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第 25回 AHVS/OPCAB研究会 会長 
獨協医科大学 心臓・血管外科 

福田 宏嗣 
 

第 25回日本 Advanced & Vascular Surgery/OPCAB研究会のご案内 
  
皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。まだまだ新型コロナウイルス感染症の収束には

程遠い状態で皆様方も非常にご苦労されていることとお察し申し上げます。くれぐれもご自愛ください。 
 
さて来る 12月 6日（日）の開催に向け鋭意準備を進めております。今回は感染状況が不透明で

あるため完全WEB開催といたしました。ライブ配信は 2 チャンネルとし、1 チャンネルは講演、2 チャンネ
ルは DRY LAB を同時配信し希望により切り替えできるようにします。また 12月 6日の会終了後も 2
週間程度アーカイブ配信を行う予定です。 

DRY LABは参加申し込みを開始していますが、一般の事前登録は 11月からを予定していますので
奮って登録・ご参加いただければ幸いです。12月 6日 皆様とWEB上でお会いできることを楽しみにし
ております。 

記 
 日時︓ 2020年 12月 6日（日） 
 テーマ︓ MICS を始めよう︕極めよう︕ 
 会場︓ WEB 開催 
  DRY LABは JP タワーホール＆カンファレンス（東京駅前）にて開催 
 HP︓ http://ahvs-opcab25.umin.jp/index.html 

以上 
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MICS 安全に始めよう

福田 宏嗣／獨協医科大学、岡本 一真／明石医療センター
西 宏之／大阪急性期・総合医療センター
三浦 崇／長崎大学
山崎 真敬／慶應義塾大学
中島 康祐／心臓病センター榊原病院

最新のMICS MVP

伊藤 敏／名古屋第一日赤病院、北村 律／北里大学
岡本 一真／明石医療センター
田端 実／東京ベイ・市川医療センター
阿部 恒平／聖路加国際病院

MICS 安全に始めよう ：ランチョンセミナー

福田 宏嗣／獨協医科大学
田畑 美弥子／大和成和病院

共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

最新のMICS どこまでできる？

塩瀬 明／九州大学、中村 喜次／千葉西総合病院
北村 律／北里大学
紙谷 寛之／旭川医科大学
伊藤 敏明／名古屋第一日赤病院
坂口 太一／兵庫医科大学
大塚 俊哉／ワタナベ・ニューハート国際病院

MICS ROBOTIC

手取屋 岳／上尾中央総合病院、福田 宏嗣／獨協医科大学
藤田 知之 20分
中村 喜次 20分

アフタヌーンセミナー：医工連携45年間における心臓外科医10人からの印象に残る一言の紹
介

小坂 眞一／医療法人SHIODA 塩田病院
梅津 光生／早稲田大学先端生命医科学センター

共催：泉工医科工業株式会社
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Dry Labo

第25回AHVS/OPCAB研究会 Dry Labo参加申込

マンツーマンで指導を受けられる！

指導医

阿部 恒平
聖路加国際病院

 

岡本 一真
明石医療センター

 

北村 律
北里大学

田端 実
東京ベイ・浦安市川医療セン

ター

 

中村 喜次
千葉西総合病院

 

西 宏之
大阪急性期・総合医療センター

福田 宏嗣
獨協医科大学

 

三浦 崇
長崎大学
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参加受付期間

2020年10月6日（火曜日）～11月6日（金曜日）
※11月中旬に参加可否を決定いたし、メールでご案内いたします。

対象者

MICSをこれから始める人、またはMICSの経験が浅い人

Dry Labの内容

MICSシミュレーターを用い僧帽弁形成術の基本的手技（糸掛け、結紮、視野出しなど）を習得す
る。
座学はありません。
上記指導医によるマンツーマンの指導です。MICSの経験数に応じて適切な指導をします。
時間は1.5時間です。

ライブストリーミング配信日

2020年12月6日（日曜日）午後（アーカイブ配信期間2週間程度予定）
※新型コロナウイルス感染再拡大の状況により中止になる場合がございます。

会場

JPタワー ホール＆カンファレンス（東京駅丸の内口）

参加費

8,000円

※11月23日（月曜日）以降にキャンセルする場合、参加費の返金はございません。
※緊急オペによるキャンセルもキャンセル対象となります。
※参加確定後に、お支払いをお願いいたします。（クレジットカード支払い）
※座学プログラムに参加する場合には、Dry Labo参加確定後に、座学プログラムとともに
参加申込を行い、お支払いをお願いいたします。

参加受付人数

最大12名

※申込多数の場合、抽選になる場合がございます。

キャンセル待ち

申込多数による抽選に漏れた場合、キャンセル待ちをお受けすることが可能です。
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Dry Labo Certificate

1.5時間

オンライン配信に関する同意

1. 参加者は第25回AHVS/OPCAB研究会に対し、Dry Labo参加時の動画に関してライブおよび
アーカイブ配信期間中、オンライン開催特設ページに掲載することに無償にて同意します。

2. 閲覧対象者はAHVS/OPCAB研究会会員をはじめとする第25回AHVS/OPCAB研究会の参加者
とします。

3. 第25回AHVS/OPCAB研究会は会期終了後、Dry Labo参加時の動画について、速やかにその
データを破棄します。

4. 掲載されたDry Labo参加時の動画が第三者の著作権その他の権利及び利益の侵害問題を生じ
させた場合、Dry Labo参加者が責任を負うものとします。

5. 掲載されたDry Labo動画の掲載により演者に不利益が生じた場合も、
第25回AHVS/OPCAB研究会はその責任を負わないものとします。

参加申込
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