
第 15 回比叡山ワークショップ 

 

開 催 日： 平成 27年 6月 27日（土） 

時    間： 11:45～11：55 インフォメーション 

11:55 ～  開会 

  12:00 〜 16:40  一般演題発表、教育セッション 

  16:50 〜 17:50 特別講演 

18:00 〜 19:30 懇親会 

開催場所： 京都大学医学部構内 芝蘭会館 本館 2階 

稲盛ホール（ワークショップ）・ 山内ホール（懇親会） 

〒606-8501 京都市左京区吉田近衛町 TEL：075-753-9336 

会    費： 3,000円（懇親会） 

 

京都大学名誉教授 

京都大学医学部心臓血管外科同門会 会長 

坂 田 隆 造 

共催  小野薬品工業株式会社 



第 15 回 比叡山ワークショップ プログラム 

 

インフォメーション （11：45-11：55） 

小野薬品工業株式会社 学術科 

 

開会の挨拶 （11:55-12：00） 

京都大学心臓血管外科同門会 会長 坂田 隆造 

 

一般演題 「症例報告」 （12:00-12:50） （発表 6 分 討論 4 分） 

座長 ：山中 一朗 （天理よろづ相談所病院 心臓血管外科） 

 

1. TGA2（shaher 3A）、ASO 術後 RVOTS に対する homograft を用いた double route RVOTR 

静岡県立こども病院 心臓血管外科 

石道基典、福場遼平、今井健太、菅野勝義、伊藤弘毅、菅野幹雄、 

井出雄二郎、村田眞哉、坂本喜三郎 

 

2. CABG 術後僧帽弁閉鎖不全症に対して右開胸心拍動下僧帽弁置換術を行った 1 例 

岡村記念病院 心臓血管外科 

羽室 護、山本賢二、山田知行、榎本 栄 

 

3. Debranch bypass graft が遠隔期に十二指腸内に迷入した一例 

京都大学医学部附属病院 心臓血管外科 

坂本和久、南方謙二、阪口仁寿、山崎和裕、坂田隆造 

 

4. 術後 5 年で脚延長部脱落により腹部大動脈瘤破裂をきたした EVAR 症例 
国立循環器病研究センター 心臓血管外科 

糸永竜也、湊谷謙司、佐々木啓明、田中裕史、清家愛幹、尾田達哉 

井上陽介、福田哲也、小林順二郎 

 

5. 生体弁を用いた僧帽弁置換術後に早期人工弁破壊を伴った 2 例 
小倉記念病院 心臓血管外科 

工藤雅文、長澤 淳、新井善雄、寺西宏王、黒川俊嗣、渡邊 隼、 

辻 崇、丸野恵大、矢野啓太、袴田圭祐、羽生道弥 

 

 

 



 

一般演題 「臨床研究」 （12:50-14:20） （発表 7 分 討論 5 分） 

座長 1～4 ：植山 浩二    （北野病院 心臓血管外科） 

座長 5～7 ：田村 暢成 （熊本中央病院 心臓血管外科） 

 

1. 弁膜症手術の周術期管理におけるバゾプレシン V2 受容体拮抗剤トルバプタンの有用性 

松江赤十字病院 心臓血管外科 

原田寿夫、斎藤雄平、片山秀幸、古根川 靖、添田 健 

 

2. 上行大動脈瘤の組織学的検討；大動脈弁形態の相違から 

三菱京都病院 心臓血管外科 

長田裕明、京極方久、飯井克明、大仲玄明、金光尚樹、中島博之 

 

3. 75 歳以上の高齢者 MR に対する MVR ・MVP の急性期中期成績比較検討 

高松赤十字病院 心臓血管外科 

中村将基、西村和修、榊原 裕、小曳純平、水永 妙 

 

4. 慢性維持透析患者の冠疾患を合併した弁膜症に対する複合手術の長期予後の検討 
熊本中央病院 心臓血管外科 

瀧 智史、許 敞一、柳 茂樹、田村暢成 

 

5. 腹部大動脈瘤手術のステント熱、グラフト熱についての検討 
倉敷中央病院 心臓血管外科 

古市吉真、小宮達彦、恒吉裕史、島本 健 

 

6. Impact of Advanced Age on the Outcome of Total Arch Replacement 
静岡県立総合病院 心臓血管外科 

植木 力、坂口元一、佐藤博文 

 

7. 全弓部置換術（TAR）の治療戦略 〜 Stepwise 法 v.s. Open Stent Graft 法 
神戸市立医療センター中央市民病院 心臓血管外科 

中村 健、西矢健太、小泉滋樹、松田靖弘、福永直人、石上雅之助、 

松尾武彦、坂田隆造、小山忠明 

 

----------   coffee break （20 分）  ---------- 



一般演題 「基礎研究」 （14:40-15:40） （発表 10 分 討論 5 分） 

座長：池田 義 （京都大学 心臓血管外科）  

 
1. 緑茶ポリフェノールによる腹部大動脈瘤進展抑制の検討 

瀬戸崎 修司 
指定討論者：三和 千里（康生会 武田病院） 

 
2. 再生医療を可能とするヒト iPS 細胞からの効率的な純化血管内皮細胞分化誘導法 

幾野 毅 
指定討論者：中島 博之（山梨大学医学部） 

 
3. マイクロミニピッグ心筋梗塞モデルを用いたヒト iPS 細胞由来心臓細胞シート移植による不整脈

評価実験 
青木 隆之 
指定討論者：恒吉 裕史（倉敷中央病院） 

 
4. The impact of combining transplantation of human iPS cell-derived cardiac tissue sheets and 

sustained-release of bFGF in chronic MI rat model 
李 子澎 
指定討論者：榊原 裕（高松赤十字病院） 

 

教育セッション (15:40-16:40)         座長：南方 謙二 （京都大学 心臓血管外科） 

 

1. 教育プログラム評価委員会からの報告 （10 分） 京都医療センター 白神 幸太郎 
 

2. ステントグラフトワーキンググループからの報告 （10 分） 

 
3. 留学だより (20 分) 「オーストラリアでの臨床経験」 京都大学 上原 京勲 

 

4. 修練施設紹介 （1 施設各 10 分 計 20 分） 

① 高松赤十字病院 中村 将基 

② 松江赤十字病院 古根川 靖 

 

----------   休 憩 （10 分）  ----------- 

特別講演 （16:50-17:50）    座長：坂田 隆造 （神戸市立医療センター中央市民病院） 

「民間病院の施設長として心がけたこと、できたこと、できなかったこと  

～10 年間の経験から贈る次世代へのメッセージ 」 

山梨大学医学部 第二外科 教授  

中島 博之先生  

閉会の挨拶 （17:50-18:00） 

京都大学心臓血管外科同門会長 坂田 隆造 

懇親会 （18:00-19:30） 
「京心賞」 発表授与式 


