
▶2017年6月2日（金）
第１会場
瑞雪の間

第２会場
蓬莱の間

7：00

8：00

開会式

シンポジウム1
PAHの新規薬物治療

座長：佐藤　徹 
　　　　江本　憲昭

9：00 八巻賞受賞講演
座長：下川　宏明

奨励賞受賞講演
座長：松原　広己

10：00

シンポジウム4
膠原病関連肺高血圧症～

一歩進んだ病態の理解、診断そして治療
座長：桑名　正隆 
　　　渥美　達也

招請講演1
The role of cardiac PET in the evaluation of Pulmonary Hypertension and understanding the mechanisms of right heart failure

座長：瀧原　圭子　演者：Lisa Mielniczuk
11：00

招請講演2
エンドセリン受容体の構造と機能

座長：渡邉　裕司　　演者：土井　知子

12：00

ランチョンセミナー1
Pulmonary hypertension treatment and treatment problems in Poland
座長　松原　広己　　演者：Adam Torbicki 
共催：アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン株式会社／日本新薬株式会社

ランチョンセミナー2
Practical Advice on Treprostinil:Selecting the right treatment for the right patient

座長：伊藤　正明　　演者：Rajan Saggar 
共催：持田製薬株式会社13：00

会長講演
座長：巽　浩一郎　　演者：西村　正治

14：00

シンポジウム2
右心形態・機能および代謝

座長：坂田　泰史 
　　　　坂尾　誠一郎

YIAセッション
審査委員：西村　正治 
　　　　　桑名　正隆 

　　　　　　土井　庄三郎 
　　　　　江本　憲昭 
　　　　　伊藤　正明

15：00

シンポジウム3
CTEPHに対する最新・最適な治療を学ぶ

座長：荻野　均 
　　　大郷　剛

16：00

シンポジウム5
先天性心疾患と肺高血圧

座長：土井　庄三郎 
　　平田　康隆17：00

イブニングセミナー1
Highlights from Basic Research to Therapy in PAH

座長：巽　浩一郎　　演者：Chistophe Guignabert 
共催：アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン株式会社18：00

全員懇親会・表彰式（八巻賞・学会奨励賞・YIA）
会場：ロイトン札幌（3FロイトンホールD会場前でも参加受付を行います。）

19：00

20：00

21：00

8:20〜8：30

8:30〜10:00 （P.62）

8:50〜9:20 （P.54）

9:20〜10:10 （P.55）

10:00〜11：30 （P.69）10:05〜10：55 （P.52）

11：00〜11：50 （P.52）

12:10〜13:10 （P.167） 12:10〜13:10 （P.167）

13:20〜13：50 （P.51）

14:00〜15:30 （P.64） 14:00〜15:50 （P.90）

15:35〜17:05 （P.67）

15:50〜17:20 （P.72）

17:15〜18:15 （P.170）

18:30〜20:30

第３会場
清流の間

第４会場
黎明の間

7：00

8：00

一般演題1　基礎研究1
座長：佐藤　公雄・堀之内　孝広

一般演題3　CTEPH病態
座長：福島　裕之・重城　喬行 9：00

一般演題2　基礎研究2
座長：河野　浩章・上村　和紀 一般演題4　BPA1

座長：菅野　晃靖・伊波　巧

　教育１　特発性肺動脈性肺高血圧の早期診断と学校心電図検診
座長：土井　庄三郎　　演者：三谷　義英 一般演題5　BPA2

座長：片岡　雅晴・建部　俊介

10：00

　　教育２　PVOD/PCHの診断と治療
座長：田邉　信宏　　演者：小川　愛子 一般演題6

PEA／手術
座長：石田　敬一・山下　淳

教育３　肺高血圧症例に対する肺移植の成績と術式・術後管理の工夫
座長：波田野　将　　演者：青山　晃博

11：00

教育４　肺高血圧に対する運動療法と心臓リハビリテーション
座長：木村　智樹　　演者：後藤　葉一

12：00

ランチョンセミナー3
Riociguat in Clinical Practice: A discussion of the evidence with case based examples

座長：辻野　一三　　演者：Lisa Mielniczuk 
共催：バイエル薬品株式会社

ランチョンセミナー4
獣医師の立場からみる動物の肺高血圧症：動物モデルから自然発症例まで

座長：長内　忍　　演者：中村　健介 
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社 13：00

14：00

症例検討セッション
第18回肺高血圧治療談話会（旧肺高血圧症治療研究会）

Keynote lecture
座長：国枝　武義　　演者：佐藤　徹
共催：東レ株式会社

一般演題7　小児・先天性心疾患合併PH
座長：福井　重文・前田　佳真

一般演題8
症例（小児・先天性疾患）
座長：澤田　博文・石井　卓

15：00

一般演題9　症例（CTDPAH）1
座長： 中里　和彦・波多野　将 16：00

一般演題10　症例（CTDPAH）2
座長：竹内　利治・長岡　鉄太郎

17：00

イブニングセミナー2
結合組織病に伴う肺動脈性肺高血圧症に対する治療と展望

座長：桑名　正隆　　演者：田中　住明・Keith W. Ward 
共催：Reata Pharmaceuticals／協和発酵キリン株式会社

イブニングセミナー3
肺高血圧症の最新治療

座長：橋本　暁佳　　演者：伊波　巧 
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社 18：00

全員懇親会・表彰式（八巻賞・学会奨励賞・YIA）
会場：ロイトン札幌（3FロイトンホールD会場前でも参加受付を行います。）

19：00

20：00

21：00

8:30〜9：02 （P.105） 8:30〜9:10 （P.109）

9:02〜9：34 （P.107）
9:10〜9:50 （P.111）

9:45〜10:15 （P.58） 9:50〜10:30 （P.114）

10:15〜10:45 （P.58）

10:30〜11:18 （P.116）

10:45〜11:15 （P.59）

11:15〜11:45 （P.59）

12:10〜13:10 （P.168） 12:10〜13:10 （P.168）

14:00〜17：00 （P.97） 14:00〜14:40 （P.119）

14:40〜15:36 （P.122）

15:36〜16:16 （P.125）

16:16〜16:56 （P.128）

17:15〜18:15 （P.170） 17:15〜18:15 （P.171）

18:30〜20:30
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日程表［1日目］



▶2017年6月3日（土）
第１会場
瑞雪の間

第２会場
蓬莱の間

7：00

8：00

パネルディスカッション2
CTD-PHにおける早期診断と早期介入

座長：山田　秀裕
　　　吉田　俊治

会長特別企画
English Session

Cutting edge of science in Pulmonary Hypertension 
from Japan

日本らしさの発見、学際的統合そして発信
Chairman：Koichiro Tatsumi（Chiba University Graduate School of Medicine）

Keichi Fukuda　  （Keio University School of Medicine）

9：00

10：00

シンポジウム7
第2群・第3群肺高血圧症

座長：田邉　信宏
　　　　長谷部　直幸

招請講演3
演者：Paul Hassoun

The Role of Right Ventricular Performance in Pulmonary Arterial Hypertension
座長：西村　正治11：00

招請講演4
演者：Christophe Guignabert

New molecular targets of pulmonary vascular remodeling in PAH: Importance of endothelial communication
座長：下川　宏明12：00

ランチョンセミナー5
肺動脈性肺高血圧症の薬物治療選択～分かってきたこと、分からないこと～

座長　福田　恵一　演者：渡邉　裕司
共催：ファイザー株式会社

ランチョンセミナー6
PAH:処方の考え方を考える

座長　中西　宣文　演者：武田　裕　共催：バイエル薬品株式会社
13：00

シンポジウム6　
肺高血圧症～基礎研究領域の最新知見

座長：福本　義弘
　　　　阿部　弘太郎

ケースカンファレンス
PH Grand Rounds ～診断力ステップアップセッション

司会：辻野　一三
　　　田村　雄一

14：00

15：00

パネルディスカッション１
我が国の臨床研究の現状と課題

座長：川口　鎮司
　　　渡邉　裕司

シンポジウム8
“PHチーム”医療の実際と展望

座長：橋本　暁佳
　　　高橋　智子

16：00

17：00 閉会式

18：00

19：00

20：00

21：00

8:20〜:9：50 （P.84）
8:30〜10:10 （P.56）

10:00〜11：30 （P.77）

10：20〜11：10 （P.53）

11:20〜12：10 （P.53）

12:30〜13:30 （P.172） 12:30〜13:30 （P.172）

13:40〜15:10 （P.74） 13:40〜15:10 （P.101）

15:20〜16:50 （P.62） 15:20〜16：50 （P.79）

17:00〜17：10

第３会場
清流の間

第４会場
黎明の間

7：00

モーニングセミナー
PAH治療におけるET経路の役割～他経路の薬剤との関係を含めて～

座長：中野　敦　　演者：中島　康夫
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

8：00
一般演題15　PH病態1
座長：山本　真・加藤　将

教育5　肺動脈性肺高血圧症発症の分子機序：これまでの知見と今後の課題
座長：木村　弘　演者：江本　憲昭 一般演題16　PH病態2

座長：芹澤　直紀・小西　博応 9：00
教育6　臨床に活かす肺高血圧症の病理 

座長：谷野　美智枝　演者：大郷　恵子 一般演題17　PAH薬物治療1
座長：高間　典明・小川　愛子　教育７　肺高血圧症における心臓核医学の役割：近年の発展と今後の展望

座長：大平　洋　演者：吉永　恵一郎
10：00一般演題18　PAH薬物治療2

座長：古川　明日香・袴田　晃央
教育8　CTEPHに対する肺動脈内膜摘除術

座長：松居　喜郎　演者：石田　敬一

一般演題19　症例（薬剤性PH） 座長：山田　典一・永野　伸卓

パネルディスカッション３
PHの外来・在宅医療の現状と課題

座長：松原　広己
　　　　加賀宇　芳枝

11：00一般演題20　右心形態・機能1 
座長：片岡　雅晴・森尾　嘉晃

一般演題21　右心形態・機能2 
座長：大平　洋・杉村　宏一郎

12：00

ランチョンセミナー7
診療ガイドラインからみた肺高血圧症の治療

座長　室原　豊明　演者：田邉　信宏
共催：日本新薬株式会社／アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン株式会社

ランチョンセミナー8
Current strategy of PAH and my clinical approach to PAH in Brazil

座長　瀧原　圭子　演者：Carlos Jardim　共催：グラクソ・スミスクライン株式会社
13：00

一般演題11　リハビリ・患者ケア
座長：池田　聡司・藤井　宣匡

一般演題22
CTDPAH

座長：深谷　修作・保田　晋助

14：00

一般演題12
CTEPH診断・薬物治療1

座長：杉浦　寿彦・苅安　俊哉
一般演題23　肺・左心疾患合併PH

座長：今野　哲・長内　忍 15：00

一般演題13　CTEPH診断・薬物治療2
座長：足立　史郎・福井　重文　 一般演題24　症例（PoPHそのほか）

座長：谷口　貢・中村　知久
一般演題14
症例（CTEPH）

座長：西畑　庸介・冠木　敬之

16：00

一般演題25　症例（2-5群）　座長：杉野　圭史・世良　英子

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

7:30〜8:30 （P.169）

8:00〜8:32 （P.141）

8:30-9:00 （P.60） 8:32〜9:12 （P.143）

9:00-9:30 （P.60）
9:12〜9:52 （P.146）

9:30〜10:00 （P.61）

9:52〜10:24 （P.148）10:00〜10:30 （P.61）

10:24〜10:56 （P.150）
10:40〜12:10 （P.87）

10:56〜11:28 （P.152）

11:28〜12:00 （P.154）

12:30〜13:30 （P.173） 12:30〜13:30 （P.173）

13：40-14:20 （P.130） 13:40〜14:28 （P.156）

14:20-15:00 （P.133）
14:28〜15:08 （P.159）

15:00-15:40 （P.135） 15:08〜15:56 （P.162）

15:40〜16:36 （P.138）

15:56〜16:28 （P.165）
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日程表［2日目］

特別報告
～青黛摂取と肺高血圧～

座長：巽　浩一郎
長沼　誠

潰瘍性大腸炎に対する生薬青黛の有用性と課題
田村　雄一

青黛摂取に伴う肺動脈性肺高血圧症発症に関する 
全国実態調査報告

11:40〜12:10 （P.102）




