第9回京都循環器内科カンファレンス
謹啓 陽春の候、先生方におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
第 9 回京都循環器内科カンファレンスを下記の要領にて開催致します。
当カンファレンスは循環器疾患の臨床研究に関してのディスカッションを通じて今後の
循環器診療のエビデンス構築へ寄与することを目的に発足した研究会です。
万障お繰り合せの上、何卒ご出席賜りますようお願い申し上げます。

謹白
平成 30 年 4 月吉日
代表世話人 京都大学大学院医学研究科 循環器内科学 教授 木村剛
事務局担当
京都大学大学院医学研究科 循環器内科学 静田聡

日時:2018年5月26日(土)14:30～
会場:ウェスティン都ホテル京都西館2階｢愛宕の間｣
京都市東山区粟田口華頂町1(三条けあげ)

＊会場の御案内

TEL:075-771-7111

地下鉄「蹴上駅」徒歩2分

主催

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

第9回京都循環器内科カンファレンス

５

「当院でのリードレスペースメーカ初期成績」
森田純次

小倉記念病院

【製品紹介】「直接トロンビン阻害剤 プラザキサカプセル」
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

【開会の辞】14:30-14:35
京都大学大学院医学研究科

循環器内科学

教授

木村

剛

【一般演題 第一部 】14:35-15:43(各演題 発表10分 質疑7分)
座長
公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
副院長 循環器内科 主任部長 門田 一繁
小倉記念病院 診療部長 循環器内科主任部長 安藤 献児
１

先生

６

伊勢田 高寛、廣島 謙一、永島
小倉記念病院 循環器内科

先生
先生

道雄、福永

真人、森田

純次、東北

翔太、山本

慧、安藤

献児

７ 「The Long-Term Clinical Outcomes of 2nd Generation Cryoballoon Ablation for Paroxysmal
Atrial Fibrillation: A Report from Two High-Volume Centers」
Takashi Yoshizawa*1, Satoshi Shizuta *1, Takanori Aizawa*1, Shintaro Yamagami*1, Akihiro Komasa*1,
Yasuhiro Sasaki*2, Atsushi Kobori*2, Yutaka Furukawa*2, Takeshi Kimura*1.
*1; Department of Cardiology, Kyoto University School of Medicine

白井伸一、磯谷彰宏、森永崇、矢野真理子、林昌臣、川口朋宏、伊藤慎八、滝口洋、谷口智彦、石津賢一、

*2; Department of Cardiology, Kobe City Medical Center General Hospital

森信太郎、藤岡慎平、山地杏平、廣島謙一、道明武範、曽我芳光、兵頭真、安藤献児

２

循環器内科

｢心房細動に対するカテーテルアブレーション周術期における低用量DOACsの有効性と安全性について｣

「小倉記念病院における MitraClip の初期成績」

小倉記念病院

山本慧、伊勢田高寛、東北翔太、福永真人、永島道雄、廣島謙一、安藤献児

循環器内科

８

「肺動脈楔入圧波形における V 波増高は重症僧帽弁逆流を示唆する正確な所見か」

「心房細動治療におけるカテーテルアブレーションの位置付け・予後改善効果の検討」
川治徹真 a) 静田聡 b)、山上新太郎 b)、相澤卓範 b)、小正晃裕 b)、吉澤尚志 b)、田中宗和 b)、北野一樹 b)、
加藤雅史 a)、横松孝史 a)、三木真司 a)、尾野亘 b)、木村剛 b)

林

秀幸

a) 三菱京都病院心臓内科

公益財団法人田附興風会医学研究所

北野病院

＊
３

｢Dynamic severe mitral regurgitation on hospital arrival as prognostic predictor
in patients hospitalized for acute decompensated heart failure」
Shunsuke Kubo, Yuichi Kawase, Reo Hata, Takeshi Maruo, Takeshi Tada, Kazushige Kadota
Department of Cardiology, Kurashiki Central Hospital, Kurashiki, Japan

４

b) 京都大学医学部付属病院循環器内科

心臓センター

｢乳癌化学療法中の患者の心血管合併症のフォローアップについて（Onco-Cardiology の観点から）｣

＊

＊

＊

休 憩(9 分)

榎本操一郎、三宅誠、田村俊寛、近藤博和、中川義久
山城大泰

天理よろづ相談所病院循環器内科

天理よろづ相談所病院乳腺外科

【一般演題 第二部 】15:43-16:51(各演題 発表10分 質疑7分)
座長
神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科 部長 古川 裕 先生
公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院 心臓センター 循環器内科
主任部長 猪子 森明 先生
コメンテーター 大津赤十字病院 循環器内科 第一循環器科部長 貝谷 和昭 先生

＊

＊

＊

【特別講演】17:00-17:30
座長

京都大学大学院医学研究科

循環器内科学

准教授

尾野

亘

「
血管平滑筋の増殖制御を解明する
～網羅的解析から明らかとなったHOX遺伝子とYAP/TEADのcrosstalk～
京都大学大学院医学研究科

坂本二郎、山崎誠太、大林祐樹、布木誠之、今中雅子、黒田真衣子、西内英、張田健志、田巻庸道、

＊

循環器内科学

木村

先生
」

昌弘

先生

【特別講演】17:30-18:00
座長

京都大学大学院医学研究科
「

循環器内科学

准教授

尾野

新規化合物KUS121による新たな心筋梗塞治療法の開発
京都大学大学院医学研究科

循環器内科学

井手

亘

先生

」
裕也

先生

【閉会の辞】18:00-18:05
先生

＊研究会後に、情報交換会をご用意しております。

