
循環器内科業績一覧　2021.1-12

発表者 山崎　誠治（座長）

演題名 特別講演①

学会名 Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｃａｒｅ　Ｓｅｍｉｎａｒ 開催期間 2021.1.22

発表者 山﨑　和正（演者）

演題名 TAVIの現状と未来～TAVI後抗血栓療法も含めて～

学会名 Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｃａｒｅ　Ｓｅｍｉｎａｒ 開催期間 2021.1.22

発表者 片桐　勇貴（パネリスト）

演題名

学会名  ＯＣＴ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｃｅｎｔｅｒ　ｏｆ　Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ 開催期間 2021.2.3

発表者 山崎　誠治（座長）

演題名

学会名 循環器診療の最前線～Web　Live　Synposium～ 開催期間 2021.2.4

発表者 棒田　浩基（演者）

演題名 札幌東徳洲会病院での最新のデバイス治療

学会名 循環器診療の最前線～Web　Live　Synposium～ 開催期間 2021.2.4

発表者 細井　雄一郎（演者）

演題名 症例発表

学会名 RotablatorWEB症例検討会 開催期間 2021.2.10

発表者 山崎　誠治（演者）

演題名 当院の災害対策と北海道胆振東部地震での現状

学会名 第29回日本心血管インターベンション治療学会 開催期間 2021.2.18-21

発表者 竹之内　豪（コメンテーター）

演題名 参加型セッション7

学会名 第29回日本心血管インターベンション治療学会 開催期間 2021.2.18-21

発表者 谷　友之（演者）

演題名 WATCHMANについて

学会名 トーアエイヨー社内勉強会 開催期間 2021.3.4

発表者 山﨑　和正（演者）

演題名

学会名 大塚製薬株式会社札幌支店　オンライン社内研修会 開催期間 2021.3.5

発表者 山崎　誠治（総合座長）

演題名



学会名 Heart　ｆａｉｌｕｒｅ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　2021 開催期間 2021.3.31

発表者 棒田　浩基（演者）

演題名 僧帽弁閉鎖不全症に対するMitraClip®の治療と最新の話題

学会名 Heart　ｆａｉｌｕｒｅ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　2021 開催期間 2021.3.31

発表者 山崎　誠治（総括）

演題名

学会名 Ｗｅｂ　Ｓｅｍｉｎａｒ　ｉｎ　Ｓａｐｐｏｒｏ 開催期間 2021.4.1

発表者 竹之内　豪（演者）

演題名 重症下肢虚血に対する当院でのEVT治療について

学会名 Ｗｅｂ　Ｓｅｍｉｎａｒ　ｉｎ　Ｓａｐｐｏｒｏ 開催期間 2021.4.1

発表者 山﨑　和正（演者）

演題名 透析患者さんへより低侵襲な大動脈弁狭窄症の治療TAVIについて

学会名 Ｗｅｂ　Ｓｅｍｉｎａｒ　ｉｎ　Ｓａｐｐｏｒｏ 開催期間 2021.4.1

発表者 棒田　浩基（演者）

演題名

学会名 弁膜症と心不全～医療連携Ｗｅｂセミナー 開催期間 2021.5.20

発表者 山崎　誠治（座長・コメンテーター）

演題名 ショートレクチャー6（座長）・ビデオライブ2（コメンテーター）

学会名 第52回日本心血管インターベンション治療学会　北海道地方会 開催期間 2021.5.22

発表者 棒田　浩基（演者）

演題名

学会名 第2回ＭｉｔｒａＣｌｉｐＴＭ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｌｅｃｔｕｒｅ 開催期間 2021.5.26

発表者 後平　泰信（演者）

演題名

学会名 オンライン社内研修会（大塚製薬株式会社） 開催期間 2021.6.15

発表者 山崎　誠治（座長）

演題名

学会名 第1回徳洲会グループPCI症例検討会 開催期間 2021.6.29

発表者 片桐　勇貴（演者）

演題名 PCI後、繰り返す下血に対して超短期DAPTで乗り切った症例

学会名 第1回徳洲会グループPCI症例検討会 開催期間 2021.6.29

発表者 山崎　誠治（司会）

演題名



学会名 第3回低侵襲僧帽弁治療を考える会 開催期間 2021.7.1

発表者 棒田　浩基（演者）

演題名 当院でのMitraClip治療経験

学会名 第3回低侵襲僧帽弁治療を考える会 開催期間 2021.7.1

発表者 片桐　勇貴（演者）

演題名 PCIの最新技術～冠動脈治療はここまで来ている～

学会名 第27回日本血管内治療学会学術総会 開催期間 2021.7.9-10

発表者 山崎　誠治（Opening　Remarks・Closing　Remarks）

演題名

学会名 Ｗｅｂ　Ｓｅｍｉｎａｒ　in　旭川 開催期間 2021.7.15

発表者 山﨑　和正（演者）

演題名 透析患者さんへの新たな治療選択～TAVI～

学会名 Ｗｅｂ　Ｓｅｍｉｎａｒ　in　旭川 開催期間 2021.7.15

発表者 竹之内　豪（演者）

演題名 重症下肢虚血に対する当院でのEVT治療について

学会名 Ｗｅｂ　Ｓｅｍｉｎａｒ　in　旭川 開催期間 2021.7.15

発表者 黒田　健（ディスカッサント）

演題名

学会名 Ａｂｂｏｔｔ　ＣＩＥＤｓ　Ｓｅｍｉｎａｒ　ｆｏｒ　Ｎｅｘｔ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｓ 開催期間 2021.7.17

発表者 山崎　誠治（座長）

演題名

学会名 心不全デバイス治療サミットｉｎ北海道 開催期間 2021.7.29

発表者 棒田　浩基（演者）

演題名

学会名 心不全デバイス治療サミットｉｎ北海道 開催期間 2021.7.29

発表者 棒田　浩基（演者）

演題名

学会名 Heart Faiiure Web Seminar 開催期間 2021.8.5

発表者 山崎　誠治（座長）

演題名 講演①

学会名 心不全パンデミック～大動脈弁狭窄症について考える～ 開催期間 2021.8.25

発表者 山﨑　和正（演者）

演題名
TAVI治療までの大動脈弁狭窄症患者発見の取り組み～徳洲会グループ
医療連携について～



学会名 心不全パンデミック～大動脈弁狭窄症について考える～ 開催期間 2021.8.25

発表者 山﨑　和正（座長）

演題名 一般演題3　TAVI合併症（1）、冠動脈合併TAVI（1）

学会名 第11回日本経カテーテル心臓弁治療学会学術集会 開催期間 2021.8.27-28

発表者 山崎　誠治（Opening　Remarks・Closing　Remarks）

演題名

学会名 Web　Seminar　in　札幌 開催期間 2021.9.2

発表者 山﨑　和正（演者）

演題名 透析患者さんへの新たな治療選択～TAVI～

学会名 Web　Seminar　in　札幌 開催期間 2021.9.2

発表者 竹之内　豪（演者）

演題名 透析患者様への心不全治療について～心エコ-の重要性～

学会名 Web　Seminar　in　札幌 開催期間 2021.9.2

発表者 山崎　誠治（コメンテーター）

演題名

学会名 Sapporo Live Demonstration Course 2021 開催期間 2021.9.3-4

発表者 山崎　誠治（座長）

演題名

学会名 北海道アリスミックスセミナー 開催期間 2021.9.7

発表者 山﨑　和正（演者）

演題名 TAVI後抗血栓療法

学会名 北海道アリスミックスセミナー 開催期間 2021.9.7

発表者 後平　泰信（演者）

演題名 海外でのCPAP管理・導入の試み

学会名  日本睡眠学会第46回定期学術集会 開催期間 2021.9.23-24

発表者 山崎　誠治（座長）

演題名

学会名 Ｗｅｂセミナー～循環器診療の新潮流～ 開催期間 2021.10.6

発表者 棒田　浩基（演者）

演題名 当院における心不全治療の取り組み～MitraClipを中心に～

学会名 Ｗｅｂセミナー～循環器診療の新潮流～ 開催期間 2021.10.6


