心疾患：麻酔管理
２-３ 先天性心疾患：成人
２-４ 後天性心疾患：血栓症
２-５ 後天性心疾患：褐色細胞腫、その他
２-６ 大血管：麻酔管理
２-７ 大血管：TEVAR・ EVAR
２-８ 大動脈弁疾患：TAVR/ 麻酔管理
２-９ 人工心肺
２-10 人工心肺：血液凝固管理
２-11 モニタリング：PAC、その他 

２-12 低侵襲心臓手術
２-13 TEE：大血管その他
２-14 先天性心疾患：姑息術
２-15 冠動脈疾患
２-16 大血管：TEVAR
２-17 大血管：TEVAR・ EVAR/ 脳神経合併症
２-18 大動脈弁疾患：TAVR/ 合併症
２-19 人工心肺合併症
２-20 止血・凝固モニタリング
２-21 静脈穿刺・合併症
２-22 ペースメーカー・不整脈 

ポスター閲覧

00

イベントホール
（B2F）


