PAC20 プログラム
2020 年 11 月 7 日土曜日
8：15～9：00 Morning Lecture
共催：第一三共株式会社
STEMI：抗血小板薬の選択
座長：安東 治郎（東京大学医学部附属病院 循環器内科）
進化する ACS ガイドライン～その本質を解き明かす～
演者：伊苅 裕二（東海大学医学部内科学系 循環器内科）
9：00～9：05 Welcome Remarks
挨拶：伊苅 裕二（東海大学医学部内科学系

循環器内科）

9：05～10：05 Session 1
共催：株式会社カネカメディックス
Multivessel or Culprit / Stent less strategy in ACS
座長：中川 義久（滋賀医科大学 循環器内科）
安東 治郎（東京大学医学部附属病院 循環器内科）
Discussant
江原 夏彦（神戸市立医療センター中央市民病院）
吉町 文暢（東海大学医学部付属八王子病院 循環器内科）
9：05～９：20 Key note lecture
新家 俊郎（昭和大学医学部内科学講座 循環器内科学部門）
9：20～９：35 Case1 腹部大動脈瘤置換術 2 日後に発症し治療方針に
苦慮した STEMI の一例
阿部
充（京都医療センター）
9：35～９：50 Case2 負けない将棋の指し方？
中野 将孝（上尾中央総合病院 心臓血管センター）
9：50～10：05 Case3 Stentless PCI を行った ACS の一例
岩城
卓（横浜栄共済病院 循環器内科）
10：05～10：10

Break

10：10～10：55 Video Live 1
共催:アボットメディカルジャパン
心源性ショックのＳＴＥＭＩの一例
座長：中川 義久（滋賀医科大学 循環器内科）
Discussant
多田
毅（倉敷中央病院 循環器内科）
山本 義人（いわき市医療センター 心血管治療センター）
術者：伊苅 裕二（東海大学医学部内科学系 循環器内科）
10：55～11：00

Break

11：00～12：00 Session 2
共催：テルモ株式会社
TRI and bleeding complications
座長：伊苅 裕二（東海大学医学部内科学系 循環器内科）
安東 治郎（東京大学医学部附属病院 循環器内科）
Discussant
榎本操一郎（天理よろづ相談所病院 循環器内科）
新家 俊郎（昭和大学医学部内科学講座 循環器内科学部門）
11：00～11：15 Key note lecture 穿刺部合併症と対処法
吉町 文暢（東海大学医学部付属八王子病院 循環器内科）
11：15～11：30 Case4 TRI reduces bleeding complication,
but stay alert !
（TRI は出血性合併症の救世主、でも気を抜くな！）

山本 義人（いわき市医療センター 心血管治療センター）
11：30～11：45 Case5 重症 ACS 症例に対する TRI の適応を考える
奥津 匡暁（新東京病院 心臓内科）
11：45～12：00 Case6 急性冠症候群による院外心停止に頭部外傷を
合併した 2 症例
川崎 俊也（大阪府三島救命救急センター）
12：00～12：05 Break
12：05～12：50 Lunch Seminar
STEMI の合併症と治療～当院での実例～
座長：森野 禎浩（岩手医科大学内科学講座
Lecture：菱刈

景一（横須賀共済病院

12：50～12：55

Break

共催：バイエル薬品株式会社
循環器内科分野）

循環器内科）

12：55～13：55 Session 3 Calcified lesion
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
座長：中川 義久（滋賀医科大学 循環器内科）
安東 治郎（東京大学医学部附属病院 循環器内科）
Discussant
田邉 健吾（三井記念病院 循環器内科）
中野 将孝（上尾中央総合病院 心臓血管センター）
12：55～13：10
Key note lecture
中澤
学（近畿大学医学部内科学講座 循環器内科）
13：10～13：25

Case7 Calcified nodule による ACS
浅田 絋平（滋賀医科大学 循環器内科）
13：25～13：40 Case8 RCA 入口部高度石灰化病変による UAP の一例
榎本操一郎（天理よろづ相談所病院 循環器内科）
13：40～13：55 Case9 石灰化病変に対する OCT-guide PCI
寺島 充康（豊橋ハートセンター）
13：55～14：00

Break

14：00～15：00 Session 4 ACS after TAVI
共催：日本メドトロニック株式会社
座長：伊苅 裕二（東海大学医学部内科学系 循環器内科）
中川 義久（滋賀医科大学 循環器内科）
Discussant
中澤
学（近畿大学医学部内科学講座 循環器内科）
森野 禎浩（岩手医科大学内科学講座 循環器内科分野）
14：00～14：15
Key note lecture
大野 洋平（東海大学医学部内科学系 循環器内科）
14：15～14：30 Case10 TAVI 後慢性期に ACS を発症した一例
田村 俊寛（天理よろづ相談所病院 循環器内科）
14：30～14：45 Case11 LMT-ACSを発症したparadoxical low flow,
low gradient ASの一例
江原 夏彦（神戸市立医療センター中央市民病院）
14：45～15：00

Case12 TAVI 後 EF25％、UAP の緊急カテ、
GC どうする？ Rota1.5mm 後ショックに、
さあ、これからどうする？
桃原 哲也（川崎幸病院循環器内科 心臓病センター）

15：00～15：05

Break

15：05～15：50 Video Live 2 大血管に AMI を発症した一例
座長：伊苅 裕二（東海大学医学部内科学系 循環器内科）
安東 治郎（東京大学医学部附属病院 循環器内科）
Discussant
飯島 雷輔（東邦大学医療センター大橋病院）
桃原 哲也（川崎幸病院循環器内科 心臓病センター）
術者：谷脇 正哲（所沢ハートセンター）
15：50～15：55

Break

15：55～16：55 Session 5 Shock 共催：日本アビオメッド株式会社
座長：中川 義久（滋賀医科大学 循環器内科）
安東 治郎（東京大学医学部附属病院 循環器内科）
Discussant
大塚 頼隆（福岡輝栄会病院 循環器内科）
高橋 麻子（仙台市医療センター 仙台オープン病院 看護部）
15：55～16：10
Key note lecture Cardiogenic Shock
～Impella のメリット/デメリット～
田邉 健吾（三井記念病院 循環器内科）
16：10～16：25 Case13 左主幹部心筋梗塞による心原性ショックに
対し IMPELLA 補助下に PCI を施行した 1 例
多田
毅（倉敷中央病院 循環器内科）
16：25～16：40 Case14 新型コロナウィルス第一波下での
LMT-ACS の 1 例
塩見 紘樹（京都大学医学部附属病院 循環器内科）
16：40～16：55 Case15 院外心停止患者に対する迅速な ECMO 導入へ
の取り組み
安田 奈央（名古屋掖済会病院 臨床工学部）
16：55～17：00

Break

17：00～18：00

Session 6 Thrombus management
共催：ニプロ株式会社
裕二（東海大学医学部内科学系 循環器内科）
義久（滋賀医科大学 循環器内科）

座長：伊苅
中川
Discussant
塩見 紘樹（京都大学医学部附属病院 循環器内科）
中沢 圭吾（東海大学医学部付属病院 診療技術部 臨床工学技術科）
17：00～17：15
Key note lecture
上妻
謙（帝京大学医学部附属病院 循環器内科）
17：15～17：30 Case16 ACS cases with large thrombus
burden
大塚 頼隆（福岡輝栄会病院 循環器内科）
17：30～17：45 Case17 心筋梗塞後に血栓閉塞を繰り返す症例
飯島 雷輔（東邦大学医療センター大橋病院）
17：45～18：00 Case18 急性脳塞栓症と亜急性心筋梗塞を同時に
来した 1 例
葛
備（君津中央病院 循環器科）
18：00～18：05

Break

18：05～18：50 Evening seminar 脂質低下 共催：AMGEN 株式会社
座長：伊苅 裕二（東海大学医学部内科学系 循環器内科）
「ACS 再発予防のための治療戦略～積極的脂質低下療法の意義」
Lecture：鈴木 孝英（旭川厚生病院 循環器科）
「冠動脈疾患二次予防を PCSK9 阻害薬とともに考える ～タバコを PCSK9
阻害薬にトレードオフ、お金とも向き合うこれからの治療～」
Lecture：後藤 礼司（愛知医科大学 循環器内科）
18：50～19：00 Closing Remarks
挨拶：安東 治郎（東京大学医学部附属病院

循環器内科）

