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第00回日本循環器学会学術集会
会期 : ,**,年 .月,.日�水��,0日�金�
会長 : 北畠 顕�北海道大学循環病態内科学�
会場 : 北海道厚生年金会館� ����札幌�

札幌市教育文化会館� 札幌���	
���
国際館���� 札幌後楽園
��

��� : �	�����循環器学�展望�社会��
貢献

美甘�����
Clinical frontiers in atherosclerosis research-

therapeutic targets for the treatment of

atherothrombosis in the new millennium

Valentin Fuster (Mt. Sinai Hospital, USA)

真下記念講演
Cardiac tissue reconstruction based on cell

sheet engineering

��細胞���工学� ���心筋組織再生�
岡野 光夫�東京女子医科大学先端生命医科学研究所�

特別講演
�Calcium cycling proteins of cardiac sarcoplas-

mic reticulum (SR)  Molecular regulation of

the phospholamban-SERCA Ca pump system

and its pathophysiological consequences 
�心筋小胞体� Ca!����"蛋白質 
	

#�$� /SERCA Ca ���系調節�分子機序
�病態生理学 �
多田 道彦�大阪大学病理病態学�

�Early cardiovascular disease: Recognition and

treatment to prevent progression

Jay N. Cohn (University of Minnesota, USA)

�Redox regulation of vascular function: Physio-

logical and pathophysiological implications

David G. Harrison (Emory University, USA)

�The promise of prevention and reversing

target organ involvement in hypertension

Edward D. Frohlich (Alton Ochsner Medi-

cal Foundation, USA)

�Diastology ,**,

A. Jamil Tajik (Mayo Clinic, USA)

会長講演
Integrated cardiology Cardiac dysfunction

and altered signal transduction in heart

failure 
�統合循環器学 心不全�%&�心室機能�情報

伝達系�変化 �
北畠 顕�北海道大学循環病態内科学�

��'��()�*�
++ Assessment and modification of vulnera-

ble plaques: Implications for acute coro-

nary syndrome �不安定�#���評価�治
療�

,+ Cardiovascular endocrinology and meta-

bolism: Progress and promise �心血管内分
泌代謝�現状�未来�

-+ Myocyte development, apoptosis and

regeneration �心筋�発生� ,����	�
再生���(	�

.+ Genetic approaches to understanding

cardiovascular diseases in the postgenome

era ��	�����%&�心血管病��遺
伝的,�����

/+ Assessment of cardiac function with new

noninvasive imaging �非侵襲的�-�.�
"法���心機能評価�最前線�

0+ New alternative therapies of refractory

heart failure �難治性心不全��新/0�治
療戦略�

���.1�
Basic cardiovascular science

++ Cardiovascular physiome: Linking genes

and molecules to function �循環器23.
4�� : 遺伝子� 分子56機能��

,+ Genetic and molecular basis of arrhythmia

�不整脈�遺伝�分子機構�
-+ Update in thrombosis and reperfusion

,**, �血�症�再灌流療法�,)�7���
.+ Redox signaling and cardiovascular

diseases ��8)�	�"'��心血管病�
/+ Infection, inflammation and immunity in

cardiovascular diseases �感染� 炎症� 免疫
�循環器病�

0+ Therapeutic angiogenesis and gene therapy

for cardiovascular diseases �血管新生療法�
遺伝子治療�新展開�

1+ Pathogenetic implications of the local

renin angiotensin system in cardiovascu-

lar system �循環器疾患�%&�局所�9�
�,�.4����系�意義�

,*



Clinical cardiovascular science

+� Genotype and phenotype of cardiovascu-
lar diseases �循環器疾患� genotype �
phenotype�

,� Novel risk factors and new screening tech-
niques of cardiovascular diseases �新��
冠危険因子����	
��法�進歩�

-� Current status and future challenges of
tissue engineering in the cardiovascular

system �組織�器官�再生医学現状�将来
��挑戦�

.� New strategies in the surgical manage-

ment of advanced heart failure �重症心不
全�対��新��外科的治療戦略�

/� Continuing clinical and therapeutic cha-
llenges in hypertension �高血圧病態解
明�治療�新展開�

0� Prevention and treatment of diabetic car-
diovascular diseases: Progress at the turn

of the century �糖尿病性心血管疾患�予防
�治療�

1� Endothelial function and coronary circu-
lation �血管内皮機能�冠循環�

2� New developments in echocardiography:
Recent advances in technology and

challenges to ischemic heart disease �心
��	法�新展開 : 技術革新�虚血性心疾患
��応用�

3� Molecular mechanisms for the develop-
ment of heart failure �心不全進展�分子機
構�

AHA�JCS������������
Stratification approach to life-threatening

arrhythmias: From genome to three-

dimensional mapping

ACC�JCS������������
New concepts and devices for the treat-

ment of ischemic heart diseases

ISCP�JCS������������
New inotropic agents for the treatment

of heart failure

ESC�JCS������������
New therapeutic developments and their

impact on heart failure management

�����	 !"#�$%���
+� 循環器疾患予防�日本�&'��("��

,**,年

,� 大動脈解離�管理
-� 血�症病態) 診断�治療�新*+,�-��
.� 重症心不全患者�代替治療
/� 急性心筋梗塞�再疎通療法

����.	�
+� ����.	� + : 高血圧
,� ����.	� , : 心不全
-� ����.	� - : 不整脈
.� ����.	� . : 画像診断
/� ����.	� / : 虚血性心疾患

�/%��
+� 遺伝子診断�遺伝子治療
,� 01��循環器病学
-� 再生医学�再生医療

Asian Session

Perspectives of Cardiovascular Ultrasound: Que-

stions from the President

Frontiers in Cardiovascular Research

一般演題�口述���2	3 Featured Research Session�
4	
��5�67	
教育8%���

+� 高齢者�&'�心疾患�診断�治療
,� 9������沿:�虚血性心疾患�予防�
治療

-� 心不全�&'�不整脈�突然死
;����8<=	���6��8<=	) >?�
@;��8<=	�
�医療裁判�鑑定人推薦制度�関��講演会�
禁煙推進8<=	
市民公開講座
�	A : 高齢社会�生活習慣病B考C�健DE

�老+��F�
市民��F�循環器8<=	 :

心臓病�危険因子�生活習慣病

Young Investigator’s Award 審査講演

第+3回 Young Investigator’s Award
審査委員長 竹下 彰�九州大学循環器内科�
�市来俊弘�九州大学大学院医学研究院循環器内科�

A Critical Role of cAMP Response Element-

Binding Protein (CREB) for the Hypertro-

phy and Proliferation of Vascular Smooth

Muscle Cells

�勝谷友宏�大阪大学大学院医学系研究科加齢医学�
Genetic Influence of Epsilon . Allele of

Apolipoprotein E Gene on Hypertension

and Lipid Metabolism in Japanese General

,+



Population

�清水達也�東京女子医科大学先端生命医科学研究所�
Fabrication of Pulsatile Cardiac Grafts by

Novel - -Dimensional Cell Sheet Manipula-

tion Technique Utilizing Temperature-

Responsive Culture Surfaces

�新藤隆行�東京大学大学院医学系研究科循環器内科�
IKLF/BTEB,, A Zinc Finger Transcription

Factor, Plays Central Roles in Cardiovascular

Remodeling in vivo

第+*回 CPIS �心臓血管薬物療法国際会議�賞
審査委員長 小川 聡�慶応義塾大学呼吸循環器内科�
�真田昌爾�大阪大学大学院医学系研究科病態情報
内科学�
Differential Subcellular Action of ACE

Inhibitors and AT+ Receptor Angatonists

on Cardiac Remodeling Induced by Chronic

Inhibition of NO Synthesis in Rats

第++回八木賞
審査委員長 横山 光宏�神戸大学循環呼吸器病態学�
�佐田政��東京大学大学院医学系研究科循環器内科�

Hematopoietic Stem Cells Differentiate into

Vascular Progenitor Cells that Contribute

to Atherosclerosis

第 ,回高安賞
審査委員長 外山 淳治�愛知県立尾張病院�
�林 優�滋賀医科大学第一内科�

Relationship between Transcardiac Extrac-

tion of Aldosterone and Left Ventricular

Remodeling in Patients with First Acute

Myocardial Infraction: Extracting Aldoste-

rone through the Heart Promotes Ventricu-

lar Remodeling after Acute Myocardial

Infarction

第,1回日本心臓財団佐藤賞
審査委員長 北畠 顕�北海道大学循環病態内科学�
�森下竜一�大阪大学大学院医学系研究科遺伝子治
療学�加齢医学�
難治性循環器疾患�遺伝子治療�開発

,4 ��������	�
��
第2/回北海道地方会
会期 : ,**+年 0月 ,日�土�
会場 : 札幌������札幌市�
会長 : 安田慶秀�北海道大学循環器外科学�

発表演題 : .0題
参加会員 : ,**名
第20回北海道地方会
会期 : ,**+年+*月+-日�土�
会場 : 札幌������札幌市�
会長 : 安倍十三夫�札幌医科大学第二外科�
発表演題 : /,題
参加会員 : ,**名
第+-,回東北地方会
会期 : ,**+年 0月 3日�土�
会場 : 岩手医科大学0*周年記念館�盛岡市�
会長 : 奥村 謙�弘前大学第二内科�
発表演題 : //題
参加会員 : -**名
第+--回東北地方会
会期 : ,**,年 ,月+0日�土�
会場 : 艮陵会館�仙台市�
会長 : 白土邦男�東北大学循環器病態学�
発表演題 : 2.題
参加人数 : ,2*名
第+2*回関東甲信越地方会
会期 : ,**+年 0月+0日�土�
会場 : 文京区民���	�文京区�
会長 : 羽田勝征�JR東京総合病院循環器内科�
発表演題 : 3/題
参加会員 : 03*名
第+2+回関東甲信越地方会
会期 : ,**+年 3月,3日�土�
会場 : 文京区民���	�文京区�
会長 : 水野杏一�日本医科大学千葉北総病院第一内科�
発表演題 : +*1題
参加会員 : 1*0名
第+2,回関東甲信越地方会
会期 : ,**+年+,月 +日�土�
会場 : 全社協�尾
	��千代田区�
会長 : 山科 章�東京医科大学第二内科�
発表演題 : ++.題
参加会員 : 0/2名
第+2-回関東甲信越地方会
会期 : ,**,年 ,月,-日�土�
会場 : 文京区民���	�文京区�
会長 : 代田浩之�順天堂大学循環器内科�
発表演題 : +*/題
参加人数 : 1*3名
第++/回東海地方会
会期 : ,**+年 0月,-日�土�
会場 : 三重県医師会館

,,



会長 : 井阪直樹�三重大学第一内科�
発表演題 : ++2題
参加会員 : -/*名
第++1回東海地方会
会期 : ,**,年 ,月+0日�土�
会場 : 名古屋国際会議場
会長 : 奥村健二�名古屋大学第二内科�
発表演題 : +-,題
参加人数 : /**名
第+**回北陸地方会
会期 : ,**+年 1月 1日�土�� 2日�日�
会場 : ���日航金沢
会長 : 竹越 襄�金沢医科大学循環器内科�
発表演題 : 1+題
参加会員 : 約,/*名
第+*,回北陸地方会
会期 : ,**,年 ,月,.日�日�
会場 : 富山医科薬科大学
会長 : 三崎拓郎�富山医科薬科大学第一外科�
発表演題 : /2名
参加人数 : 約,**名
第++0回東海�第+*+回北陸合同地方会
会期 : ,**+年+*月,*日�土��,+日�日�
会場 : 金沢����	
����� 金沢文化���
会長 : 井上 博�富山医科薬科大学第二内科�
発表演題 : +22題
参加人数 : 約/**名
第3+回近畿地方会
会期 : ,**+年 0月,-日�土�
会場 : 大阪国際交流
���大阪市�
会長 : 堀 正二�大阪大学病態情報内科学�
発表演題 : +/-題
参加会員 : 20+名
第3,回近畿地方会
会期 : ,**+年+,月+/日�土�
会場 : 大阪国際会議場�大阪市�
会長 : 児玉和久�大阪警察病院心臓
��循環器科�
発表演題 : +/0題
参加会員 : 21,名
第12回中国地方会
会期 : ,**+年 /月+,日�土�
会場 : 倉敷市芸文館�倉敷市�
会長 : 吉田 清�川崎医科大学循環器内科�
発表演題 : +++題
参加会員 : ,..名
第12回四国地方会
会期 : ,**+年 /月,0日�土�

会場 : 徳島県郷土文化会館�徳島市�
会長 : 片岡善彦�小松島赤十字病院�
発表演題 : 3/題
参加会員 : ,/0名
第13回中国�四国合同地方会
会期 : ,**+年++月-*日�金��+,月 +日�土�
会場 : 高知新阪急����高知市�
会長 : 笹栗志朗�高知医科大学第二外科�
発表演題 : +33題
参加会員 : ./*名
第3*回九州地方会
会期 : ,**+年 0月-*日�土�
会場 : 久留米大学医学部教育 ,号館�久留米市�
会長 : 古賀義則�久留米大学医療
��循環器科�
発表演題 : +*-題
参加会員 : .31名
第3+回九州地方会
会期 : ,**+年+,月 +日�土�
会場 : B-Con Plaza �別府市�
会長 : 葉玉哲生�大分医科大学心臓血管外科�
発表演題 : +-2題
参加人数 : .2-名

-4 �������
+ 急性冠症候群�診療�関�����	�

�班長 : 山口 徹�

, 肥大型心筋症�診療�関�����	�

�班長 : 吉川純一�

- 弁膜疾患�非薬物治療�関�����	�

�班長 : 松田 暉�

. 心疾患����運動療法�関�����	�

�班長 : 齋藤宗靖�

/ 川崎病心臓血管後遺症�診断�治療�関��
���	�

�班長 : 原田研介�

0 心疾患患者�学校� 職域� ��������
運動許容基準�関�����	�

�班長 : 川久保 清�

1 感染症心内膜炎�予防�治療�関�����
	�

�班長 : 宮武邦夫�

2 非心臓手術����合併心疾患�評価�管理
�関�����	�

�班長 : 許 俊鋭�

3 自動式体外除細動器 (AED) 検討委員会
�委員長 : 三田村秀雄�

,-



.4 �������
第+0回日本心臓������電気生理学会
会期 : ,**+年 /月,*日�日��,,日�火�
会場 : ��	国際会議場���	市�
会長 : 山口 巖�筑波大学臨床医学系内科�
第--回日本動脈硬化学会
会期 : ,**+年 0月 1日�木�� 2日�金�
会場 : 
��東京日航�港区�
会頭 : 板倉弘重�国立健康�栄養研究所�
第-1回日本小児循環器学会
会期 : ,**+年 1月 .日�木�� 0日�金�
会場 : ������静岡市�
会長 : 横田通夫�静岡県立���病院心臓血管外科�
第+*回日本心血管���������学会
会期 : ,**+年 1月 /日�木�� 1日�土�
会場 : 日本都市����会館�千代田区�
会長 : 中西成元�虎�門病院内科�
第.3回日本心臓病学会
会期 : ,**+年 3月,.日�月��,0日�水�
会場 : 広島国際会議場
会長 : 松�益��山口大学第二内科�
第/.回日本胸部外科学会
会期 : ,**+年+*月 -日�水��+*月 /日�金�
会長 : 大阪国際会議場

�������
��
会場 : 北村惣一郎

�国立循環器病����心臓血管外科�
第+2回日本心電学会
会期 : ,**+年+*月 .日�木�� /日�金�
会場 : 日本都市����会館�千代田区�
会長 : 平岡昌和�東京医科歯科大学難治疾患研究

所成人疾患研究部門循環器病�
第 /回日本心不全学会
会期 : ,**+年+*月,/日�木��+*月,1日�土�
会場 : 仙台国際����
会長 : 白土邦男�東北大学大学院医学系研究科�
第,.回日本高血圧学会
会期 : ,**+年+*月,/日�木��,1日�土�
会場 : 大阪国際会議場
会長 : 荻原俊男�大阪大学加齢医学�
第+/回日本冠疾患学会
会期 : ,**+年+,月 1日�金�� 2日�土�
会場 : 日本都市����会館�千代田区�
会長 :

�内科系�相澤忠範�心臓血管研究所付属病院内科�
�外科系�竹内靖夫

�東京女子医大付属第二病院心臓血管外科�

第-,回日本心臓血管外科学会
会期 : ,**,年 ,月+.日�木��+0日�土�
会場 : 大阪国際会議場�大阪市�
会長 : 松田 暉�大阪大学大学院医学系研究科E+

機能制御外科学�

/� ����	
��
� 循環器専門医認定 : ,**+年 3月 ,日 日本都市
����会館�東京�及!" �#$���大阪��
,会場%第+,回認定試験&実施 認定者'-2.名
�,**,年 -月 +日認定��
� 循環器専門医認定更新 : ,**,年度�+33,�+331

年度認定�循環器専門医+*.*名�認定更新及!
,**+年度�+33+�+330年度認定�循環器専門医,/名
�認定更新(承認)*+� ,***年度�+33*年度認
定�循環器専門医 -名�認定更新(追加承認)*
+�
� 循環器研修施設指定 : ,**,年度指定循環器研修
施設'.-施設�指定(承認)*+�
� 循環器研修関連施設指定 : ,**,年度指定循環器
研修関連施設'.0施設(承認)*+�
� 循環器研修施設指定更新 : ,**,年度循環器研修
施設'.0.施設(指定更新)*+� ,- ,**+年
度指定更新保留�循環器研修施設' ,施設追加更
新)*+�
� 循環器研修関連施設指定更新 : ,**,年度循環器
研修関連施設'++3施設(指定更新)*+�
� �循環器専門医� 刊行 : 専門医編集委員会./
Vol43 No4+, Vol43 No4,&出版�
Vol43 No4+'特集�0基礎科学�進歩1特集	
0第0.回日本循環器学会学術集会1�B / 判+30

頁�Vol43 No4, '特集0第0/回日本循環器学会
学術集会1�B /判+1,頁��

04 ������
� AMERICAN HEART ASSOCIATION 1.th

SCIENTIFIC SESSIONS (AHA) November 2�
++, ,**+ Anaheim, USA

� AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY

/+st ANNUAL SCIENTIFIC SESSION (ACC)

March +1�,*, ,**, Atlanta, USA

� ,-rd EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

(ESC) September +�/, ,**+ Stockholm Sweden

� 第 -回 ITCS (The International Transplant

Coordinators Society) ,**+年 1月,-�,.日 名
古屋市
� 第 0 回国際移植臓器学会総会 (0th Congress

,.



of International Society for Organ Sharing)

,**+年 1月,,�,1日� 名古屋市��������
	
���������
� 第 1回国際川崎病����� (The Seventh

International Kawasaki Disease Symposium)

,**+年+,月 .日� 1日� 神奈川県�箱根����
����

14 �����
� 機関誌 Jpn. Circ. J. Vol. 0/ ,**+年�+,冊+5+-,
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