
20

Ａ会場
中央1･2F　［県民ホール］

Ｂ会場 Ｃ会場
西棟2F　［大ホールＡ］

  
西棟2F　［大ホールＢ］

Ｄ会場
西棟2F　［中ホール］

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

8：40～ 開　会　式

YIA臨床研究（CR）
セッション

8：45～10：25

座長：尾辻 　豊（産業医科大学）
筒井 裕之（九州大学）

YIA基礎（TR）セッション
8：45～9：30

座長：小野 克重（大分大学）
三浦 伸一郎（福岡大学）

研修医セッション①

9：40～10：50

座長：中川 幹子（大分大学）
掃本 誠治（九州看護福祉大学）

研修医セッション②

10：50～12：00

座長：浦田 秀則（福岡大学筑紫病院）
和田 秀一（福岡大学）

Asian Session

13：30～15：30

座長： 田 賢一（熊本大学）
挽地 　裕（佐賀大学）

演者：Joshua P Loh
Alan Fong Yean Yip
Wei-Chun Huang
Soon Jun Hong
Takashi Kajiya

教育セッション①
「心臓リハビリテーションガイドライン up to date」

10：45～11：35

座長：田中 康博（鹿児島医療センター）
演者：井澤 英夫（坂文種報徳會病院）

教育セッション②
「循環器病とフレイル」

「Treatment of AMI in Asia:
from PCI to Rehabilitation」

外科・内科連携セッション
15：30～17：00

座長：横井 宏佳（福岡山王病院）
廣松 伸一（久留米大学）

演者：池田 義之（鹿児島大学）
神田 大輔（鹿児島大学）
荒田 憲一（鹿児島大学）
大山 志保（南風病院）
富村 奈津子（南風病院）

「PADに対するチーム医療：鹿児島での取り組み」

11：35～12：25

YCR01~08 YTR01~04

女性研究者奨励賞セッション
9：00～9：30

座長：樗木 晶子（九州大学）
野出 孝一（佐賀大学）

W01~03

一般演題① 」１全不心「 
9：40～10：15

座長：井手 友美（九州大学）
浅香 真知子（佐賀大学）

001~004

一般演題② 」２全不心「 
座長：安藤 眞一（九州大学病院）

新里 朋子（琉球大学）

10：15～10：40 005~007

一般演題③ 」１患疾心性血虚「 
9：00～9：35

座長：片岡 哲郎（鹿児島医療センター）
津田 有輝（産業医科大学）

008~011

一般演題④ 」２患疾心性血虚「 
9：35～10：15

座長：於久 幸治（長崎医療センター）
中村 郁子（佐賀県医療センター）

012~016

一般演題⑤ 」3患疾心性血虚「 
10：15～10：50

座長：西田 誉浩（佐賀大学）
大庭 百合賀（千早病院）

017~020

一般演題⑥ 」4患疾心性血虚「 
10：50～11：25

座長：福井 寿啓（熊本大学）
西川 宏明（福岡大学西新病院）

021~024

スイーツセミナー２
16：00～16：50

座長：濱崎 秀一（鹿児島市立病院）
演者：長内 宏之（公立陶生病院）
共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

SwS2

第９回男女共同参画講演
「ワークライフシナジーを語ろう！」

11：00～12：15

　 座長：嘉川 亜希子（腎愛会上山病院）
　 窪田 佳代子（鹿児島大学）

　 講演：大郷 恵子（国立循環器病研究センター）
コメンテーター：大郷 恵子（国立循環器病研究センター）

　 野原 　夢（久留米大学）
　 南　 貴子（長崎大学）

GE

第３回ACHDセッション
「心不全を発症したTOF 術後症例」

13：30～15：00

　　座長：石川 司朗（福岡市立こども病院）
　　松葉 智之（鹿児島大学）

Key note lecture：帶刀 英樹（九州大学）
　　演者：小松 愛子（佐賀大学）

　　坂本 一郎（九州大学）
　　湯淺 敏典（鹿児島大学）

ACHD

スイーツセミナー１
15：10～16：40

～第１部～
座長：前村 浩二（長崎大学）

田中 啓之（久留米大学）
演者：柚木 純二（佐賀大学）

中尾 浩一（熊本病院）
～第２部～
座長：宮本 伸二（大分大学）

田 賢一（熊本大学）
共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

SwS1

R01~08

R09~16

ランチョンセミナー１
12：30～13：20

座長：宮田 昌明（鹿児島市立病院）
演者：柴田 　玲（名古屋大学）
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

LS1

　　

　　

ランチョンセミナー２
12：30～13：20

座長：中島 　均（鹿児島医療センター）
演者：窪薗 琢郎（鹿児島大学病院）
共催：第一三共株式会社

LS2

社員総会・評議員会

12：30～13：20

AS

ES1

SS

ES2

座長：木佐貫 彰（鹿児島大学）
演者：荒井 秀典（国立長寿医療研究センター）

17：00～ 表彰式・閉会式

13：20～ 名誉会員就任授与式

Case Report Award１

13：30～14：25

座長：中村 都英（宮崎大学）
安川 秀雄（久留米大学）

CRA01~06

Case Report Award２
14：25～15：10

座長：吉田 典子（久留米大学）
塩瀬 　明（九州大学）

CRA07~11

日　程　表

若手ハートチームセッション
「症例から学ぶ心不全の緩和ケア」

13：30～14：50

座長：坂本 隆史（九州大学）
柴田 龍宏（久留米大学）

演者：
桐谷 浩一（ながさきクリニック）
大森 崇史（飯塚病院）

柏木 秀行（飯塚病院）

佐藤 寛子（大分県立病院）
中島 菜穂子（久留米大学）

YHS

第３回研修医教育セミナー
New Wave Seminar

「明日の当直で出会うかもしれない！
循環器救急を学ぶ～ポイントとコツ～」

14：50～16：50

総合司会：日浅 謙一（九州大学）
１）特別講演
　　座長：日浅 謙一（九州大学）
　　演者：山中 克郎（諏訪中央病院）
２）症例検討
　　座長：薗田 剛嗣（鹿児島大学）

　　高橋 正雄（産業医科大学）
プレゼンテーター：大窪 崇之（宮崎大学）

　　當間 裕一郎（琉球大学）
　コメンテーター：藤野 剛雄（九州大学）

佐藤 大輔（長崎大学）
　　共催：バイオトロニックジャパン株式会社

Ａ会場
中央1･2F　［県民ホール］

Ｂ会場 Ｃ会場
西棟2F　［大ホールＡ］

  
西棟2F　［大ホールＢ］

Ｄ会場
西棟2F　［中ホール］

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

8：40～ 開　会　式

YIA臨床研究（CR）
セッション

8：45～10：25

座長：尾辻 　豊（産業医科大学）
筒井 裕之（九州大学）

YIA基礎（TR）セッション
8：45～9：30

座長：小野 克重（大分大学）
三浦 伸一郎（福岡大学）

研修医セッション①

9：40～10：50

座長：中川 幹子（大分大学）
掃本 誠治（九州看護福祉大学）

研修医セッション②

10：50～12：00

座長：浦田 秀則（福岡大学筑紫病院）
和田 秀一（福岡大学）

Asian Session

13：30～15：30

座長： 田 賢一（熊本大学）
挽地 　裕（佐賀大学）

演者：Joshua P Loh
Alan Fong Yean Yip
Wei-Chun Huang
Soon-Jun Hong
Takashi Kajiya

教育セッション①
「心臓リハビリテーションガイドライン up to date」

10：45～11：35

座長：田中 康博（鹿児島医療センター）
演者：井澤 英夫（坂文種報徳會病院）

教育セッション②
「循環器病とフレイル」

「Treatment of AMI in Asia:
from PCI to Rehabilitation」

外科・内科連携セッション
15：30～17：00

座長：横井 宏佳（福岡山王病院）
廣松 伸一（久留米大学）

演者：池田 義之（鹿児島大学）
神田 大輔（鹿児島大学）
荒田 憲一（鹿児島大学）
大山 志保（南風病院）
富村 奈津子（南風病院）

「PADに対するチーム医療：鹿児島での取り組み」

11：35～12：25

YCR01~08 YTR01~04

女性研究者奨励賞セッション
9：00～9：30

座長：樗木 晶子（九州大学）
野出 孝一（佐賀大学）

W01~03

一般演題① 」１全不心「 
9：40～10：15

座長：井出 友美（九州大学）
浅香 真知子（佐賀大学）

001~004

一般演題② 」２全不心「 
座長：安藤 眞一（九州大学病院）

新里 朋子（琉球大学）

10：15～10：40 005~007

一般演題③ 」１患疾心性血虚「 
9：00～9：35

座長：片岡 哲郎（鹿児島医療センター）
津田 有輝（産業医科大学）

008~011

一般演題④ 」２患疾心性血虚「 
9：35～10：15

座長：於久 幸治（長崎医療センター）
中村 郁子（佐賀県医療センター）

012~016

一般演題⑤ 」3患疾心性血虚「 
10：15～10：50

座長：西田 誉浩（佐賀大学）
大庭 百合賀（千早病院）

017~020

一般演題⑥ 」4患疾心性血虚「 
10：50～11：25

座長：福井 寿啓（熊本大学）
西川 宏明（福岡大学西新病院）

021~024

スイーツセミナー２
16：00～16：50

座長：大石 　充（鹿児島大学）
演者：長内 宏之（公立陶生病院）
共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

SwS2

第９回男女共同参画講演
「ワークライフシナジーを語ろう！」

11：00～12：15

　 座長：嘉川 亜希子（腎愛会上山病院）
　 窪田 佳代子（鹿児島大学）

　 講演：大郷 恵子（国立循環器病研究センター）
コメンテーター：大郷 恵子（国立循環器病研究センター）

　 野原 　夢（久留米大学）
　 南　 貴子（長崎大学）

GE

第３回ACHDセッション
「心不全を発症したTOF 術後症例」

13：30～15：00

　　座長：石川 司朗（福岡市立こども病院）
　　松葉 智之（鹿児島大学）

Key note lecture：帶刀 英樹（九州大学）
　　演者：小松 愛子（佐賀大学）

　　坂本 一郎（九州大学）
　　湯淺 敏典（鹿児島大学）

ACHD

スイーツセミナー１
15：10～16：40

～第１部～
座長：前村 浩二（長崎大学）

田中 啓之（久留米大学）
演者：柚木 純二（佐賀大学）

中尾 浩一（熊本病院）
～第２部～
座長：宮本 伸二（大分大学）

田 賢一（熊本大学）
共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

SwS1

R01~08

R09~16

ランチョンセミナー１
12：30～13：20

座長：宮田 昌明（鹿児島市立病院）
演者：柴田 　玲（名古屋大学）
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

LS1

若手ハートチームセッション
「症例から学ぶ心不全の緩和ケア」

13：30～14：50

座長：坂本 隆史（九州大学）
柴田 龍宏（久留米大学）

演者：桐谷 浩一（ながさきクリニック）
大森 崇史（飯塚病院）
佐藤 寛子（大分県立病院）
中島 菜穂子（久留米大学）

YHS

第３回研修医教育セミナー
New Wava Seminar

「明日の当直で出会うかもしれない！
循環器救急を学ぶ～ポイントとコツ～」

14：50～16：50

総合司会：日浅 謙一（九州大学）
１）特別講演
　　座長：日浅 謙一（九州大学）
　　演者：山中 克郎（諏訪中央病院）
２）症例検討
　　座長：薗田 剛嗣（鹿児島大学）

　　高橋 正雄（産業医科大）
プレゼンテーター：大窪 崇之（宮崎大学）

　　當間 裕一郎（琉球大学）
　コメンテーター：藤野 剛雄（九州大学）
　　共催：バイオトロニックジャパン株式会社

NW

ランチョンセミナー２
12：30～13：20

座長：中島 　均（鹿児島医療センター）
演者：窪薗 琢郎（鹿児島大学病院）
共催：第一三共株式会社

LS2

社員総会・評議員会

12：30～13：20

AS

ES1

SS

ES2

座長：木佐貫 彰（鹿児島大学）
演者：荒井 秀典（国立長寿医療研究センター）

17：00～ 表彰式・閉会式

13：20～ 名誉会員就任授与式

Case Report Award１

13：30～14：25

座長：中村 都英（宮崎大学）
安川 秀雄（久留米大学）

CRA01~06

Case Report Award２
14：25～15：10

座長：吉田 典子（久留米大学）
塩瀬 　明（九州大学）

CRA07~11



Ｅ会場
西棟 1F　［リハーサル室１］

Ｆ会場 Ｇ会場
東棟 3F　［大研修室１］

  
東棟 3F　［大研修室２］

Ｈ会場
東棟 3F　［中研修室１］

機器展示会場
2Fロビー

8：00

9：00

10：

11：

12：

13：

14：

15：

16：

17：

DVDセッション１

8：45～10：45

DVDセッション２

13：30～15：30

一般演題⑱ 」患疾脈動大「 
13：30～14：10

座長：山本 裕之（鹿児島大学）
大野 聡子（久留米大学）

075~079

一般演題⑲ 「末梢動脈疾患」
14：10～14：50

座長：薗田 正浩（鹿児島医療センター）
柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院）

080~084

一般演題⑳ 「高血圧・その他」
14：50～15：30

座長：廣岡 良隆（高木病院）
西坂 麻里（九州大学）

085~089

一般演題⑦ 」１脈整不「 
9：00～9：40

座長：塗木 徳人（鹿児島医療センター）
遠山 英子（福岡山王病院）

025~029

一般演題⑧ 」２脈整不「 
9：40～10：20

座長：熊谷 浩一郎（福岡山王病院）
市來 仁志（鹿児島大学）

030~034

一般演題⑨ 」３脈整不「 
10：20～11：00

座長：山部 浩茂（熊本大学）
長山 友美（福岡市民病院）

035~039

一般演題⑩ 「先天性心疾患・川崎病」

11：00～11：50

座長：田代 克弥（唐津赤十字病院）
中矢代 真美（南部医療センター）

040~045

若手活性化委員会

8：45～9：45

機

　器

　展

　示

9：00
　～16：30

あり方委員会

9：50～11：05

役員会

11：15～12：15

男女共同参画委員会

13：30～14：20

心肺蘇生法普及委員会

14：25～15：15

ACHD診療連絡会議

15：20～16：10

一般演題⑮ 」1症栓血「 
13：30～14：05

座長：田原 宣広（久留米大学）
小島 聡子（鹿児島大学）

063~066

一般演題⑯ 」2症栓血「 
14：05～14：40

座長：海北 幸一（熊本大学）
岩田 英里子（南海医療センター）

067~070

一般演題⑰ 血出「 ・その他」
14：40～15：15

座長：池田 聡司（長崎大学病院）
伊藤 美和（熊本大学）

071~074

一般演題⑪ 「心膜・心筋疾患１」
9：00～9：35

座長：四元 剛一（鹿児島市立病院）
的場 哲哉（九州大学）

046~049

一般演題⑫ 「心膜・心筋疾患２」
9：35～10：10

座長：芦澤 直人（日赤長崎原爆病院）
川畑 和代（指宿医療センター）

050~053

一般演題⑬ 」症膜弁「 
10：10～10：50

座長：江石 清行（長崎大学病院）
安田 久代（熊本病院）

054~058

ランチョンセミナー３
12：30～13：20

座長：上野 高史（久留米大学病院）
演者：小川 正浩（福岡大学病院）
共催：バイエル薬品株式会社

LS3

ランチョンセミナー４
12：30～13：20

座長：福本 義弘（久留米大学）
演者：大郷 恵子（国立循環器病研究センター）

大郷 　剛（国立循環器病研究センター）
共催：日本新薬株式会社

LS4

ランチョンセミナー５
12：30～13：20

座長：厚地 伸彦（天陽会中央病院）
演者：曽我 芳光（小倉記念病院）
共催：田辺三菱製薬株式会社

LS5

ランチョンセミナー６
12：30～13：20

座長：大屋 祐輔（琉球大学）
演者：甲斐 久史（久留米大学医療センター）
共催：武田薬品工業株式会社

LS6

一般演題⑭ 「感染性心内膜炎」
10：50～11：25

座長：山近 史郎（春回会井上病院）
西野 　峻（宮崎市郡医師会病院）

059~062
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Ｅ会場
西棟 1F　［リハーサル室１］

Ｆ会場 Ｇ会場
東棟 3F　［大研修室１］

  
東棟 3F　［大研修室２］

Ｈ会場
東棟 3F　［中研修室１］

機器展示会場
2Fロビー

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

DVDセッション１

8：45～10：45

DVDセッション２

13：30～15：30

一般演題⑱ 」患疾脈動大「 
13：30～14：10

座長：山本 裕之（鹿児島大学）
大野 聡子（久留米大学）

075~079

一般演題⑲ 「末梢動脈疾患」
14：10～14：50

座長：薗田 正浩（鹿児島医療センター）
柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院）

080~084

一般演題⑳ 「高血圧・その他」
14：50～15：30

座長：廣岡 良隆（高木病院）
西坂 麻里（九州大学）

085~089

一般演題⑦ 」１脈整不「 
9：00～9：40

座長：塗木 徳人（鹿児島医療センター）
遠山 英子（福岡山王病院）

025~029

一般演題⑧ 」２脈整不「 
9：40～10：20

座長：熊谷 浩一郎（福岡山王病院）
市來 仁志（鹿児島大学）

030~034

一般演題⑨ 」３脈整不「 
10：20～11：00

座長：山部 浩茂（熊本大学）
長山 友美（福岡市民病院）

035~039

一般演題⑩ 「先天性心疾患・川崎病」

11：00～11：50

座長：田代 克弥（唐津赤十字病院）
中矢代 真美（南部医療センター）

040~045

若手活性化委員会

8：45～9：45

機

　器

　展

　示

9：00
　～16：30

あり方委員会

9：50～11：05

役員会

11：15～12：15

男女共同参画委員会

13：30～14：20

心肺蘇生法普及委員会

14：25～15：15

ACHD診療連絡会議

15：20～16：10

一般演題⑮ 」1症栓血「 
13：30～14：05

座長：田原 宣広（久留米大学）
小島 聡子（鹿児島大学）

063~066

一般演題⑯ 」2症栓血「 
14：05～14：40

座長：海北 幸一（熊本大学）
岩田 英里子（南海医療センター）

067~070

一般演題⑰ 血出「 ・その他」
14：40～15：15

座長：池田 聡司（長崎大学病院）
伊藤 美和（熊本大学）

071~074

一般演題⑪ 「心膜・心筋疾患１」
9：00～9：35

座長：四元 剛一（鹿児島市立病院）
的場 哲哉（九州大学）

046~049

一般演題⑫ 「心膜・心筋疾患２」
9：35～10：10

座長：芦澤 直人（日赤長崎原爆病院）
川畑 和代（指宿医療センター）

050~053

一般演題⑬ 」症膜弁「 
10：10～10：50

座長：江石 清行（長崎大学病院）
安田 久代（熊本病院）

054~058

ランチョンセミナー３
12：30～13：20

座長：上野 高史（久留米大学病院）
演者：小川 正浩（福岡大学病院）
共催：バイエル薬品株式会社

LS3

ランチョンセミナー４
12：30～13：20

座長：福本 義弘（久留米大学）
演者：大郷 恵子（国立循環器病研究センター）

大郷 　剛（国立循環器病研究センター）
共催：日本新薬株式会社

LS4

ランチョンセミナー５
12：30～13：20

座長：厚地 伸彦（天陽会中央病院）
演者：曽我 芳光（小倉記念病院）
共催：田辺三菱製薬株式会社

LS5

ランチョンセミナー６
12：30～13：20

座長：大屋 祐輔（琉球大学）
演者：甲斐 久史（久留米大学医療センター）
共催：武田薬品工業株式会社

LS6

一般演題⑭ 「感染性心内膜炎」
10：50～11：25

座長：山近 史郎（春回会井上病院）
西野 　峻（宮崎市郡医師会病院）

059~062


