第224回 日本循環器学会関東甲信越地方会
日
会

時 平成24年６月30日（土）
場 日本大学会館（千代田区）
第Ⅰ会場 8：50〜17：36
第Ⅱ会場 8：50〜16：11
第Ⅲ会場 8：50〜14：54
〒102-8275

東京都千代田区九段南4-8-24

TEL 03-5275-8110

会

長 日本大学医学部総合健診センター

久代
御

案

登志男
内

１．参 加 費：1,000円
２．一般演題発表時間：口演５分、討論２分。
３．Ｙ Ｉ Ａ：若手循環器医師の育成を目的としてYoung
Investigatorʼs Awardを設け、最優秀演題
発表者1名を顕彰いたします。
選考委員による第一次書類審査による選考

次回地方会：第225回地方会は次の通りです。
日時：平成24年９月29日（土）
会場：東京ステーションコンファレンス５階
会長：丹羽

明博

（平塚共済病院

循環器科）

後、地方会当日口述発表による第二次審査
で審査員から発表者に対し質疑応答を行い
ます。
（口演６分、討論３分）
会場：第Ⅰ会場
時間：16：15−17：36
なお、以下の項目が審査の対象となります。

日本大学会館 案内図

1）正しい医学用語の使用
2）発表時間の厳守と態度
3）考察
4）質問に対する応答
5）循環器臨床に対する貢献度
表彰式は評議員会終了後に評議員懇親会で
行います。
４．そ の 他：◎会場内ではPHSや携帯電話のスイッチは
お切り下さい。
また、講演中の写真撮影はご遠慮下さい。
託児サービスのご案内：
日本循環器学会関東甲信越支部では、地方会へのご参加の
利便を図るため託児サービスを始めました。
（次ページにご案内を掲載いたしました。）
評 議 員 会：地方会終了後、第Ⅰ会場で行います。
（懇親会は日本大学会館２F喫茶コーナーにて行います。）

交通のご案内
【JR 線・東京メトロ】
JR 中央線・総武線「市ヶ谷」駅下車 徒歩２分
都営地下鉄新宿線、東京メトロ有楽町線
・南北線「市ヶ谷駅」下車 A2 出口 徒歩１分
会場内フロア図は７頁をご参照下さい

第 224 回日本循環器学会関東甲信越地方会
託児室開設のお知らせ
託児時間

2012 年６月 30 日（土） ８：30 〜 18：00
お食事をご持参いただければ、託児室で保育スタッフが差し上げます。

託児人数

10 名

対象年齢

３ヶ月〜小学校３年生まで

Kidʼs Square（キッズスクエア）
アルファコーポレーションの首都圏全施設どこでもご利用いただけるようになり
ました。各施設の詳細は下記 URL からご希望の施設名をクリックしご確認下さい。
URL：http://www.alpha-co.com/ks̲index.jsp
・アークヒルズ
〒 106-0032 東京都港区六本木 1-3-41 アークヒルズサイド３F
（東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩２分、東京メトロ銀座線・南北線
「溜池山王駅」徒歩４分）

・有明セントラルタワー
〒 135-0063 東京都江東区有明三丁目７番 18 号 有明セントラルタワー２F
（ゆりかもめ「有明駅」徒歩４分、ゆりかもめ「国際展示場正門前駅」徒歩４分、
りんかい線「国際展示場駅」徒歩５分）

・銀座三越
〒 104-8212 東京都中央区銀座 4-6-16
（東京メトロ各線「銀座駅」直結）

銀座三越９階

・東京ドームホテル
託児場所

〒 112-0004 東京都文京区後楽 1-3-61 東京ドームホテル７F
（JR 中央線・総武線「水道橋駅」東口 徒歩２分、都営地下鉄三田線「水道橋駅」徒歩
１分、東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」徒歩５分）

・永田町
〒 100-8982 東京都千代田区永田町 2-1-2 衆議院第二議員会館
（東京メトロ・丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前駅」
、有楽町線・半蔵門線「永田町駅」
、
南北線・銀座線「溜池山王駅」）

・日本橋室町
〒 103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-1-1 三井２号館１階
（東京メトロ銀座線「三越前駅」より徒歩）

・丸の内永楽ビル
〒 100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 丸の内永楽ビルディング２階
（JR「東京駅」徒歩５分、東京メトロ・都営三田線「大手町駅」徒歩３分）

・丸の内東京ビル
〒 100-6403 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 東京ビル３F
（JR「東京駅」徒歩３分、地下鉄丸の内線「東京駅」徒歩３分、地下鉄千代田線「二重
橋駅」徒歩５分、JR「有楽町駅」、地下鉄有楽町線「有楽町駅」徒歩５分）

・六本木ヒルズ
〒 106-0032 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ ウェストウォーク６F
（東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木駅」
）

・パンパシフィック横浜ベイホテル東急
託児場所

〒 220-8543 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-7 パンパシフィック横浜ベイホテ
ル東急６F
（みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩３分、JR 横浜線「桜木町駅」徒歩 10 分）

・さいたまスーパーアリーナ
〒 330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心８番地 さいたまスーパーアリーナ内
（JR 京浜東北線・高崎線「さいたま新都心駅」徒歩３分、JR 埼京線「北与野駅」徒歩
10 分）
委 託 先

託 児 料

（株）アルファコーポレーション
（ＡＢＡ：全国ベビーシッター協会正会員）
予約頂いた場合、上記設定時間中の料金は事務局が負担致します。
※ただしオムツなどの実費及び上記時間外の延長料金は除きます。
以下の項目をメールにお書き添えの上、アルファコーポレーションまで直接お申込み
下さい。

申込み先

メールアドレス：yoyaku@alpha-co.com
タイトル「第 224 回 日本循環器学会関東甲信越地方会 託児室予約」
1）学会会員番号
2）保護者氏名・所属・連絡先（含む携帯電話番号）
3）子どもの人数・年齢・名前・性別
4）託児希望日時
5）託児上の注意点（アレルギー等）
※ご質問時のメールタイトルは
「第 224 回 日本循環器学会関東甲信越地方会
とお書き下さい。

託児室予約＋
（ご用件）
」

※電話での受付は 03-5772-1222 （平日 9：30 〜 18：00）
FAX 03-5772-1224
お申込み後、ご予約確認のメールと共に 利用規約・申込書を返信致します。
申込書は記入、押印の上、当日託児室までお持ち下さい。
申込締切

2012 年６月 27 日（水）
ただし定員になり次第締め切らせて頂きますので、お早めにお申込み下さい。

不測の事故に対応するために、シッター会社が保険に加入しており、保険適用範囲で補償いたします。
また日本循環器学会では、事故の責任は負わないことをご了承下さいますようお願い申し上げます。

Alpha Corporation INC.

託児室利用規約
第 224 回 日本循環器学会関東甲信越地方会 託児室利用の申し込みをお受け致しました。本利用規約、申込書
の 2 点がお揃いのことをご確認いただき、以下の利用規約をお読みの上、ご利用下さいますようお願い申し上げ
ます。
１．開室日
2012 年６月 30 日（土） 8：30 〜 17：00
２．開室場所
「託児室開設のお知らせ」の「託児場所」欄をご参照下さい。
３．申込み・連絡先
本託児サービス利用規約がお手元に届いた時点でお申込みが完了しております。
申込書に必要事項をご記入の上、当日託児所までお持ちください。なおご質問、ご要望等ございましたら
下記までご連絡頂きますようお願い致します。
変更・キャンセルがございましたら、６月 27 日（水）までに下記まで連絡下さい。
（株）アルファコーポレーション
担当：小滝（こたき）佐藤（さとう）
E-mail：yoyaku@alpha-co.com
Tel：０３−５７７２−１２２２

４．持ち物
①保護者の身分証明書（健康保険証・運転免許証など：送り迎えともに必要）
②昼食（12 時に託児時間がかかる場合）、おやつ（15 時に託児時間が掛かる場合）、粉ミルク、哺乳瓶
（お湯のご用意はございます）
、飲み物（麦茶はお出しできます）
、おむつ、おしり拭き、着替え、手拭
き用タオル、ビニール袋数枚（汚れた服入れ用）
その他、お預かりするお子様に必要なものをお持ち下さい。
③申込書（記入捺印の上、利用初日に保育スタッフにお渡しください。）
④地方会参加証（お迎え時）

※お迎え時に必ず地方会参加証をご提示下さい。ご提示頂けない場合は有料となりますので
ご留意下さい。
５．料金
無料

※ただし、おむつなどの実費及び上記時間外の延長料金は除きます。

〈保護者様へのお願い〉
①緊急の場合は、携帯電話による呼び出しを致します。緊急連絡先は必ず保育スタッフにお知らせ下さい。
②保育スタッフは薬の投与は致しかねます。
③保育中、当社の責任による事故・ケガが起こった場合、弊社加入の損害賠償責任保険で対応致します。
日本循環器学会では責任を負わないことを了承願います。ご理解の上、申込書に署名捺印をお願いします。
④送り・迎えともに時間厳守にてお願いいたします。
⑤お持ち物にはすべてに名前をご記入ください。ご記名の無いものにつきましては、当社では責任を負いか
ねます。
⑥発熱や感染症など体調不良や、他のお子様に感染の恐れがあるとスタッフが判断した場合には託児を
お断りすることがございます。
〈個人情報の取り扱いについて〉
①保護管理者：株式会社アルファコーポレーション管理部長
②利用目的：本サービスにおける保育サービスの提供及び緊急時連絡
③提供及び委託：第三者への提供および委託はいたしません
④任意性：ご同意いただけなかった場合は、ご利用をお受けできないことがございます。

【発表者の方へ】
発表はすべて PC プレゼンテーションとなりますので、以下の要領をご確認の上、ご発
表の 30 分前までに PC センターへお越し下さい。

● Windows でデータを作成された場合：データをお持ち下さい
CD-R または USB フラッシュメモリに保存してご提出下さい。CD-R についてはハイ
ブリッドフォーマットのみと致します。
（DVD・FD・MO 等は受付できませんのでご注意ください。
）
OS は Windows XP 以降、アプリケーションは PowerPoint 2003 以降に対応しており
ます。それ以外のソフトや動画の多いご場合は、ご自身の PC をお持ち下さい。
フォントは OS（Windows XP）標準のもののみご用意いたします。
日本語：ＭＳゴシック・ＭＳＰゴシック・ＭＳ明朝・ＭＳＰ明朝
英

語：Times New Roman・Arial・Arial Black・Arial Narrow・Century
Century Gothic・Courier・Courier New・Georgia

これ以外のフォントを使用した場合、文字・段落のずれ・文字化け・表示されない等
のトラブルが発生する可能性があります。

液晶プロジェクターの解像度は XGA（1,024 × 768dpi）まで対応しております。
ご用意いただく CD-R または USB フラッシュメモリのウィルスチェックを事前に行っ
て下さい。
ご発表開始時刻の 30 分前までに PC 受付でご発表データを試写確認のうえ、ご提出下
さい。午前の最初のセッションの時間帯では PC 受付が混雑しますので、お早めに PC
受付をお済ませ下さい。
ご発表データは事務局で責任を持って消去致します。

● Macintosh でデータを作成された場合：ご自身の PC をご持参下さい。
• 必ず AC アダプターをご用意ください。

D-sub15 ピン（ミニ）

付属外部出力ケーブル 例

動画もご利用いただけますが、再生できることを PC 受付で必ずご確認下さい。
利用機種・OS・アプリケーションに制限はありませんが、D-sub 15 ピンによるモニ
ター出力が必要です。ご持参いただく PC から D-sub 15 ピンへの 変換コネクタが必
要な場合には、各自でご用意下さい。D-sub 15 ピン以外の接続はお受けできませんの
で予めご了承下さい。
スクリーンセーバー、ウィルスチェックならびに省電力設定は予め解除しておいて下
さい。
電源ケーブルを必ずご持参下さい。バッテリーでのご使用はトラブルの原因となりま
す。
発表開始時刻の 30 分前までに、PC 受付で試写を行って下さい。PC 受付ならびに PC
オペレーション席ではデータの修正・変更は行えません。
念のため発表用データのバックアップを必ずご持参下さい。
ご持参頂く PC に保存されている貴重なデータの損失を避けるため、必ず事前にデー
タのバックアップを取っておいてください。
PC お預かり時にお渡しする半券と引きかえに、PC をご返却するため、返却時まで大
切に保管下さい。

会場案内図
日本大学会館（2F）
市ヶ谷駅方面

靖国通り

第 224 回 日本循環器学会関東甲信越地方会
日時：平成 24 年６月 30 日（土）
会場：日本大学会館
会長：日本大学医学部総合健診センター

久代

登志男

第Ⅰ会場
8:45
8:50
9:46
9:46
10:42
10:42
11:31

第Ⅱ会場

第Ⅲ会場

開会挨拶
一般演題
08:50-09:46
虚血性心疾患 1
一般演題
09:46-10:42
虚血性心疾患 2
一般演題
10:42-11:31
虚血性心疾患 3

8:50
9:46
9:46
10:35
10:35
11:24

一般演題
08:50-09:46
不整脈 1
一般演題
09:46-10:35
不整脈 2
一般演題
10:35-11:24
心臓腫瘍・心膜炎

8:50
10:07
10:07
10:49
10:49
11:24

一般演題
08:50-10:07
肺循環・静脈疾患
一般演題
10:07-10:49
大動脈疾患
一般演題
10:49-11:24
弁膜症・末梢血管

休憩
11:55

教育セッションⅠ
11:55-12:40
「心原性脳塞栓症の予防」
演者：新
博次
（日本医科大学 多摩永山病院）
座長：平山 篤志
12:40 （日本大学医学部内科学系循環器内科学分野）

11:55

12:40

教育セッションⅡ
12:40-13:25
「糖尿病治療薬のベストの選択とは
─循環器専門医へのメッセージ─」
演者：関根 信夫
（東京厚生年金病院 内科）
座長：西 裕太郎
13:25 （聖路加国際病院 心血管センター循環器内科）

12:40

13:30

13:30

特別講演
13:30-14:15
「感染性心内膜炎に対する適切な抗菌薬治療」
演者：古川 恵一（聖路加国際病院）
座長：高山 忠輝（日本大学）
14:15

教育セッションⅢ
11:55-12:40
「日本人に適した脂質低下療法とは？」
演者：谷
樹昌
（駿河台日本大学病院）
座長：水野 杏一
12:40 （日本医科大学内科学（循環器内科学））
教育セッションⅣ
12:40-13:25
「冠動脈疾患の長期予後改善をめざして」
演者：松本 直也
（駿河台日本大学病院 循環器科）
座長：阿久津 靖
内科学講座循環器内科学部門）
（昭和大学医学部
13:25

休憩

14:19
14:19

医療安全・医療倫理に関する講習会（DVD）
14:30-16:00

15:22
15:22

休憩

16:11

14:30

16:00
16:15
17:36
17:36
17:40

13:30
一般演題
13:30-14:19
心不全・その他
一般演題
14:19-15:22
感染性心内膜炎
一般演題
15:22-16:11
先天性心疾患

14:12
14:12
14:54

一般演題
13:30-14:12
心筋症・心筋炎 1
一般演題
14:12-14:54
心筋症・心筋炎 2

16:15-17:36
YIA
閉会挨拶
評議員会

18:10
評議員懇親会
【専門医単位登録に関して】
専門医単位に関するセッション（教育セッション）は、会場前で単位登録手続きをおこないますので、セッション開始前に
単位登録手続ブースへお越しくださいますようお願い申し上げます。
セッション終了後には単位のご登録ができないためご留意ください。
また地方会参加単位登録（５単位）
、教育セッション（３単位）
、医療安全・医療倫理に関する講習会（２単位）はそれぞれ
単位の登録手続きを行っていただく必要がございます。
お手数ではございますがそれぞれの単位のご登録をお願いいたします。
■「地方会参加単位」（５単位）受付時間
8:50 〜 17:36（開催終了まで）
■「教育セッション」（３単位）参加登録受付時間 10:55 〜 12:55（開始 1 時間前から終了 30 分前までとなります。）
■「医療安全・医療倫理に関する講習会」（２単位）参加登録受付時間 14:00 〜 15:30（開始 30 分前から終了 30 分前までとなります。）
セッションでは第 76 回日本循環器学会学術集会で収録したプログラムをご覧いただきます。
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第Ⅰ会場
セッションⅠ-1

虚血性心疾患 1

08:50-09:46

座長 （駿河台日本大学病院 循環器科） 古屋 真吾
座長 （聖路加国際病院 心血管センター循環器内科） 西 裕太郎
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セッションⅠ-2

虚血性心疾患 2

09:46-10:42

座長 （川口市立医療センター 循環器科） 立花
座長 （榊原記念病院 循環器内科） 桃原
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セッションⅠ-3

虚血性心疾患 3

10:42-11:31
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座長 （順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科） 島田 和典
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教育セッションⅠ
『心原性脳塞栓症の予防』
（日本医科大学 多摩永山病院）

11:55-12:40
新

博次

共催：バイエル薬品株式会社
座長 （日本大学医学部内科学系循環器内科学分野）
平山 篤志

教育セッションⅡ
12:40-13:25
『糖尿病治療薬のベストの選択とは ─循環器専門医へのメッセージ─』
（東京厚生年金病院 内科）
関根 信夫

共催：ノバルティスファーマ株式会社
座長 （聖路加国際病院 心血管センター循環器内科）
西 裕太郎

特別講演
13:30-14:15
『感染性心内膜炎に対する適切な抗菌薬治療』
（聖路加国際病院 感染症科）
古川 恵一

座長 （日本大学医学部附属板橋病院 循環器内科）
髙山 忠輝

教育セッション
『医療安全・医療倫理（DVD）
』
セッションⅠ-4
座長
座長
審査員
審査員
審査員

14:30-16:00

YIA
16:15-17:36
（昭和大学病院 循環器内科）
（東京大学大学院医学系研究科 循環器内科）
（東京女子医科大学東医療センター 心臓血管外科）
（北里研究所病院 循環器内科）
（駿河台日本大学病院 循環器科）

小林 洋一
平田 恭信
中野 清治
赤石
誠
松本 直也

Ϩࠈ⏕㔖ࢪࢷࣞࢺ⒢୯࡞ ,J* 㛭㏻ධ㌗ᛮິ⬞⒏ࢅⓆࡊࡒୌౚ

㸝᮶ாኬᏕᚘ⎌ჹහ⛁㸞 ⏛ᔪࠈ⨶

 ᗽࠈ㏩㞕ࠉᮟᒱࠈὊࠉᒷ⏛ࠈࠈὊࠉᒜୖࠈᑖྍࠉ
ᖲ⏛ࠈಘࠉỄࠈⰃ
Ϩࠈ࢙ࣅࢾࣆࣛࣤ➵Ἰ࡞ࡻࡽࡒࡆࡗᚨ➵ࢅⓆࡊࡒୌౚ

㸝⥪ྙ㝌ᅗಕ᪣୯ኳ㝌හ⛁㸞 ᕖᓧࠈᅽྍ

㸝⥪ྙ㝌ᅗಕ᪣୯ኳ㝌ᚘ⎌ჹහ⛁㸞 ᑚᑈࠈࠈ⪵ࠉࢦࢴ࢞ࣔࢦࣤࢸ࣭ࣈࠉࠈᒜୖࠈࠈ࿔ࠉ
᪡ᕖࠈ├ᶖࠉ㕝ᮄࠈὊ㍜ࠉ⸠ᕬࠈⱩࠉᐋᆀᾀኯ㑳ࠉ
▴⬝ࠈࠈකࠉఫ⸠ࠈᑋಆࠉᷰ⏛ࠈಆୌࠉ♼⏛ࠈ㡨
Ϩࠈ㧏⾉ᅸᛮ⬳࡛⫭Ề⭐ࢅྜྷ࡞Ⓠࡊࡒ╟┸ྺ㝸ᐐྙె⒢ᢤᢘᛮ㧏⾉ᅸࡡ  ౚ

㸝⮤༈⛁ኬᏕᚘ⎌ჹහ⛁㸞 ᶋ⏛ࠈᙤᏄ

 けᮟࠈⰶ⮾ࠉ᫅ฝࠈࠈ⪵ࠉ᩺ಕࠈ᪸ࠉⱁᑹࠈ⮟
Ϩࠈ࣭࣋ࢪ࣒࣭࣭࣭࢜ࣛࢺ㉫ᅄᛮ㙈㦭ୖ㟴⬞㛚ራ࡞ࡻࡾࢨࣔࣤࢹධ࡞ᑊࡊ࡙ࢪࢷࣤࢹ⏻⨠ࢅᐁ᪃ࡊࡒ㏩ᯊౚ

㸝ⳝྞエᛍ㝌㸞 ⸠ࠈࠈ᰿

 ᐋᮇࠈࠈ᪺ࠉ⿑⏛ࠈᑠᘧࠉ⚗⏛ࠈḿᾀࠉᒜහࠈ㟱㝧ࠉ
⚽⏛ࠈᏏᏄࠉཋࠈீࠉᡥሪࠈಘ྿ࠉ᮶ㆺࠈ༜⨶
Ϩࠈራᰞࢅ⧖ࡽ㏁ࡌះᛮᚨᡛ⣵ິౚ࡞ᑊࡊ࡙ᕞᚨ⪝ว㝎⾙᭯ຝ࡚࠵ࡖࡒ  ౚ

㸝ኣ⥪ྙ༈⒢ࢬࣤࢰ࣭ᚨ⮒⾉⟮አ⛁㸞 㔕୯ࠈ㝧ᗀ

 ᮄࠈᇱ⮫ࠉᐋࠈᖷ㞕ࠉኬሪࠈಆသ
Ϩࠈ㣏ᚃᛮ♼ࡡቌᝇᅄᏄ࡛ࡊ࡙࣐ࢡࣛࢹ࣭ࣜ㸝ࣜࣆࢡࣜࢤࢨࢱ࣭ࢭ㜴ᐐⷾ㸞⩻࠻ࡼࡿࡒୌౚ

㸝ᖀாኬᏕᚘ⎌ჹහ⛁㸞 㔕ᮟࠈ㧏ᗀ

 ᒜᕖࠈࠈࠉᐋᕖࠈ╤ႌࠉ⣵㉲ࠈᕠ⚖ࠉ㰳⸠ࠈᬓࠉ
ⴘྙࠈᘲዄࠉ㧏⏛ࠈࠈⷽࠉ㣜㔕ࠈࠈ❟ࠉ๑㔕ࠈྚኰࠉ
ኬᵫࠈಞྒྷࠉ⣻㔕⨶Ꮔࠉ▴ᕖࠈ⚵ୌࠉ㕝ᮄࠈఘ᪺ࠉ
ᐋ⃕ࠈீ⩇ࠉᶋᒜࠈ├ࠉ୕ጏࠈࠈㅤࠉୌⰅࠈ㧏᪺

Ѹ  Ѹ

Ϩࠈࢻࣆࣚ࢞ࢨ࣭࡞㝮ఔࡊ࡙⏍ࡋࡒ⦨ᛮ≻ᚨ㸝.RXQLV ು⩄㸞ࡡ  ౚ

㸝㜭⾠༈⛁ኬᏕᰧහ⛁Ꮥ  ㅦᗑ㸞 ᮶ㆺࠈ༜⨶

 ఐ㔕ࠈኬᙢࠉᶋࠈ◂ࠉᇷࠈಆᖲࠉ▦⏛ࠈᾀᓤࠉ
┷ᓧࠈᬰࠉ☶⏛ࠈⳝ⏍ࠉᐋᓧࠈᾀྒྷࠉ㊂❟ࠈࠈ
Ϩࠈ㞬ᛮ⦨ᛮ≻ᚨ࡞ᢘࣞࢤࢹ࢙ࣛࣤᣍᢘⷾⴥຝࡊࡒୌౚ

㸝᩺᮶ா㝌㸞 ཪࠈࠈ

 ୯ᮟࠈࠈῗࠉ୯ᮟົኯ㑳ࠉᮌ⃕ࠈ⪌ࠉ㛏ࠈࠈࠉ
⏛୯ኯ㑳ࠉᰡ⏛ࠈ├ᖶࠉ⠇ᆀ⨶Ꮔ
Ϩࠈᐓ᪐ᛮ࡞ヾࡴࡼࡿࡒ㐘ິㄇⓆᛮ⦨ᛮ≻ᚨࡡⱕᖳඕᘭౚ

㸝᮶㑝ኬᏕ༈⒢ࢬࣤࢰ࣭ኬᶣ㝌㸞 㧏ᮄࠈ㧏ெ

 Ⲡᮄࠈࠈḿࠉḿࠈ༡ᩝࠉཋࠈࠈⱝᙢࠉ㔕࿁ࠈ┶ெࠉ
㕝ᮄࠈ┷ࠉ୯ᮟࠈḿெࠉᮙࠈࠈࠈⷽ

Ѹ  Ѹ

第Ⅱ会場
セッションⅡ-1

不整脈 1

08:50-09:46

座長 （日本医科大学 第一内科）
林
明聡
座長 （東京都立広尾病院 循環器科） 深水 誠二

ϩ ࠈ࢙ࣛࣤࢹ࣭ࣛᅂ㊨ᡛᐄ⤎⟿හ࡞㝀ᑻࡊ࡙࠷ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡒ $73 វུᛮࣃࢪᮨ㎾എ㉫″ᚨᡛ㢎ᢷࡡ  ౚ

㸝⩄㤷ኬᏕኬᏕ㝌༈Ꮥ⣌◂✪⛁⮒ჹឺහ⛁Ꮥ㸞 ຊ⸠ࠈᑋක

 㔘ཿࠈၻ᪺ࠉ୯ᓞࠈࠈᚽࠉථỜࠈᚽಘࠉ㣜ᓞࠈ㈏ྍࠉ
ኯ⏛ࠈ᪸ᶖࠉ㣜ሪࠈ㈏ኃࠉ㰳⸠ࠈ❮Ᏻࠉಲᯐࠈḿᙢ
ϩࠈះᛮᚨᡛ⣵ິࡡ㧏࿔ἴ㏳㞹ᚃࠉ๑ᅂ㏳㞹㒂నࡡ๑ባ JDS ࢅ㏳ࡾ SHULPLWUDO㸒XWWHU ᵕ㟸㏳ᖏᆵᚨᡛ⢊ິࡡୌౚ

㸝᮶ா㒌❟ᗀᑹ㝌ᚘ⎌ჹ⛁㸞 ᒷ⃕ࠈࠈொ

 Ềࠈㄌࠉ㉝⃕ࠈⰃኯࠉྞහࠈ㞖Ᏻࠉῳ㑋ࠈᬓᙢࠉ
けᮟࠈ༜㑳ࠉᮟࠈࠈࠉᮿୖࠈ⣎Ꮔࠉᓞ⏛ࠈ༡ྍࠉ
▴ᕖࠈࠈዼࠉᱼᯐኯ㑳ࠉᏭ㒂ࠈ᭰⨶ࠉᯐࠈࠈṂ㑝ࠉ
ᑚᐋᒜᾀኬࠉ⏛㎮ࠈᗛᏳࠉᡥᓞࠈࠈಕࠉḀ⏛ࠈ᫋Ề
ϩࠈሲ㓗 SLOVLFDLQLGH ୯Ẑࢅࡀࡒࡊࡒ :3: ು⩄ᝀඡࡡୌౚ

㸝ᮇ༈⛁ኬᏕኣỄᒜ㝌හ⛁ᚘ⎌ჹ⛁㸞 㐪⸠ࠈ⫩Ꮔ

 㐪⸠ࠈᗛᐁࠉᒱᓧࠈᛥᏄࠉᕖཾࠈ├⨶ࠉᮿᮇࠈࠈ┷ࠉ
ᑚㆺⱝኯ㑳ࠉ୯㎰ࠈ᪺ࠉᕖࠈࠈಞࠉⲙ㛣ࠈⰶᶖࠉ
᩺ࠈࠈ༡ḗ

㸝ᮇ༈⛁ኬᏕኣỄᒜ㝌ᑚඡ⛁㸞 㜷㒂ࠈḿᚠ

㸝ᮇ༈⛁ኬᏕኣỄᒜ㝌ᨾᨾ᛬ࢬࣤࢰ࣭㸞 㔕ࠈᑑᏺ

㸝ᮇ༈⛁ኬᏕහ⛁Ꮥㅦᗑ㸞 Ề㔕ࠈᮝୌ
ϩࠈⷾᛮ /476 ࡛タ᩷ࡈࡿࡒࠉ ᖳᚃ࡞Ⓠ⇍ዉᶭ࡞ 7G3 ࢅⓆࡊࠉ/&1+ ࡞㐿ఎᏄ␏ᖏࢅヾࡴࡒ  ౚ

㸝๑ᶣ㉝༎Ꮚ㝌ᚨ⮒⾉⟮හ⛁㸞 ⨶ᬓᏄ

 ᑚಕ᪁ࠈඁࠉᑚ㔕ࠈὊᖲࠉᑚᯐࠈ⠂ᘧࠉᑚᬵࠈ┷ஒࠉ
Ꮻᑽࠈ྿㑳ࠉୖࠈḿୌ

㸝⩄㤷ኬᏕኬᏕ㝌༈Ꮥ⣌◂✪⛁⮒ჹឺහ⛁Ꮥ㸞 ୯ᓞࠈࠈᚽ
ϩࠈᑛ㔖ࡡ࣐࢛ࢱࣞࣤᚨᡛ⣵ິ㸝㢎ᗐ࡛࣭ࣝࢹࢤࣤࢹ࣭ࣞࣜ㸞࡛ᚨᐄ㢎ᢷ࡞ⴥຝࡊࡒ⫟ኬᆵᚨ➵ࡡୌౚ

㸝㛏ᒱ୯ኳ⥀ྙ㝌ᚘ⎌ჹහ⛁㸞 ༞ሔࠈୌ⨶

 ⏛ᕖࠈࠈᐁࠉୖጏࠈኬẆࠉⴘྙࠈᖶỜࠉ୯ᮟࠈୌ

㸝᩺₪ኬᏕ༈Ꮥ㒂ಕᏕ⛁㸞 ờࠈ㞖⮟

㸝᩺₪ኬᏕ༈ṉᏕ⥪ྙ◂✪⛁ᚘ⎌ჹฦ㔕㸞 ┞⃕ࠈ⩇ᡛ
ϩࠈࣇ࣓ࣞࢠࣛࣈࢲࣤᢖᚃ࡞㢟ᅹࡊࡒᡛᐄࣇࣞࢴࢠࡡ  ౚ

㸝༐ⴝኬᏕᚘ⎌ឺ༈⛁Ꮥ㸞 ᮄୖࠈኬ㍔

 ᶣཾࠈ├㈏ࠉ㛏ㆺᕖࠈὊࠉ୕⏛ࠈᕵᙢࠉᮜࠈࠈකᾀࠉ
⸠ᮇࠈၻⱝࠉᑚᯐࠈḘኰ
ϩࠈࣂࣛࣤᢖ୯࡞⭙├➵㠟⾉⭐ࢅྙెࡊࡒ  ౚሒ࿈

㸝⛓∏ᕰ❟㝌ᚘ⎌ჹහ⛁㸞 ⮽⃕ࠈ├Ꮔ

 ờ⏛ࠈ♡ྍ

㸝ᇳ⋚༈⛁ኬᏕᅗ㝷༈⒢ࢬࣤࢰ࣭ᚨ⮒ࢬࣤࢰ࣭㸞 ᮙࠈࠈ⣎ࠉఫ⸠ࠈ⣟ୌࠉ㔕ࠈࠈᕙࠉ୯ᇞಘኯ㑳ࠉ
ⳝㆺࠈᨼᙢࠉᑚἠࠈᬓࠉᮟᮿࠈಆࠉᑚᐋᒜఘࠉ
けᮟࠈ㔔ᩏ

㸝ᇳ⋚༈⛁ኬᏕᅗ㝷༈⒢ࢬࣤࢰ࣭ᨾᨾ᛬ࢬࣤࢰ࣭㸞 㧏ᖲࠈಞ

Ѹ  Ѹ

ϩࠈࢱࣄ࢝ࢹࣚࣤහ᭱ࡡះᛮᚨᡛ⣵ິᝀ⩽࡞ᢘ⾉ᑚᯀⷾ  ె⏕࡚⬳ฝ⾉ࢅᮮࡊࡒ  ౚ

㸝ኬᏕහ⛁Ꮥㅦᗑᚘ⎌ჹහ⛁Ꮥ㒂㛓㸞 ༐ⴝࠈ㞕ኯ

 ⳝᆀࠈ⨶ࠉᕖᓧࠈᚷ㑳ࠉኬࠈၻḿࠉ⸠ࠈၤࠉ
ይࠈྍெࠉῳ㎮ࠈ์ࠉᏭ㐡ࠈኯ㑳ࠉὰ㔕ࠈࠈᢽࠉ
㔕ࠈࠈ㑫ࠉᑚᯐࠈὊୌ
セッションⅡ-2

不整脈 2

09:46-10:35

座長 （駿河台日本大学病院 循環器科） 横山
座長 （順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科） 関田

勝章
学

ϩࠈࡒࡆࡗᆵᚨ➵࡞ 7RUVDGHVGHSRLQWHV㸝7G3㸞ࢅྙెࡊࡒ₧ᅹᛮ 47 ᘇ㛏ು⩄ࡡ  ౚ

㸝㥬ἑྋᮇኬᏕ㝌ᚘ⎌ჹ⛁㸞 㯦ᅽୌ㑳

 ᴦᮇࠈකಘࠉᮄ᭦ࠈኬ㍔ࠉᶖࠈᓤ᪺ࠉᶋᒜࠈົ❮ࠉ
ཿᒁࠈ┷྿ࠉῳ㎮ࠈᏳࠉⳝᓞࠈපኰࠉ㛏ᑹࠈࠈᘋ

㸝ᮇኬᏕ༈Ꮥ㒂හ⛁Ꮥ⣌ᚘ⎌ჹහ⛁Ꮥฦ㔕㸞 ᖲᒜࠈ⠔ᚷ
ϩࠈࣅ࣒ࢿ࣭ࣜහ᭱ୖ࡚ 47 ᘇ㛏ࢅࡀࡒࡊࠉິ⬞ࡡ㏸ᙫἸථ࡞ࡻࡽ 7RUVDGHVGH3RLQWHV ㄇⓆࡈࡿࡒౚ

㸝ᡜἉࣀ࣭ࢹࢬࣤࢰ࣭㸞 ᅰࠈࠈᏳ

 Ờᓧࠈᩏࠉᒜᓧࠈူ㑳ࠉ⡷ᒜࠈࠈᬙࠉᏩࠈ㝧ࠉ
᱔⏛ࠈ┷ᕤ
ϩࠈ⣑  ᖳ๑࡞࡙ࢆ࠾ࢆ࡛タ᩷ᚃ㸡⢥♼≟ࡵྙెࡊ㸡㚯ื࡞㞬Ῠࡊࡒ 47 ᘇ㛏ು⩄ࡡ  ౚ

㸝᮶ா㒌❟ኣ⥪ྙ༈⒢ࢬࣤࢰ࣭ᚘ⎌ჹහ⛁㸞 ☶ㇽࠈಆ᪺

 ಕࠈⰃୌࠉ㯖ႌࠈᖷ༡ࠉ㰳⸠ࠈ༐⣣ࠉ⽛Ἁࠈࠈඖࠉ
Ễ⏛ୌ㑳ࠉᑚᯐࠈᬏᏄࠉᕖ㎮ࠈḿࠉႌኣᮟୌᏏࠉ
ຊ⸠ࠈࠈ㈴ࠉ㔘Ꮔࠈ㞖ྍࠉ⏛୯ࠈ༡ࠉ୕⏛ࠈူ㑳

㸝ᅗ❟⢥♼♼⤊༈⒢◂✪ࢬࣤࢰ࣭ᚘ⎌ჹ⛁㸞 ℡ᕖࠈᙢ

㸝ᅗ❟ᚘ⎌ჹ◂✪ࢬࣤࢰ࣭ᚨ⮒⾉⟮හ⛁㒂㛓㸞 ΰỀࠈࠈῦ
ϩࠈ࣐࢛ࢱࣞࣤࡢᢘᩒ⬞ຝᯕ࡛≺❟ࡊ࡙ධᚨࡡ %13 ࢅୖࡈࡎࡾ

㸝⪯ᅧ㝌㸞 ⏛ᮟࠈࠈ┷
ϩࠈ࣭࣋ࢨࣤࢡࢨࢪࢷ࣑វࡡタ࡛᩷⒢᪁㔢ࡡỬᏽ࡞ 3RVLWURQHPLVVLRQWRPRJUDSK\㸝3(7㸞᭯⏕࡚࠵ࡖࡒ  ౚ

㸝ᅗ❟ᅗ㝷༈⒢◂✪ࢬࣤࢰ࣭ᚘ⎌ჹ⛁㸞 ᕖࠈᾀᶖ

 ờ⏛ࠈ㛏⏍ࠉᗽ℡ࠈᜠࠉ୯ᕖࠈࠈᑬࠉ⬝ᒁࠈ᱀Ꮔࠉ
୕ᮟࠈᏺᘧࠉ⏛Ꮼࠈ။ୌࠉᒜᮇࠈḿஒࠉ⸠ࠈಘ྿ࠉ
ຊ⸠ࠈぜᘧࠉ⏛୯ⓊྙᏄࠉᗽỜࠈ㐠ࠉᒱᓧࠈࠈಞࠉ
ཋࠈࠈ⏠ࠉㅎࠈ㞖⏠

㸝ᅗ❟ᅗ㝷༈⒢◂✪ࢬࣤࢰ࣭ᚨ⮒⾉⟮አ⛁㸞 ⸠ᒱಆୌ㑳ࠉ⚽⏛ࠈషከࠉ⚗⏛ࠈᑠྒྷࠉಕᆊࠈࠈⱩ
ϩࠈ࣭࣋ࢪ᳔࣒࣭࣭࢜࠻㎰ࡲᡥ⾙࡞㞬Ῠࡊࡒ  ౚ

㸝Ⲯ❉㝌ᚨ⮒⾉⟮ࢬࣤࢰ࣭ᚘ⎌ჹහ⛁㸞




㸝Ⲯ❉㝌ᚨ⮒⾉⟮ࢬࣤࢰ࣭ᚨ⮒⾉⟮አ⛁㸞

㐪⏛ࠈ㈴
ྚ⏛ኯ㑳ࠉ㎯ࠈࠈஒࠉ↻ㆺࠈ㯖Ꮔࠉ୕ࠈᗛࠉ
ᑚ㔘༡ኃࠉ▴ࠈᗛᏳ
┞㤷ࠈ♰ࠉ⸠ࠈࠈዜࠉἉࠈࠈ㔔
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セッションⅡ-3

心臓腫瘍・心膜炎

10:35-11:24

座長 （東京臨海病院 心臓血管外科） 山本 知則
座長 （心臓血管研究所 循環器科） 上嶋 徳久
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教育セッションⅢ
『日本人に適した脂質低下療法とは？』
（駿河台日本大学病院）
教育セッションⅣ
『冠動脈疾患の長期予後改善をめざして』
（駿河台日本大学病院 循環器科）

11:55-12:40
谷

樹昌

12:40-13:25
松本

直也

Ѹ  Ѹ

共催：第一三共株式会社
座長 （日本医科大学内科学（循環器内科学））
水野 杏一
共催：日本メジフィジックス株式会社
座長 （昭和大学医学部 内科学講座循環器内科学部門）
阿久津 靖

セッションⅡ-4

心不全・その他

13:30-14:19

座長 （駿河台日本大学病院 循環器科） 飯田
座長 （北里研究所病院 循環器科） 馬場

圭
彰泰
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セッションⅡ-5

感染性心内膜炎

14:19-15:22

座長 （駿河台日本大学病院 心臓血管外科） 折目由紀彦
座長 （国家公務員共済組合連合会虎の門病院 循環器センター内科） 石綿 清雄
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セッションⅡ-6

先天性心疾患

15:22-16:11

河野
通
座長 （東京臨海病院 循環器内科）
座長 （聖路加国際病院 心血管センター 循環器内科） 丹羽公一郎
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第Ⅲ会場
セッションⅢ-1

肺循環・静脈疾患

08:50-10:07

座長 （東京女子医科大学東医療センター 内科） 久保
豊
座長 （東京医科大学 第二内科（循環器内科）） 冨山 博史
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セッションⅢ-2

大動脈疾患

10:07-10:49

座長 （社会保険横浜中央病院 循環器内科） 大岩 功治
座長 （日本大学医学部 外科系心臓血管 ･ 呼吸器 ･ 総合外科分野） 秦
光賢
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セッションⅢ-3

弁膜症・末梢血管

10:49-11:24

座長 （駿河台日本大学病院 循環器科） 榎本 光信
座長 （多摩丘陵病院 内科）
町田 陽二
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୯ᮟࠈ᭯ᕵࠉ⃕ࠈၤࠉ㟯ᬊࠈ⪵ࠉᮟࠈකಘࠉ
Ῠࠈಆࠉᐋᆀࠈ⚵ᶖࠉ⣵ᕖࠈ㞕ீࠉ᰷ࠈ㈏ொࠉ
ᆃࠈࠈᏳୌࠉᒜᮇࠈࠈ๙

㸝ᮇ༈⛁ኬᏕᒌ㝌හ⛁Ꮥㅦᗑ㸝ᚘ⎌ჹ࣬⫚⮒࣬⩹ᖳ࣬⥪ྙឺ㒂㛓㸞㸞 ἠࠈࠈబᶖࠉỀ㔕ࠈᮝୌ

㸝ᮇ༈⛁ኬᏕᒌ㝌ᚨ⮒⾉⟮አ⛁㸞 ୕⏛ࠈொ⨶ࠉἑ㔕ࠈ㝟ࠉ⏛୕ࠈ⣪Ꮔࠉ⸠ࠈḿኬࠉ
᩺⏛ࠈࠈ㝧ࠉⴘࠈࠈ㞖⨶
Ϫࠈ⮤ᕤᚨ⭯࡞ࡻࡾኬິ⬞ᘒᙟᠺ⾙࡞࡙ᨾࡊᚋࡒ≻ᑚኬິ⬞ᘒ㍧ࡡኬິ⬞ᘒ≻✵ࡡୌౚ

㸝ࡈ࠷ࡒࡱᕰ❟㝌ᚘ⎌ჹහ⛁㸞 ᩺㔕ࠈᜠᏄ

 ⚽㛣ࠈࠈᓤࠉᮄᮟࠈࠈ⯑ࠉ୯ᓞࠈୌᬏࠉᙫᒜࠈᬓᕤࠉ
㛏ཪࠈ♰ྒྷࠉ♼ྚࠈ⚵᪺ࠉ▴ᕖࠈኃ㑳ࠉᮟᒜࠈࠈ

㸝᮶㑝ኬᏕኬᶣ㝌ᚨ⮒⾉⟮አ⛁㸞
 㔕⃕ࠈᖶᠺࠉᒜୖࠈḿࠉἑ℡ࠈࠈຩࠉᑹᓧࠈ㔔
Ϫࠈአഭᛮኬິ⬞ᘒ㛚㙈ධࡡ㸦ౚ

㸝㣜⏛ᕰ❟㝌ᚘ⎌ჹහ⛁㸞




㸝㣜⏛ᕰ❟㝌ᚨ⮒⾉⟮አ⛁㸞


∞ࠈ᭯ୌ
㉝ࠈࠈ༡ࠉΰỀࠈ㈏ࠉ୕ᓞࠈᙤᏄࠉ၄Ἁࠈකࠉ
ᒜᮇࠈୌஒ
ཋࠈ༡ெ

Ϫࠈ⭙⭅ິ⬞㉫ጙ㒂㧏ᗐ≻✵ࢅఔ࠹୯㒂⫱⟮⒬࡞ᑊࡊ࡙ࠉ37$ ᪃⾔ᚃࠉ⭽㢄༎ᣞ⭘ว㝎⾙ࢅ᪃⾔ࡊ࠻ࡒ  ౚ

㸝ප❟㝌㸞 ᑚ㜨ࠈ᪺ொ

 ⏛୯ࠈⱩ༡ࠉኬࠈࠈࠉᒜ⏛ࠈ᭰ᖶࠉ⋚⨠ࠈࠈᚥࠉ
▴ཋ᭯ᕵᏄࠉ㬖ࠈ⚀㑳ࠉྚⰃࠈ᭯
Ϫࠈ㔔⾉⫝࡞ࡻࡽタ᩷࡞⮫ࡖࡒᮄᮟࡡୌౚ

㸝ಘᕗኬᏕᚘ⎌ჹහ⛁㸞

セッションⅢ-4

心筋症・心筋炎 1

13:30-14:12

ᮄᮟࠈᗀ
ᾇ⩹⃕⪵ୌ᭹ࠉᑚ⏛วඳࠉ⃕ࠈࠈῗࠉ┞Ἁࠈ㇗ࠉ
㉲ᕖࡴࡃࡲࠉ➗ࠈᏳᶖࠉᐣ⏛ࠈࠈጸࠉᐋୖࠈࠉ
↻ᓧࠈ⟿ኳࠉᑚᒜࠈࠈ₮ࠉờ⏛ࠈᏫୌ
座長 （東京慈恵会医科大学 内科学講座循環器内科） 本郷 賢一
座長 （心臓血管研究所付属病院 循環器内科） 松野 俊介

Ϫࠈᚨᐄ⣵ິ࡚Ⓠࡊ )'*3(7 タ᩷࡞᭯⏕࡚࠵ࡖࡒᚨࢦࣜࢤࢺ࣭ࢨࢪࡡ  ౚ

㸝᮶ா༈⛁ኬᏕᚘ⎌ჹහ⛁㸞 አ㛣ࠈὊᖲ

 ᳕ྞࠈୌ⣎ࠉᑚᖲࠈ┷⌦ࠉṂࠈᗛᝃࠉ▦ᓧࠈ⩇├ࠉ
ᮄᮟࠈࠈᥥࠉᑚᕖࠈ㞖ྍࠉᒜୖࠈࠈῗࠉ㛭ࠈၻᠺࠉ
⏛୯ࠈಘኬࠉᖲ㔕ࠈ㞖᫋ࠉ㎾ኬᚷ㑳ࠉᒜ⛁ࠈࠈ❮

㸝ᮇ༈⛁ኬᏕᨲᑏ⥲⛁㸞 ᑚᯐࠈ㟱ᏳࠉỦ⏛ఘୌ㑳
Ϫࠈࢪࢷࣞࢺⴥຝࡊࡒᚨࢦࣜࢤࢺ࣭ࢨࢪࡡୌౚ

㸝㹃㹉㹉᮶ᮇ㛭᮶㝌㸞



Ѹ  Ѹ

ᮿཋࠈࠈᕟ
㔕ᮟࠈ⚵ொࠉᏫ㈙⏛ࠉఫ⸠ࠈ㧏ᰜࠉᮿୖྍ㑳ࠉ
㐪⸠ࠈ㑳ࠉᒜᓧࠈḿ㞕ࠉኬけࠈࠈူ

Ϫࠈ᛬ᛮᚨ➵ⅎࡡ⒢⤊㐛୯࡞ይ㓗⌣ᛮ⫭ⅎࢅⓆࡊࡒ㸦ౚ

㸝⪯㊨ຊᅗ㝷㝌ᚘ⎌ჹහ⛁㸞 ᒜ῟ࠈḿ༡

 ῳ㑋ࠈ⌮ஒࠉᏭ㰳ࠈࠈᆍࠉỀ㔕ࠈࠈ⠔ࠉ⊞ཋࠈࠈᢽࠉ
ཋࠈᨳᠺࠉὰ㔕ࠈࠈᢽࠉ㏍⏛ࠈ㑝ࠉቌ⏛ࠈ៖ኯࠉ
᩺ࠈᗽᖶࠉけࠈኯ㑳ࠉ⩒පୌ㑳
Ϫࠈຐெᕝᚨ⮒ᑙථࢅᅂ㑂ࡊᨾࡊᚋࡒᆵᚨ➵ⅎࡡୌౚ

㸝᮶ா༈⛁ṉ⛁ኬᏕᚘ⎌โᚒහ⛁Ꮥ㸞 㔕ᮇࠈⱝႵ

 ቌ⏛ࠈࠈᛥࠉ㕝ᮄࠈ㞖ொࠉ⸠ἴࠈ❫ஒࠉ୯ᮟࠈ▩ྍࠉ
ຊ⸠ࠈ㝟Ꮔࠉᮙᒜࠈᾀࠉᰏୖࠈᩌᙢࠉ⠓ᒱࠈኯ㑳ࠉ
⏛୯ࠈὀ❮ࠉᰡཋࠈࠈ㢟ࠉྚᕖࠈಆࠉ⛼ᇄࠈࠈࠉ
➪㔕ࠈူ㑳ࠉᕖ❻⨶✉Ꮔࠉ⻇ㆺࠈࠈொࠉ㊂ฺࠈ㈏ᚷࠉ
ᖲᑹࠈずࠉ☶㒂ࠈක❮
Ϫࠈᚨ⮒⛛᳔ᚃ࡞ඞᢒโ࢙࣑࣊ࣞࣛࢪᢘࢦࢹ࣒࢝ࣞࣜࢪຝᯕࢅ♟ࡊࡒୌౚ

㸝᮶ாኬᏕᚘ⎌ჹහ⛁㸞 ᮟࠈ㍜ᙢ

 ᚷ㈙ࠈኯ㑳ࠉ⤩ᕖᘧୌ㑳ࠉ⛼ⴝࠈಆ㑳ࠉ∶ࠈࠈᑠᏏࠉ
ἴኣ㔕ࠈᑑࠉඳᑹࠈཉྍࠉᖲ⏛ࠈಘࠉỄࠈⰃ

ϪࠈᕞᐄὮฝ㊨≻✵ࡡࡵ࠹ࡥ࡛ࡗࡡឺ㸯ኬິ⬞ᘒୖ⭯ᵕ≻✵ࡡౚࢅ㏳ࡊ࡙ࡡ⩻ᐳࠈࠈ

㸝ᴤཋエᛍ㝌㸞 ▴ᮟࠈ᪸

 ḯ㔕ཋ♰Ꮔࠉ㤷ཋၤኯ㑳ࠉㅎෞࠈఘኰࠉ୕ࠈᏰ㉫ࠉ
㧏ず⃕ࠈࠉཿᕰࠈୌࠉ㛭ࠈࠈࠈᩌࠉㆺᓧࠈ๙ᖲࠉ
᱀ཋࠈူஒࠉཾࠈಘ㞕ࠉῳ㎮ࠈᘧࠉ㛏ᒜࠈ㞖ಆࠉ
ὰ㔕ࠈ❫ኯࠉ㧏ᒜࠈᏬḿࠉᱭᮟࠈࠈ⣟ࠉపྚࠈᚥသࠉ
ཪờࠈொᬰ
セッションⅢ-5

心筋症・心筋炎 2

14:12-14:54

座長 （日本医科大学武蔵小杉病院 内科・循環器科・集中治療室） 佐藤 直樹
座長 （心臓血管研究所付属病院 心臓血管外科） 田邉 大明

Ϫࠈᚨධ⒢࡞㞬Ῠࡊࠉሲ㓗ࣚࣤࢩ࢛࣭ࣞࣜࢅ⏕ࡊࡒᕞᐄὮฝ㊨≻✵ࢅఔ࠹ࡒࡆࡗᚨ➵ࡡୌౚ

㸝༐ⴝ┬ᨾ᛬༈⒢ࢬࣤࢰ࣭㸞 ᗽ℡ࠈ㞖ᩅ

 㒿ࠈⰶࠉ㧏ཋࠈḿᖶࠉᑚ㔕ࠈࠈࠉ㛓ᖲࠈᚽࠉ
ᒜᒱࠈᬓᶖࠉఫ㔕ࠈ㞖์ࠉᮿ㔕ࠈප⣎ࠉ▴ᶣࠈࠈᕊ
Ϫࠈ:3: ು⩄ࢅྙెࡊࡒᕞᐄᚨ➵⦋ᐠ㝸ᐐ㸝/91&㸞ࢂࡿࡒୌౚ

㸝᮶㑝ኬᏕ༈⒢ࢬࣤࢰ࣭ኬᶣ㝌㸞 ⚗ࠈࠈ㑀

 ⸠ࠈᑠᚷࠉᴦᮇࠈၻᠺࠉ㛏ᓞࠈ⩇ࠉḗ⡷┷྿ࠉ
ᯀㆺࠈⱝẆࠉཋࠈࠈⱝᙢࠉ㔕࿁ࠈ┶ெࠉ㕝ᮄࠈ┷ࠉ
㧏ᶣࠈࠈၤࠉ୯ᮟࠈḿெࠉᮙࠈࠈࠈⷽ
Ϫࠈ᛬ᛮᚨ➵ᱶራᵕࡡⴥ᪺ 67 ୕᪴ࢅヾࡴࡒ⫟ኬᆵᚨ➵ࡡ  ౚ

㸝᮶ாዥᏄ༈⛁ኬᏕᚘ⎌ჹහ⛁㸞 ‹ῪࠈᬊᏄ

 ➗ኟⰟᏄࠉỜᓞᾀୌ㑳ࠉ㕝ᮄࠈࠈ㇞ࠉᒜ⏛ࠈᘧࠉ
୯ᓞࠈᓤᬓࠉⴏཋࠈㄌ

㸝᮶ாዥᏄ༈⛁ኬᏕᰶ༈Ꮥ⏤ാタ᩷⛁㸞 ⚗ᓞࠈ㈴ិࠉⓊ℡ࠈࠈ
Ϫࠈ⫟ኬᆵᚨ➵㸝+&0㸞࡞㔔ᖐᘒ㛚㙈ධ㸝05㸞ྙెࡊᚨධࢅ࿆ࡊࡒౚ࡞ᖐᘒᙟᠺ⾙ࢅ᪃⾔ࡊࡒ  ౚ

㸝♣ఌಕ㝜ᶋὶ୯ኳ㝌ᚘ⎌ჹ⛁㸞 ♼⏛ᘧኯ㑳

 ኬᒷࠈຉࠉᑚᇷࠈᐖྍࠉ─ᒱࠈၤᏄࠉෞ⏛ࠈࠈ┷

Ѹ  Ѹ

Ϫࠈ㔔ᗐᖐᘒ㛚㙈ධࢅྙెࡊࡒᮆᣉᘿᆵᚨ➵࡞ࡻࡾᚨධ࡞ᑊࡊᖐᘒ⨠ᥦ⾙ຉࡊࡒୌౚ

㸝᮶ாិᜠఌ༈⛁ኬᏕᚘ⎌ჹහ⛁㸞 ┞⃕ࠈ㝧ᚠ

 㜷㒂ࠈୌࠉ⸠ࠈ┷ஒࠉ㜷༞ࠈ㑫ᏄࠉⲠ℡ࠈ⪵ྍࠉ
༞ࠈᏏࠉᑚṂᾇප᪺ࠉྚᮟࠈ㐠༡

㸝᮶ாិᜠఌ༈⛁ኬᏕᚨ⮒አ⛁㸞 ൢṂࠈ㊨㞕ࠉᆊᮇࠈྚḿࠉᶣᮇࠈᘧ
Ϫࠈ
%HFNHU ᆵ➵ G\VWURSK\ ࡞ᇱࡘࡂᚨ➵࡞ᑊࡊ %DWLVWD ᡥ⾙ࢅ⾔࠷  ᖳᚃ࡞ &57 ⒢Ἢࢅె⏕ࡌࡾࡵ⒢࡞
ⱖ៎ࡊࡒୌౚ

㸝㥬ἑྋᮇኬᏕ㝌ᚘ⎌ჹ⛁㸞 ථỜࠈࠈᙪ

 ᶖࠈᓤ᪺ࠉᴦᮇࠈකಘࠉኬಕර᪺ࠉ㛏ᑹࠈࠈᘋ

㸝ᮇኬᏕᯀᶣ㝌ᚘ⎌ჹ⛁㸞 ▴ࠈ㞕ࠉ⸠ࠈྍࠉᖲᒜࠈ⠔ᚷ

Ѹ  Ѹ

