
共催セミナー・その他

ランチョンセミナー1　7月13日（木）11：50 〜 12：40 A会場

座長：藤田　知之 （国立循環器病研究センター　心臓外科）

「 The COMMENCE Trial : two-year outcomes 
of the Edwards RESILIA aortic bioprosthesis」

John D. Puskas
（Cardiovascular Surgery, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA）

共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

ランチョンセミナー2　7月13日（木）11：50 〜 12：40 B会場

座長：浅井　　徹 （滋賀医科大学　心臓血管外科）

１．冠動脈バイパス術における創造性creativity
　　Sequentialか、compositeか、AC bypassか？

中嶋　博之
（埼玉医科大学国際医療センター　心臓血管外科）

２．Competition flow and arterial grafting:  How to avoid graft attrition
David Glineur

（University of Ottawa Heart Institute, Canada）

共催：センチュリーメディカル株式会社

ランチョンセミナー3　7月13日（木）11：50 〜 12：40 C会場

座長：竹村　博文 （金沢大学　先進総合外科）

「ECUS (High-Frequency Epicardial Ultrasound)の臨床応用について」

１．冠動脈手術における術中超音波画像診断の有用性
木下　亮二

（東京医科歯科大学医学部附属病院　心臓血管外科）

２．冠動脈バイパス術中の心表面からのドップラーを用いた冠動脈検索と吻合評価
田中　弘之

（昭和大学藤が丘病院　心臓血管外科）

共催：日本ビー・エックス・アイ株式会社



ランチョンセミナー4　7月14日（金）11：50 〜 12：40 A会場

座長：齋木　佳克 （東北大学大学院医学系研究科・外科病態学講座・心臓血管外科学分野）

「Ultra Fast-track protocol in Minimally Invasive Cardiac Surgery」

Bob Kiaii
（Cardiac Surgery, London Health Sciences Centre, Canada）

共催：日本メドトロニック株式会社

ランチョンセミナー5　7月14日（金）11：50 〜 12：40 B会場

座長：小林順二郎 （国立循環器病研究センター）

「SSI撲滅に向けての取り組み」

津久井宏行
（北海道循環器病院）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ランチョンセミナー6　7月14日（金）11：50 〜 12：40 C会場

座長：澤　　芳樹 （大阪大学大学院　医学系研究科　外科学講座心臓血管外科学）

１．TAVI時代のAVRに求められるもの
戸田　宏一

（大阪大学大学院医学系研究科　心臓血管外科）

２．安全確実なTrifectaTM GT移植の指導助手法
碓氷　章彦

（名古屋大学大学院　医学系研究科　総合医学専攻病態外科学　心臓外科学）

共催：アボット（セント・ジュード・メディカル株式会社）



コーヒーブレイクセミナー1　7月13日（木）15：00 〜 15：40 B会場

座長：新浪　博士 （埼玉医科大学国際医療センター　心臓血管外科）

「EVH って本当にいいの？」

１．EVH（ヴァートサフ）での静脈採取〜当院における臨床成績と教育システム〜
小山　忠明

（神戸市立医療センター中央市民病院　心臓血管外科）

２．ヴァートサフを用いたグラフト採取の実際
小川　真司

（豊橋ハートセンター　心臓血管外科）

共催：テルモ株式会社

コーヒーブレイクセミナー2　7月13日（木）15：00 〜 15：40 C会場

座長：田中　啓之 （久留米大学　医学部外科学講座）

「私が考えるCABG」

１．両側内胸動脈を使用したOPCAB
福井　寿啓

（熊本大学大学院生命科学研究部　心臓血管外科学）

２．MICS-CABGの導入に際して - tips and pitfalls - 
坂口　太一

（心臓病センター榊原病院　心臓血管外科）

共催：ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

コーヒーブレイクセミナー3　7月14日（金）14：10 〜 14：50 B会場

座長：岡田　健次 （信州大学学術研究院医学系　医学部・外科学教室・心臓血管外科）

「重症ICMに対する外科治療」

藤田　知之
（国立循環器病研究センター　心臓外科）

共催：ニプロ株式会社



Off-the-Job Training　7月13日（木）9：30 〜 16：00　　7月14日（金）9：30 〜 14：30 仙寿の間 ①

Off-the-Job Training 概要
　2015 年 5 月、三学会構成心臓血管外科専門医認定機構による新専門医制度において、Off-the-Job 
Training(Off-JT) が義務化されました（30 時間）。本特別企画では、Off-JT の普及推進を図るため、若
手医師の日常的技能研修に資する OPCAB Dry lab ハンズオンセミナーを実施いたします。従来は
OPCAB コンテストとして参加者同士が切磋琢磨する環境の提供を主目的としておりました。しかし
ながら、若手医師の基礎的手技トレーニングの恒常化に伴い、コンテスト自体、近年急速にレベルが
向上したことによって、Dry lab コンテストにおいて少数の入賞者を表彰するという形式は一定の役割
を終えることとなりました。

　本年度、参加者の皆様にとってメリットのある特別企画となりますよう、新たな実験的企画を用意
いたしました。

１）匠の技　（各１時間）
Dry lab の効果と限界を知るエキスパートらが、ご自身の吻合を実演し、Tips & Pitfall をレク

チャーします。参加者は、会場に設置された BEAT & YOUCAN を用いて、実演を見ながらトレー
ニングを行います。実演後、講師は会場にとどまり、各 dry lab ステーションを回りますので、血
管吻合手技に関する詳細なディスカッションを行うことができます。

エキスパートによって異なる吻合手技、Tips & Pitfall、その手技に至った背景・経緯などを深く
理解することができ、日々の血管吻合手技トレーニングに役立ちます。

２）技能審査会（２時間）
コンテストに変わる形式として、技能審査会を実施いたします。従来、コンテストの審査員を務

めて頂いたエキスパートたちが、標準技能評価シートを用いて参加者の技能を評価いたします。コ
ンテスト形式と異なり、実技後はその場で撮影ビデオによるフィードバックを受けることができま
す。各ステーションに担当エキスパートがいらっしゃいますので、混雑状況によっては、複数の先
生から評価を受けることができます。

３）自由練習セッション Off-the-Job Training 体験
セッション以外の時間は自由に BEAT & YOUCAN、その他シミュレータを使用することができ

ます。会場にて、Off-the-Job Training のカリキュラム構築、プロトコル、トレーニング研究の方法等、
各種相談することができます。

日程（予定）
※ 最新の情報は

 第22回学術大会
ホームページを
ご確認ください。

2017 年 7 月 13 日（木）　 9 ：30 〜 11：30　匠の技 1・2
11：30 〜 13：00　自由練習
13：00 〜 16：00　匠の技 3・4・5

2017 年 7 月 14 日（金）　 9 ：30 〜 11：30　技能審査会
11：30 〜 13：30　自由練習
13：30 〜 14：30　匠の技 6

場所 千里阪急ホテル　2 階　仙寿の間①

申し込み方法 事前受付は行っておりません。会場内で受付を行います。先着順にてご参加いただけます。

注意事項 参加者はルーペを持参してください。

受託統括 イービーエム株式会社　代表取締役　朴栄光

協賛 世界手術教育フォーラム（代表　松田暉）



市民公開講座　7月14日（金）17：20〜18：20 B会場

「心臓病から身を守るために」
座長：小林順二郎 （国立循環器病研究センター）

狭心症と心筋梗塞の予防と治療
国立循環器病研究センター　小川　久雄

心臓手術なんか怖くない
今　くるよ

ここまで進んだ心臓外科治療
国立循環器病研究センター　心臓外科　藤田　知之


