
ストラクチャークラブ・ジャパンライブデモンストレーション2021
＊会期中配信プログラムです。会期後のオンデマンド配信プログラムは決まり次第案内します。
＊セッションタイトルは仮を含みます。また、時間については予告なしに変更する場合がありますので、随時ホームページでご確認ください。

1日目

1F・2Ｆ 2F 3Ｆ

第１会場 【講堂】 第２会場 【芍薬】 第３会場 【山百合】 第４会場 【赤松 ①】 第５会場 【赤松 ②】 第6会場 富士桜②

320席+W EB W EB配信のみ W EB配信のみ 70席+W EB 70席+W EB W EB配信のみ

9:00 9:00

開会挨拶

9:30 9:20-10:50（90分） 9:20-11:30（130分） 9:20-10:20（60分） 9:20-10:20（60分） 9:30

9:30-10:42（72分） ビデオライブ０１ 9:30‐10：54（84分）

ライブ０１ASD 教育プログラム１ （W ATC H M AN ) Valve in Valve を極める
(Figulla Flex Ⅱ) 一般演題 ストクラ前に学ぶべきこと オペ演者 原英彦 一般演題

10:00 オペ 矢崎諭 M itraC lip ① 座長 田邊健吾 中島祥文 座長 青木淳 桃原哲也 TAVI③ 10:00

エコー 北野正尚 6演題 ～成人弁膜症・ コメ久保俊介 田中旬 徳田道史 演者 瀬尾由広 小山裕 7演題

座長 藤本一途 成人先天性疾患を中心に～ 共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン 白井伸一 宮坂政紀

細川忍

10:30 コメ 西川浩 檜垣高史 座長 遠田佑介 座長 阿古潤哉 有田武史 10:25ｰ11:05（40分） 10:25ｰ11:05（40分） 座長 倉持雄彦 10:30

小林俊樹 日浅豪 演者 泉知里 ティーブレイク０１ ティーブレイク０２ 松尾好記

大西俊成 W ATC H M AN エビデンスとデータ 腎機能温存を考慮した心不全治療の重要性

共催：日本ライフライン 10:45‐12:09（84分） 金澤英明 座長 原英彦 演者 山﨑浩 伊藤丈二 座長 望月泰秀

11:00 高梨秀一郎 コメ 猪原拓 近藤祐介 演者 西畑庸介 10:55‐12:19（84分） 11:00

11：00-12：20（80分） 一般演題 中岡洋子 共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン 共催：アストラゼネカ

TAVI① 松山高明 一般演題

海外ライブ０１ 7演題 松本賢亮 11:10-12:20（70分） 11:10-12:20（70分） TAVI④

11:30 （台湾） ビデオライブ０２ W ATC H M ANセッション 7演題 11:30

（M itraC lip） 日本の現状と見えてきた課題

オペ JoｕKou W ang 座長 入江博之 11:40-12:20（40分） 座長 目黒健太郎

座長 赤木禎治 多田憲生 オペ演者 斎藤滋 水野真吾 座長 松本崇 松尾弥枝 金子英弘

12:00 藤井隆成 座長 林田健太郎 渡辺弘之 演者 福永真人 中島祥文 12:00

コメ 金成海 小林俊樹 座長 伊苅裕二 岡村誉之 コメ 溝手勇 大西哲存 阿佐美匡彦 草野研吾

馬場健児 演者 佐藤千聡 杉浦淳史 コメ 佐地真育 福岡裕人

共催：アボットメディカルジャパン合同会社

12:30 12:30

12:30-13:30 12:30-13:30 12:30-13:30 12:30-13:30 12:30-13:30

ランチョンセミナー０１ ランチョンセミナー０２ ランチョンセミナー０３ ランチョンセミナー０４ ランチョンセミナー０５

13:00 共催：バイエル薬品 共催：第一三共 共催：日本メドトロニック 共催：ﾌ ﾘ゙ｽﾄﾙ・ﾏｲﾔ ｰｽ ｽ゙ｸｲﾌ ﾌ゙ｧｲｻ ﾞー 共催：アミン/ザイオソフト 13:00

座長 新家俊郎 座長 池田隆徳 座長 演者 廣上 貢 座長 原英彦

演者 末永祐哉 演者 大西克実 國分宣明 演者 阿佐美匡彦 めぐろ北里

13:30 矢崎義行 高見澤格 13:30

13:40-15:10（90分） 13:40-14:40（60分） 13:40-14:40（60分） 13:40-15:10（90分） 13:40-15:10（90分） 13:40‐15:04（84分）

14:00 海外ライブ０２ 一般演題 ビデオライブ０３ 進化し続けるTAVI 一般演題 14:00

（タイ） M itraC lip ② （PVL） 残された課題とは？ ASD /PFO ①

5演題 座長 森野禎浩 7演題

オペ W orakan Prom phan 演者 杉村和宣

14:30 座長 加藤温子 座長 上野博志 白井伸一 オペ演者 原英彦 座長 川井和哉 岡本一真 座長 廣上貢 14:30

喜瀬広亮 大野洋平 赤木禎治 座長 有田武史 鳥飼慶 演者 渡邉雄介 市堀泰裕 北野正尚

コメ 杉山央 14:40-15:40（60分） コメ 山本真功 坂本知浩 道本智

富田英 田中秀和 高見澤格 加藤泰之

安河内聰 前川裕一郎 コメ 大竹寛雅 山口淳一

15:00 山脇理弘 近藤誠太 15:00

座長 望月泰秀 15:10-15:50（40分） 15:05‐16:17（72分）

15:10-15:50（40分） 15:10‐15:40（30分） 井口保之 15:10-15:50（40分） コーヒーブレイク０３

コーヒーブレイク０１ PTSM Aセッション 演者 神谷雄己 コーヒーブレイク０２ Fundamentals of WATCHMAN FLX（仮） 一般演題

15:30 三村秀毅 座長 中島祥文 近藤祐介 VSD /PD A 15:30

座長 中澤学 座長 高山守正 高谷陽一 座長 阿古潤哉 演者 八戸大輔 堀田怜 6演題

演者 仁科秀崇 山口淳一 演者 前川裕一郎 演者 池田尚子 コメ桑原謙典吉山智貴出雲昌樹

共催：フィリップス・ジャパン 共催：ﾉﾊ ﾙ゙ ﾃｨｽﾌｧｰ ﾏ/大塚製薬 共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン 座長 小林俊樹

16:00 15:50-16:50（60分） 15:45‐16:57（72分） 15:50-17:20 （90分） 15:50-17:20（90分） 15:50-17:20 （90分） 大月審一 16:00

ライブ０２

ASD閉鎖術（Trevisio™） 一般演題 U40心不全ネットワーク ビデオライブ０４ M itra C lipセッション①

オペ 富田 英 TAVI② ジョイントセッション TAVI（SAPIEN 3）

16:30 座長 金澤英明 檜垣高史 6演題 16:30

コメ 赤木禎治 北野正尚 座長 柴田龍宏 オペ演者 出雲昌樹

七里 守 福井重文 座長 岡山英樹 演者 那須崇人 座長 林田健太郎 鳥飼慶 座長 森野禎浩 岡田健次

共催：アボットメディカルジャパン合同会社 古堅真 高麗謙吾 コメ 全完 山崎和正 演者 池田尚子 天木誠

17:00 16:50-18:20 （90分） 福康志 道本智 磯谷彰宏 17:00

コメ 板橋裕史 丸尾健

海外ライブ０３ 桜井美惠 山口裕己

（タイ） 共催：エドワーズライフサイエンス 佐藤如雄

17:30 17:30

オペ W orakan Prom phan

座長 金成海

馬場健児

18:00 コメ 喜瀬広亮 18:00

佐地真育

安河内聡

18:30 18:30

医原性ASD（iASD）に どう
対応するか？

海外におけるSHDインターベン
ション

H ow to build
Brain-H eart team

2021年11月5日（金）

4Ｆ B1

誰に、いつ、どのように？ 正し
い評価方法とは？



2日目 2021年10月8日現在

1F・2Ｆ 2F 3Ｆ

第１会場 【講堂】 第２会場 【芍薬】 第３会場 【山百合】 第４会場 【赤松 ①】 第５会場 【赤松 ②】 第6会場 富士桜②

320席+W EB W EB配信のみ W EB配信のみ 70席+W EB 70席+W EB W EB配信のみ

9:00 9:00

9:30 9:20-10:50（90分） 9:20-10:50（90分） 9:20-9:50（30分） 9:20-10:20（60分） 9:20-10:20（60分） 9:30

ビデオライブ０５ コメディカル１ ビデオライブ０９ C hallenging & N ightm are ｾ ｯｼｮﾝ 9:30-10:42（72分）

PFO閉鎖術/エコー The 7th Structure C lub Japan 初学者向け講義 PPVI（Harm ony™） （小児編）

m eets SUNRISE 診療放射線技師 座長 富田英 杉山央 一般演題

10:00 オペ演者 新家俊郎 9：50‐10：20（30分） 演者 佐地真育 Thom as.J 座長 檜垣高史 小倉理代 ASD /PFO ② 10:00

エコー 望月泰秀 座長 中澤学 コメディカル２ コメ 藤本一途 佐地真育 演者 鍵山慶之 加藤温子 6演題

重城健太郎 林田健太郎 初学者向け講義 金成海 Thom as.J 喜瀬広亮 馬場健児

座長 七里守 赤木禎治 演者 奥野泰史 看護師 共催：日本メドトロニック

10:30 コメ 今井逸雄 高谷陽一 小暮智仁 座長 中川晃志 10:30

廣上貢 水間啓太 平澤憲祐 10:30ｰ11:10（40分） 10:25 ｰ11:05（40分） 10:25ｰ11:05（40分） 矢崎諭

川嶋秀幸 ティーブレイク０３ ティーブレイク０４ ティーブレイク０５
共催：アボットメディカルジャパン合同会社 3m ensioの使用経験 座長 座長 浅野拓 10:45‐12:09（８４分）

11:00 座長 安田光慶 演者 奥村恭男 11:00

11:00-12:30（90分） 11:00-12:30（90分） 演者 川森裕之 共催：日本ゴア 共催：日本ベーリンガー 一般演題

ビデオライブ０６ M itraC lip セッション② 共催：ﾌｫﾄﾛﾝM &Eｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ W A TC H M A N /P V L/その他

TAVI（Evolut™） 11:10-12:30（80分） 11:10-11:50（40分） 7演題

11:30 11:20‐11:50（30分） ビデオライブ１０ Sapien ﾋ ﾃ゙ ｵ゙ ﾗｲﾌﾞ１１ 11:30

座長 片岡明久 白井伸一 コメディカル３ ASD閉鎖術（C ARD IO FO RM ） 座長 矢崎諭 演者 上岡智彦 座長 山本真功

オペ演者 高見澤格 演者 若林公平 川村豪 初学者向け講義 コメ 福田旭伸 藤本一途 小暮智仁 岡本一真

座長 大野洋平 福康志 北原秀喜 久保俊介 臨床検査技師 座長 杉山央 共催：エドワーズライフサイエンス

12:00 コメ 尾原義和 上野博志 桒田真吾 渡邊雄介 11:50ｰ12:20（30分） 須田憲治 11:50-12:30（40分） 12:00

山中太 福田幸弘 コメ 阿佐美匡彦 松本崇 コメディカル４ 演者 Dr.M atG illespie 教育プログラム２先天心

磯谷彰宏 鶴田ひかる 初学者向け講義 コメ 富田 英 座長 安河内聰 西川浩

水野真吾 田端実 臨床工学技士 佐地真育 馬場健児 演者 藤本一途

12:30 共催：日本メドトロニック 共催：日本ゴア 赤木禎治 12:30

12:40-13:40 12:40-13:40 12:40-13:40 12:40-13:40 12:40-13:40

ランチョンセミナー０６ ランチョンセミナー０７ ランチョンセミナー０８ ランチョンセミナー０９ ランチョンセミナー１０

13:00 13:00

共催：日本メドトロニック 共催：ｱｽﾄﾗｾ ﾈ゙ ｶ/小野薬品工業 共催：大塚製薬/ﾉﾊ ﾙ゙ ﾃｨｽﾌｧｰﾏ 共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン 共催：エドワーズライフサイエンス

座長 座長 演者 渡邊雄介 座長 上妻謙 座長 有田武史 座長 森野禎浩

13:30 演者 山本真功 近藤誠太 演者 坂本隆史 演者 SaibalKar 久保俊介 演者 白井伸一 桃原哲也 13:30

林田健太郎 コメ 上野博志 猪原拓 コメ 阿佐美匡彦 志村徹郎

13:50-15:50（120分） 13:50-14:20(30分） 13:50₋14:20（30分） 13:50-15:20（90分） 13:50-15:20（90分） 13:50-15:05（75分）

14:00 心臓血管外科治療最前線 コメディカル5 BAV C lub 1 似て非なるインターベンション 14:00

ビデオライブ０７ 座長 高山守正 宮原義典 初学者向け講義 ビデオライブ 小児 vs 成人 一般演題

演者 山口裕己 リハビリテーション 緊急BAV C hallenging & N ightm are ①

14:20-15:50（90分） 14:20-15:00（40分） 座長 矢崎諭 原英彦 5演題

14:30 オペ演者 岩崎正道 演者 小林俊樹 14:30

Heart Team Session コメディカル６ 座長 葉山泰史 皆月隼 座長 福康志

オペ演者 金澤英明 外科と内科で最良の治療法を探る 一般演題 八巻多 北野正尚 高野仁司

当麻正直 コメ 浅川直也 高木祐介 コメ 山下淳

大野洋平 座長 新家俊郎 阪本亮平 羽根田紀幸 酒井孝志郎

15:00 座長 中澤学 森本喜久 宮本敬史 多田憲生 15:00

コメ 田村俊寛 村上力 演者 目黒健太郎 若林公平 15:00⁻16：10（70分） 新富將央 金成海

宮崎晋一郎 水谷一輝 細川忍 15:10‐16:25（75分）

コメ 出雲昌樹 コメディカル７ 共催：ニプロ

15:30 房崎哲也 吉鷹秀範 ビデオライブ 15:20-16:00（40分） 15:20-16:00（40分） 一般演題 15:30

藤井健一 島本健 コーヒーブレイク０４ コーヒーブレイク０５ C hallenging & N ightm are ②

高木健督 座長 上野博志 座長 有田武志

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン 演者 杉浦剛志 前淵大輔 演者 中田淳 絹川弘一郎

16:00 15:50-17:20（90分） 15:50-17:20（90分） 共催：東レ 共催：日本アビオメッド 座長 坂本知浩 16:00

PM D Aセッション 16:00ー17:00 16:00-17:30（90分） 七里守

ビデオライブ０８ 16:10‐17:30（80分） BAV C lub ２ コメ 藤井隆成

BPA 重症症例へのBAV 心エコーセッション 辻田裕昭

16:30 コメディカル８ 座長 多田憲生 嶋田芳久 16:30

オペ演者 谷口悠 座長 安河内聰 大月審一 演者 高木祐介 徳山榮男 座長 瀬尾由広
座長 杉村宏一郎 演者 小西明英 Declan D ineen シンポジウム 吉田昌平 渡邊望

川上崇史 相澤浩一 大塚佑基 TAVI関連 コメ赤澤良太 川村敬一 宮崎要介 演者 阿部幸雄

17:00 コメ 皆月隼 伊波巧 森川華子 17:00‐1730（30分） 高梨秀一郎 16:50‐18:20（90分） 17:00

山下淳 池田長生 ﾃ ｨ゙ｽｶｯｻ ﾝﾄ 方眞美 安原大喜 BAV C lub ３ 片岡明久

BAVへの問題提起 井上耕一

共催：バイエル薬品 座長 新家俊郎 演者 岩崎正道 JC IC

17:30 コメ赤澤良太 川村敬一 宮崎要介 ハンズオンセッション 17:30

会長 閉会挨拶 (定員募集予定）

18:00 18:00

18:30 18:30

B14Ｆ

2021年11月6日（土）

AcuN avガイド イ
ンターベンション

より良い医療機器の早期導入のために ア
カデミアができること

SH D治療への各職種からのア
プローチ

症例から学ぶベーシック＆ アド
バンステクニック


