
第15回 
New Year循環器セミナー 

福岡市博多区博多駅前2丁目18番25号  
TEL：092-482-1111 

日 時 

会 場 

平成30年1月6日（土）10時30分より 

ホテル日航福岡 3階「 都久志の間 」 

主催：日本メドトロニック株式会社 

※昼食をランチョン形式にてご用意しております 

会場のご案内 

■飛行機（福岡空港より） 
地下鉄福岡空港駅より2駅博多駅(5分)にて下車。博多口改札よりでて、祇園方面連絡通路へ、
祇園駅方面連絡通路にはいり「Ｐ５」番出口より上ると目の前です。 
 
■JR(博多駅より） 
博多駅博多口をでて、大博通り(博多駅を背にして斜め右側の道路)を横断し右折して道路沿
いのカプセルホテルの隣です。徒歩約３分。 
 
■地下鉄(博多駅） 
博多口改札よりでて、祇園方面連絡通路へ、祇園駅方面連絡通路にはいり「Ｐ５」番出口突
き当たり右側階段を上ると目の前です。 
【Ｐ５番出口の通行時間】 
Ｐ４番出口の通行時間は０６：００から００：３０までです。 
Ｐ５番出口の通行時間は０７：００から２１：００までです。 
 
■お車（都市高速）利用の方 
※都市高速は来られる方面によって降口が異なってます。 
【 北九州方面からお越しの方】 
呉服町ランプにてお降りになって、昭和通りをまっすぐ大博通りを左折。 
【大宰府方面からお越しの方】 
千代ランプにてお降りになって、国道202号線をまっすぐ大博通りを左折。 

総合司会 宮崎市郡医師会病院 柴田 剛徳 先生 



ミニレクチャー②                                  14:40-14:55 
『New Device Micraとは？』 

       宮崎市郡医師会病院 循環器内科 科長 足利 敬一 先生 

ミニレクチャー①                                  12:10-12:25 

座    長     済生会熊本病院             坂本 知浩 先生 
 

『Resolute Onyx 症例提示』 

       宮崎市郡医師会病院 循環器内科 医長 仲間 達也 先生 

座  長    久留米大学病院          上野 高史 先生 
        佐賀大学病院           挽地 裕  先生 

【開会挨拶】 宮崎市郡医師会病院 柴田 剛徳 先生 

10:40-12:10 ◆第１部  PCIのPitfallsと診断・治療に難渋した症例 part1 

10:30 - 10:35 

コメンテーター 杉循環器内科病院         大塚 頼隆 先生 
        鶴見病院             財前 博文 先生 
        嬉野医療センター         下村 光洋 先生 
        産業医科大学病院         園田 信成 先生 
        熊本中央病院           野田 勝生 先生 
        九州医療センター         村里 嘉信   先生 

症例提示（症例発表 10分＋討論20分） 
  

      ① 麻生飯塚病院           堤 孝樹 先生 
      ② 佐賀大学医学部附属病院     夏秋 政浩 先生 
      ③ 福岡青洲会病院         矢成 亮介 先生 

座  長    宮崎市郡医師会病院        柴田 剛徳 先生 
        新古賀病院            川﨑 友裕 先生 

16:10-17:40 ◆第３部  PCIのPitfallsと診断・治療に難渋した症例 part2 

コメンテーター 大分循環器病院          秋満 忠郁 先生 
        宮崎市郡医師会病院        栗山 根廣 先生 
        福岡和白病院           芹川 威  先生 
        天陽会中央病院          高岡 順一郎先生 
        長崎みなとメディカルセンター     竹下 聡    先生 
        県立延岡病院           山本 展誉   先生 

症例提示（症例発表 10分＋討論20分） 
  

      ① 小倉記念病院         道明 武範 先生 
      ② 熊本赤十字病院        池本 智一 先生 
      ③ 宮崎市郡医師会病院      松浦 広英 先生 

【製品紹介】 

興和創薬株式会社 

10:35 - 10:40 

『興和製品に関する最近の話題』 

・・・・・・  休憩 12：25-12：40 ・・・・・・ 

プログラム 

特別講演                                       

『 脂質異常症を克服する～SPPARMαへの期待～ 』 
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科  循環器内科学 教授 伊藤 浩  先生 

座  長    済生会熊本病院          中尾 浩一 先生 
        福岡山王病院           横井 宏佳 先生 

15:10-16:10 ◆第2部 動脈硬化予防のための包括的リスク管理 

コメンテーター 宮崎大学病院           石川 哲憲 先生 
        福岡大学病院           西川 宏明 先生 
        大分大学病院           油布 邦夫 先生 

CRHFシンポジウム             13:50-14:40 
 

座   長    熊本大学循環器内科教授             辻田 賢一    先生 
                                             宮崎市郡医師会病院心臓病センター長  柴田 剛徳    先生      

 『重症心丌全に対する補助人工心臓の適応』 
            九州大学病院 循環器内科    診療講師 肥後 太基 先生 

 『心丌全に対する外科的治療戦略』 
            九州大学病院 心臓血管外科 教授   塩瀬 明    先生       
コメンテーター 長崎大学病院 心臓血管外科 教授         江石 清行   先生 
                      榊原記念病院 心臓血管外科 主任部長   高梨 秀一郎先生 

ランチョンセミナー「弁膜症の外科治療up-to-date」  12:40-13:50 
 

座   長            九州大学病院 心臓血管外科 教授 塩瀬 明 先生 
       宮崎市郡医師会病院心臓病センター 画像診断室長    渡邉 望 先生 
 

 講演１）  弁形成術：基本手技から最新の”手術 ”まで 

               長崎大学病院 心臓血管外科 教授 江石 清行  先生 

 講演２） 大動脈弁形成術の現況とこれから 

      榊原記念病院 心臓血管外科 主任部長 高梨 秀一郎 先生 

・・・・・・  休憩 14：55-15：10 ・・・・・・ 


