
第225回 日本循環器学会関東甲信越地方会

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（千代田区）

第Ⅰ会場 9：00～17：30 （503 B+C+D）
第Ⅱ会場 9：30～15：31 （501 A）
第Ⅲ会場 9：00～15：38 （501 B）
〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-7-12　サピアタワー５階
TEL 03-6888-8080

会　　長　平塚共済病院　循環器科
丹羽　明博

御　案　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 

Investigator’s 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
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４分）
会場：第Ⅰ会場
時間：16：00－17：30
なお、以下の項目が審査の対象となります。
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。
（懇親会は第Ⅱ会場にて行います。）

次回地方会：第226回地方会は次の通りです。

日時：平成24年12月１日（土）
会場：東京ステーションコンファレンス６階
会長：高沢　謙二
　　　（東京医科大学八王子医療センター
　　 　循環器内科）
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交通のご案内
【JR 線・東京メトロ】
　「東京駅」日本橋口（新幹線専用改札口）徒歩１分
　　　　　 八重洲北口改札口　徒歩２分
　東京メトロ東西線「大手町駅」B7 出口から直結



第225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９月29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

Kid’s Square（キッズスクウェア）
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/ks_index.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）

・東京ドームホテル
　〒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）

託児場所 ・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
　〒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
（株）アルファコーポレーション
（ACSA：全国保育サービス協会正会員） 

託 児 料
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。

申込み先

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。

メールアドレス：yoyaku@alpha-co.com
タイトル「第225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225回　日本循環器学会関東甲信越地方会　託児室予約＋（ご用件）」
　とお書き下さい。

※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９月26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.



【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。



第225回 日本循環器学会関東甲信越地方会
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：平塚共済病院　循環器科　丹羽　明博

【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）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  9:00～17:30（開催終了まで）
■「教育セッション」（３単位）参加登録受付時間 11:00～13:05（開始1時間前から終了30分前までとなります。）

第Ⅰ会場
8:50 開会挨拶
9:00

9:49

一般演題
9:00-9:49
心筋梗塞

9:49

10:45

一般演題
9:49-10:45

冠動脈インターベンション
10:45

11:41

一般演題
10:45-11:41

スパスム・冠動脈炎症、他
休憩

12:00

12:45

教育セッションⅠ
12:00-12:45

「心停止例に対する治療指針の検討
－脳保護評価と治療成績－」

演者：伊藤　賀敏
（大阪府済生会病院　千里救命救急センター

心血管内治療室）
座長：長尾　建

（駿河台日本大学病院　循環器科）
12:50

13:35

教育セッションⅡ
12:50-13:35

「東京都CCUネットワークデータベース
からみた急性肺血栓塞栓症治療の実際」

演者：尾林　徹
（武蔵野赤十字病院　循環器科）

座長：高山　守正
（榊原記念病院　循環器内科）

休憩
14:00

15:10

一般演題
14:00-15:10

静脈血栓症、肺高血圧

15:10

15:45

一般演題
15:10-15:45

心サルコイドーシス
休憩

16:00

17:30

16:00-17:30
YIA

閉会挨拶
評議員会

第Ⅲ会場

9:00

9:56

一般演題
9:00-9:56
動脈疾患

9:56

10:38

一般演題
9:56-10:38
弁膜症

10:38

11:20

一般演題
10:38-11:20

外科先天性心疾患、心内膜炎、他

14:00

14:56

一般演題
14:00-14:56
心筋疾患

14:56

15:38

一般演題
14:56-15:38
心臓腫瘍、他

第Ⅱ会場

9:30

10:19

一般演題
9:30-10:19

カテーテルアブレーション
10:19

11:01

一般演題
10:19-11:01

心室細動・心室頻拍
11:01

11:29

一般演題
11:01-11:29

徐脈性不整脈、他
休憩

12:00

12:45

教育セッションⅢ
12:00-12:45

「心房細動患者における
抗血栓療法－新規経口抗凝
固薬の評価と位置付け－」
演者：是恒　之宏

（国立病院機構大阪医療センター　循環器科）
座長：吉野　秀朗

（杏林大学第二内科　循環器内科）
12:50

13:35

教育セッションⅣ
12:50-13:35

「慢性心不全での利尿薬を再考する
－J-MELODIC試験結果を受けて－」

演者：伊藤　宏
（秋田大学大学院医学系研究科
循環器内科学・呼吸器内科学）
座長：磯部　光章

（東京医科歯科大学大学院
循環制御内科学）

休憩
14:00

14:56

一般演題
14:00-14:56
心不全、他

14:56

15:31

一般演題
14:56-15:31
心膜心筋炎





第Ⅰ会場

セッションⅠ-1 心筋梗塞 9:00-9:49 座長　（東京医科大学病院　循環器内科） 田中　信大
   座長　（平塚共済病院　循環器科） 大西　祐子

セッションⅠ-2 冠動脈インターベンション 9:49-10:45 座長　（土浦協同病院　循環器内科） 角田　恒和
   座長　（筑波大学　医学医療系循環器内科） 佐藤　　明



セッションⅠ-3 スパスム・冠動脈炎症、他 10:45-11:41 座長 （日本医科大学 千葉北総病院　循環器内科） 雪吹　周生
   座長 （小田原市立病院　循環器科） 川口　竹男



教育セッションⅠ  12:00-12:45 共催：コヴィディエン　ジャパン株式会社
『心停止例に対する治療指針の検討－脳保護評価と治療成績－』 座長　（駿河台日本大学病院　循環器科）
（大阪府済生会病院　千里救命救急センター 心血管内治療室） 伊藤　賀敏 長尾　　建

教育セッションⅡ  12:50-13:35 共催：エーザイ株式会社
『東京都CCUネットワークデータベースからみた急性肺血栓塞栓症治療の実際』 座長　（榊原記念病院　循環器内科）
（武蔵野赤十字病院　循環器科） 尾林　　徹 高山　守正



セッションⅠ-4 静脈血栓症、肺高血圧 14:00-15:10 座長 （済生会横浜市南部病院　循環器内科） 猿渡　　力
   座長 （東海大学　医学部内科学系循環器内科学） 吉岡公一郎



セッションⅠ-5 心サルコイドーシス 15:10-15:45 座長 （昭和大学藤が丘リハビリテーション病院　循環器内科） 嶽山　陽一
   座長 （日本大学医学部附属板橋病院　循環器内科学） 高山　忠輝

セッションⅠ-6 YIA 16:00-17:30
座長 （東邦大学医療センター大森病院　循環器内科） 山﨑　純一
座長 （東京都済生会中央病院　循環器科） 三田村秀雄
審査委員長 （平塚共済病院　循環器科） 丹羽　明博
審査員 （自治医科大学附属さいたま医療センター　循環器科） 阿古　潤哉
審査員 （日本医科大学多摩永山病院　内科・循環器内科） 新　　博次
審査員 （信州大学　循環器内科）  池田　宇一
審査員 （横浜市立大学附属市民総合医療センター　心臓血管センター） 木村　一雄
審査員 （榊原記念病院　心臓血管外科） 高梨秀一郎







第Ⅱ会場

セッションⅡ-1 カテーテルアブレーション 9:30-10:19 座長 （さいたま赤十字病院　循環器科） 新田　順一
   座長 （武蔵野赤十字病院　循環器科） 山内　康照

セッションⅡ-2 心室細動・心室頻拍 10:19-11:01 座長 （横浜南共済病院　循環器内科） 西﨑　光弘
   座長 （青梅市立総合病院　循環器内科） 大友建一郎



セッションⅡ-3 徐脈性不整脈、他 11:01-11:29 座長 （横浜労災病院　不整脈科） 野上　昭彦



教育セッションⅢ  12:00-12:45 共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
『心房細動患者における抗血栓療法－新規経口抗凝固薬の評価と位置付け－』 座長　（杏林大学医学部第二内科　循環器内科）
（国立病院機構大阪医療センター　循環器科） 是恒　之宏 吉野　秀朗

教育セッションⅣ  12:50-13:35 共催：株式会社三和化学研究所
『慢性心不全での利尿薬を再考する－ J-MELODIC 試験結果を受けて－』 座長　（東京医科歯科大学大学院　循環制御内科学）
（秋田大学大学院医学研究科　循環器内科学・呼吸器内科学） 伊藤　　宏 磯部　光章

セッションⅡ-4 心不全、他 14:00-14:56 座長 （亀田総合病院　循環器科） 松村　昭彦
   座長 （藤沢市民病院　循環器科） 姫野　秀朗



セッションⅡ-5 心膜心筋炎 14:56-15:31 座長　（東京警察病院　循環器科） 白井　徹郎
   座長　（戸田中央総合病院　循環器科） 内山　隆史



第Ⅲ会場

セッションⅢ-1 動脈疾患 9:00-9:56 座長　（東京都立広尾病院　循環器科） 手島　　保
   座長　（榊原記念病院　循環器内科） 桃原　哲也



セッションⅢ-2 弁膜症 9:56-10:38 座長 （帝京大学　心臓血管外科） 下川　智樹
   座長 （群馬県立心臓血管センター　心臓血管外科） 江連　雅彦

セッションⅢ-3 外科先天性心疾患、心内膜炎、他 10:38-11:20 座長　（防衛医科大学校　心臓血管外科） 磯田　　晋
   座長　（平塚共済病院　心臓血管外科） 高橋　政夫



セッションⅢ-4 心筋疾患 14:00-14:56 座長　（東京都立多摩総合医療センター　循環器科） 上田　哲郎
   座長 （国立病院機構災害医療センター　循環器科） 佐藤　康弘



セッションⅢ-5 心臓腫瘍、他 14:56-15:38 座長 （心臓血管研究所付属病院　循環器内科） 矢嶋　純二
   座長 （総合病院国保旭中央病院　内科） 神田　順二



辻



日本循環器学会関東甲信越支部会則

 第 1 章　総　　　則

第 1条　本支部は日本循環器学会関東甲信越支部と称する。

第 2条　本支部の事務局は当分の間、支部長が所属する施設におく。

 第 2 章　目的および事業

第 3条　本支部は循環器病学に関連する研究の進展を図ることを目的とする。

第 4条　本支部はその目的達成のため、次の事業を行なう。

　　　　　 1．学会集会の開催

　　　　　 2．その他、目的達成のために必要とみとめられる事業

 第 3 章　会　　　員

第 5条 本支部会員は関東甲信越地方に在住または勤務する日本循環器学会員及び本支部

評議員に推薦されたもので所定の会費を納めたものとする。

 第 4 章　役　　　員

第 6条　本支部にはつぎの役員をおく。

　　　　　支 部 長　 1　名

　　　　　幹　　事　若干名

　　　　　監　　事　 2　名

　　　　　評 議 員　若干名

第 7条 支部長は日本循環器学会の関東甲信越で選出された理事の互選によって決定さ

れ、当該年度における本支部の事務を処理する。その任期は 2年とし、再任はさ

またげない。

第 8条 幹事は庶務幹事、会計幹事各 1名を含むものとし、支部長が会員中より委託し、

　　　　評議員会の承認を受ける。

第 9条　監事は本支部の会計その他の事務遂行状況の監査を行うものとし、評議員会にお

いて委嘱する。その任期は 2年とし、再任はさまたげない。

第10条　評議員は評議員の推薦にもとづき、評議員会で決定する。評議員は本支部の運営

及び事業について企画・処理を行なう。



 第 5 章　地方会・評議員会

第11条　地方会は年 4回以上開催し、会員の研究発表を行なう。

第12条　地方会は、地方会会長が主宰する。

第13条　評議員会は年 4回以上開き、地方会会長が議長となり、次の事項を審議する。

　　　　　 1．地方会会長の選出

　　　　　 2．事業計画（地方会に関すること等）及び事業報告

　　　　　 3．会則の変更

　　　　　 4．支部長、幹事ならびに評議員に関する事項

　　　　　 5．その他必要と認めた事項

　　　　評議員会決定事項は次回地方会プログラム上に報告する。

 第 6 章　会費及び会計

第14条　会費は 1年2,000円とし、会員は地方会及び演題募集に関する通知及びプログラ

ムの送付を受ける。

第15条　本支部の会計年度は 4月 1日より翌年 3月31日迄とする。

（附記）　本支部会則は平成 2年12月 1 日から施行する。

　　　　本支部会則の一部を平成 9年 6月21日に改訂した。

　　　　本支部会則の一部を平成12年10月 7 日に改訂した。

　　　　本支部会則の一部を平成14年 6 月 8 日に改訂した。

　　　　本支部会則の一部を平成15年12月 6 日に改訂した。

 本支部会則の一部を平成19年 7 月 2 日に改訂した。

申し合わせ事項

1．事務局業務について

　　　　支部長は日本循環器学会関東甲信越支部の事務局業務を、日本コンベンションサー

ビス株式会社に委託する。

2．評議員推薦法について

　ⅰ）資格：日本循環器学会評議員、または下記の 3項目を全て満たすこと。

　　イ）65歳以下で 7年以上日本循環器学会会員であること。

　　ロ） 講師または医長以上である者、または、日本循環器学会総会において特別講演講

師、教育講演講師、シンポジウム、パネルディスカッション、ファイヤーサイド

カンファランスの演者を担当したことのあるもの。



　　ハ）当支部地方会において過去 5年間に 3演題以上発表（共同演者でよい）している

こと。

　　　　但し、基礎研究者については別途考慮する。

　ⅱ）推薦方法

　　　評議員が各地方会開催予定日より15日以前に候補者の推薦書を日本循環器学会関東

甲信越支部事務局に送付する。

　ⅲ）有資格者でありながら推薦人が見当らない場合は支部長が推薦人となることができ

る。

　ⅳ）評議員は、会員数の約10％とする。

3．地方会会長選出法について

　ⅰ）資格

　　　教授または部長以上の当支部評議員。

　ⅱ）推薦方法

　　　評議員による他薦または自薦にもとづき、支部長が提案し評議員会で決定する。

　ⅲ）推薦時期

　　　各地方会開催予定日より15日以前に支部長に推薦書を送付する。

　ⅳ）担当する地方会

　　　日時・場所については支部長と当該会長予定者が協議のうえ評議員会に報告する。

　ⅴ）地方会の運営については地方会会長の裁量による。

4．他の支部所属の当支部地方会参加について

　ⅰ）聴講を認め専門医資格更新のための単位を与える。

　ⅱ）演題発表については評議員の紹介演題として認めるが専門医の単位については日本

循環器学会の専門医制度委員会の審議にゆだねる。

5．日本国内施設に在籍しない外国人の参加について

　ⅰ）聴講は認める。

　ⅱ）演題発表については評議員の紹介演題として認める。

6．他の支部所属会員および第 5項の外国人の支部については入会を認めない。

7．会計について

地方会のための案内、プログラム作成、郵送などにかかわる経費、支部選出の学会評

議員選挙に関する費用、事務職員への謝礼などに充当する。


