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第4回日本心臓弁膜症学会 Preliminary Schedule

▼11月1日(金)のスケジュール

8:25
～

8:30
開会の挨拶

8:30
～

9:30 

■Powerful Echo: 3D
Dynamics(60min)
【Chairpersons】 吉田　清,中野清
治
【Speakers】 尾辻　豊,田中秀和,瀬
尾由広

9:30
～

10:50

■Insights of Billowing Mitral
Leaflet(80min)
【Chairpersons】 岡田行功,尾辻　
豊
【Speakers】 柴田利彦,加瀬川均,
Duk-Hyun Kang,Gebrine El Khoury

10:50
～

11:50

■Powerful Echo: OR
Evaluation(60min)
【Chairpersons】 四津良平,泉　知
里
【Speakers】 渡橋和政,渡辺弘之,岩
永史郎

11:50
～

12:00
休憩（10min)

12:00

▼Luncheon Seminar①/
Trevor Fayers(MP)

【Chairperson】 岡田行功
【Speaker】Trevor Fayers

▼11月2日(土)のスケジュール

8:30
～

9:30 

■Current Strategy for Non-Rheumatic
Mitral Stenosis with Severe MAC:
Case Conference (60min)
【Chairpersons】 小林順二郎,伊
藤　浩
【Speakers】 林田晃寛,岡田行功,有
田武史

9:30
～

10:30

■Functional MR with global LV
remodeling(60min)
【Chairpersons】 夜久　均,山田　
聡
【Speakers】 出雲昌樹,松居喜郎,戸
田宏一

10:30
～

11:50

■Excellence in MICS Mitral
Repair(80min)
【Chairpersons】 川副浩平,中谷　
敏
【Speakers】 田端　実,四津良平, 杭
ノ瀬昌彦,Trevor Fayers

11:50
～

12:00
休憩（10min)

12:00
～

13:00

▼Luncheon Seminar③/
Gebrine El Khoury(AAE)

【Chairperson】 大北　裕
【Speaker】Gebrine El Khoury

▼Luncheon Seminar④/
塩田隆弘
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～
13:00 ▼Luncheon Seminar②/

Duk-Hyun Kang(AIEbrain)

【Chairperson】 尾辻　豊
【Speaker】 Duk-Hyun Kang

13:00
～

13:10
休憩（10min)

13:10
～

13:50

■Maze Surgery: My Opinion, My
Procedure(40min)
【Chairpersons】 向原伸彦,阿部幸
雄
【Speakers】 新田　隆,小宮達彦

13:50
～

15:10

■Strategy for Infective
Endocarditis(80min)
【Chairpersons】 荒井裕國,芦原京
美
【Speakers】 福田幾夫,大北　裕, 阿
部幸雄,大原貴裕

15:10
～

16:10

■TR: difficult to treat, difficult to
ignore(60min)
【Chairpersons】 種本和雄,田邊一
明
【Speakers】 大門雅夫,泉　知里, 山
口裕己

16:10
～

17:30

■Pandemic AS in Aging Japan(80min)
【Chairpersons】 岡村吉隆,大門雅
夫
【Speakers】 大門雅夫,山下英治,岡
林　均
　　　　　　 
特別発言（5min）　小柳　仁

17:30
～

18:30

■Eveniｎg Seminar①
【Chairperson】橋本和弘
【Speaker】江石清行
■Evening Seminar②
【Chairperson】渡辺弘之
【Speaker】尾辻　豊

18:40
～

20:10
懇親会

【Chairperson】 吉川純一
【Speaker】 塩田隆弘

13:00
～

13:10
休憩（10min)

13:10
～

14:10

■Aortic Valve Sparing Surgery for
significant AR(60min)
【Chairpersons】 田中啓之,渡辺弘
之
【Speakers】 高梨秀一郎,大北　裕,
荻野　均

14:10
～

15:10

■Aortic Valve Repair (Bicuspid, Tｒ
icuspid AR)(60min)
【Chairpersons】 大北　裕,塩田隆
弘
【Speakers】 田中秀和, 川副浩
平,Gebrine El Khoury

15:10
～

16:10

■Japan TAVR(60min)
【Chairpersons】 澤　芳樹,前村浩
二
【Speakers】 高山守正,中谷　敏,倉
谷　徹

16:10 閉会の挨拶
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