
第 16 回比叡山ワークショップ 

 

開 催 日： 平成 28年 6月 4日（土） 

時    間： 11:45 ～ 11:55 インフォメーション 

11:55 ～  開会 

  12:00 〜 16:25 一般演題発表、教育セッション 

  16:35 〜 17:35 特別講演 

 

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 

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

 

 

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 16 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」 （12:00-12:40） （発表 6 分 討論 4 分） 

座長 ：金光 尚樹 （三菱京都病院 心臓血管外科） 

 

1. AVR 後遠隔期に認められた mitral-aortic intervalvular fibrosa 仮性瘤の 1 例 
浜松労災病院 心臓血管外科 

熊谷基之、高徳和宏、西澤純一郎 

 

2. 再手術を要した未破裂バルサルバ洞動脈瘤の 1 例 

滋賀県立成人病センター 心臓血管外科 

藤原靖恵、勝山和彦、野中道仁 

 

3. 卵円孔開存及び上行大動脈延長により生じた Platypnea-orthodeoxia syndrome の一例 

市立長浜病院 心臓血管外科 

  吉良浩勝、曽我欣治、鄒 貴光、洞井和彦 

 

4. 右側大動脈弓、胸腹部大動脈瘤に対する Debranching TEVAR 

岡村記念病院 心臓血管外科 

羽室 護、榎本 栄、山田知行、山本賢二、川東正英 

 

 
 

 

 



 

一般演題 「臨床研究」 （12:40-14：04） （発表 7 分 討論 5 分） 

座長 1～4：榎本 栄    （岡村記念病院 心臓血管外科） 

座長 5～7：西澤 純一郎 （浜松労災病院 心臓血管外科） 

 

1. 虚血性心疾患における塩基性線維芽細胞増殖因子含有ゼラチンハイドロゲルシートを用

いた血管新生療法 
京都大学医学部附属病院 心臓血管外科 

西尾博臣、南方謙二、山﨑和裕、黒田悠規、坂本和久、中津太郎、糸永竜也、 

山下剛生、中田朋宏、池田 義、坂田隆造 

 

2. LADびまん性病変に対する治療戦略 
倉敷中央病院 心臓血管外科 

和田賢二、小宮達彦、恒吉裕史、島本 健 

 

3. 当科での低心機能患者（LVEF≦40%）に対する予定単独 CABG の治療成績 

小倉記念病院 心臓血管外科 

袴田圭祐、坪田秀樹、岩堀晃成、工藤雅文、辻 崇、黒川俊嗣、寺西宏王、 

金光ひでお、新井善雄、羽生道弥 

 

4. 体外循環中の人工肺入口圧異常上昇例の検討とその対策 
兵庫県立尼崎総合医療センター 心臓血管外科 

渡辺謙太郎、杉谷暢展、藤原慶一、加藤おと姫、村山友梨、植野 剛、吉澤康祐 

岡田達治、大野暢久、西肥正浩、元永善大 

 

5. 急性大動脈解離 Stanford A型に対する降圧保存的加療 
日本赤十字社 松江赤十字病院 心臓血管外科 

片山秀幸、斎藤雄平、許 敞一、古根川 靖、添田 健 

 

6. 弓部大動脈病変を有する High risk 症例の Debranching TEVAR（剖検結果をふまえて） 

高松赤十字病院 心臓血管外科 

中村将基、西村和修、榊原 裕、幾野 毅、水永 妙 

 

7. 慢性期 DeBakey IIIb 型大動脈解離に対するステントグラフト治療 

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 

 

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



 

一般演題 「基礎研究」 （14:25-15:25） （発表 10 分 討論 5 分） 

座長：池田 義（京都大学 心臓血管外科） 
 

1. ラット人工心肺モデルにおける遺伝子組換えトロンボモデュリン投与による急性肺障害抑制効果
の検討 

平尾 慎吾 
指定討論者：小山 忠明（神戸市立医療センター中央市民病院） 
 

2. マウス下肢虚血モデルにおける microRNA-126 局所徐放による血管新生 
津丸 真一 
指定討論者：榊原 裕（高松赤十字病院） 

 
3. ヒト iPS 由来心臓組織シートを用いた不整脈リエントリーモデル 

川東 正英 
指定討論者：坂口 元一（静岡県立総合病院） 
 

4. 拡張型心筋症モデルハムスターに対するヒト iPS 細胞由来積層化心臓組織シートの治療効果 
瀧本 真也 
指定討論者：岩倉 篤（日本赤十字社 和歌山医療センター） 
 

教育セッション (15:25-16:25)        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）    静岡県立総合病院 坂口 元一 
 

3. 留学だより (20 分)                            大津赤十字病院 江崎 二郎 
 

4. 修練施設紹介 （1 施設各 10 分 計 20 分） 

① 岡村記念病院  羽室 護 

② 小倉記念病院  袴田 圭祐 

 

----------   休 憩 （10 分）  ----------- 

 

特別講演 （16:35-17:35）    座長：坂田 隆造 （神戸市立医療センター中央市民病院） 

「国立循環器病研究センターにおける 5 年間の総括」 

 国立循環器病研究センター 血管外科 部長  

 湊谷 謙司先生  

閉会の挨拶 （17:35-17:45） 

京都大学心臓血管外科同門会 会長 坂田 隆造 


