
第 258 回日本循環器学会関東甲信越地方会 プログラム（予定） 
2020.11.27 時点 

 
教育セッションⅠ（教育セッション単位：3 単位）※ 
「遠隔医療」 
座長：藤田 英雄（自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器内科） 

1. 美代 賢吾（国立国際医療研究センター 医療情報基盤センター） 
2. 武藤 真祐（医療法人社団 鉄祐会） 
3. 麻野井 英次（富山西綜合病院 内科） 
4. 藤田 英雄（自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器内科） 

 
 
教育セッションⅡ（教育セッション単位：3 単位）※ 
「血友病、HIV、新型コロナ」 
座長：廣井 透雄（国立国際医療研究センター病院 循環器内科） 

1. 廣井 透雄（国立国際医療研究センター病院 循環器内科） 
2. 原 久男（国立国際医療研究センター病院 循環器内科） 
3. 赤澤 宏（東京大学大学院医学系研究科 循環器内科学） 
4. 杉浦 亙（国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 臨床研究センター） 
5. 伊苅 裕二（東海大学医学部付属病院 循環器内科学） 

 
※一回の地方会にて取得可能な教育セッション単位は「3 単位」まででございます。 

2 セッションを閲覧頂きましても、付与されます教育セッション単位は「3 単位」のみでございます。 
 
生物統計セミナー 
「臨床論文を読み解く際に必要な生物統計学の知識」 
座長：清水 渉（日本医科大学大学院医学研究科 循環器内科学分野） 

阿部 貴行（横浜市立大学 データサイエンス学部） 
 
医療安全・医療倫理に関する講習会  （医療安全・医療倫理に関する講習会単位：２単位） 
「医療事故発生時の初動対応と患者の意思に基づく医療」 
座長：廣井 透雄（国立国際医療研究センター病院 循環器内科） 

棚瀬 慎治（弁護士法人棚瀬法律事務所 代表弁護士） 
 
第 5 回ダイバーシティ・フォーラム 
「第 1 回 めざせ日本循環器専門医！循環器専門医試験対策セミナー」 
座長：塚田（哲翁）弥生（日本医科大学 武蔵小杉病院 救急・総合診療センター 総合診療科） 

1. 高野 仁司（日本医科大学 循環器内科） 
2. 石津 智子（筑波大学 循環器内科） 

コメンテーター：佐藤 加代子（東京女子医科大学 循環器内科） 
中井 俊子（日本大学医学部 内科学系先端不整脈治療学分野） 
森田 有紀子（国立病院機構相模原病院 循環器内科） 
齋藤 綾（東邦大学医療センター佐倉病院 心臓血管外科） 
小野 亮平（千葉大学医学部附属病院 循環器内科） 
木村 眞樹子（東京女子医科大学病院循環器内科） 
圓谷 紘乃（済生会横浜市南部病院 循環器内科） 

  



日本循環器学会関東甲信越地方会・東京 CCU 研究会ジョイントセッション 
「東京都ＣＣＵネットワークのデータから見る肺塞栓症」 
座長：樅山 幸彦（国立病院機構東京医療センター 循環器内科） 

1. 野里 寿史（武蔵野赤十字病院 循環器科、東京都 CCU ネットワーク学術委員会） 
2. 武井 眞（東京都済生会中央病院 循環器内科） 
3. 池田 長生（東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科） 

 
 
日本循環器学会関東甲信越地方会と日本心臓リハビリテーション学会関東甲信越支部の合同シンポジウム 
(心臓リハビリテーション認定指導士更新単位：3 単位） 
「心リハで IoT 活かす」 
座長：木庭 新治（昭和大学 医学部内科学講座循環器内科学部門） 

東條 美奈子（北里大学 循環器内科） 
1. 笹井 浩行（東京都健康長寿医療センター研究所 自立促進と精神保健研究チーム） 
2. 横山 美帆（順天堂大学大学院 医学研究科 循環器内科学） 
3. 岡村 正嗣（横浜市立大学附属病院 リハビリテーション部） 

 
 
 
スポンサードセミナー 
 
スポンサードセミナーⅠ 【Live 配信のみ】 12 月 12 日(土) 10:00~10:45 
「見落としていませんか？意外と身近な MR 関連高血圧」 
座長：冨山 博文（東京医科大学 循環器内科学分野） 

森本 聡（東京女子医科大学 高血圧・内分泌内科） 
共催：第一三共株式会社 

 
スポンサードセミナーⅡ 【Live 配信のみ】 12 月 12 日(土) 11:00~11:45 
「糖尿病と循環器疾患～SGLT2 阻害薬の可能性～」 
座長：南野 徹（順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学） 

清水 渉（日本医科大学大学院医学研究科 循環器内科学分野） 
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社／日本イーライリリー株式会社 

 
スポンサードセミナーⅢ 【Live 配信のみ】 12 月 12 日(土) 12:00~12:45 
「抗凝固療法の Up to date-ハイリスク患者の治療戦略を考える」 
座長：髙月 誠司（慶應義塾大学医学部 循環器内科） 

1.志賀 剛（東京慈恵会医科大学 臨床薬理学） 
2.萩原 誠久（東京女子医科大学 循環器内科） 

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社／ファイザー株式会社 
 
スポンサードセミナーⅣ 【Live 配信のみ】 12 月 12 日(土) 13:00~13:45 
座長：永嶋 孝一（日本大学医学部 内科学系 循環器内科学分野） 

1. 高齢者 VTE における問題点 ～診断と治療～ 
青山 里恵（東京都健康長寿医療センター 循環器内科） 

2. 多疾患合併 AF 症例の抗血栓療法 ～どう考え、どう処方するか～ 
深谷 英平（北里大学医学部 循環器内科学） 

共催：バイエル薬品株式会社 



 
スポンサードセミナーⅤ 【Live 配信のみ】 12 月 12 日(土) 14:00~14:45 
「高齢者心不全の新しい考え方」 
座長：齊藤 哲也（JCHO 東京新宿メディカルセンター 循環器内科） 

原田 和昌（東京都健康長寿医療センター） 
共催：大塚製薬株式会社 

 
スポンサードセミナーⅥ 【Live 配信のみ】 12 月 12 日(土) 15:00~15:45 
「PCI 後の抗血栓療法の現状と課題」 
座長：寺岡 邦彦（公益財団法人 日本心臓血圧研究振興会 榊原記念クリニック 内科） 

山口 淳一（東京女子医科大学 循環器内科） 
共催：武田薬品工業株式会社 

 
スポンサードセミナーⅦ 【Live 配信のみ】 12 月 12 日(土) 16:00~16:45 
「心不全治療におけるナトリウム利尿ペプチドの意義 ーARNI への期待ー」 
座長：石井 康宏（医療法人財団 荻窪病院 循環器内科） 

桑原 宏一郎（信州大学医学部 循環器内科学教室） 
共催：大塚製薬株式会社 メディカル・アフェアーズ部 

 
スポンサードセミナーⅧ 【Live 配信のみ】 12 月 13 日(日) 12:00~12:45 
「熊本における心アミロイドーシス診療の現状 ～早期診断・早期治療のために知っておくべきこと～」 
座長：吉村 道博（東京慈恵会医科大学 内科学講座 循環器内科） 

髙潮 征爾（熊本大学病院 循環器内科） 
共催：ファイザー株式会社 

 
スポンサードセミナーⅨ 【Live 配信のみ】 12 月 13 日(日) 13:00~13:45 
「siRNA を考える～ATTRv アミロイドーシス治療の新たな可能性～」 
座長：波多野 将（東京大学大学院医学系研究科 重症心不全治療開発講座） 

遠藤 仁（慶應義塾大学医学部 循環器内科） 
共催：Alnylam Japan 株式会社 

 
スポンサードセミナーⅩ 【オンデマンド配信】 
座長：青木 直人（千葉メディカルセンター 循環器内科） 

柚本 和彦（横浜労災病院 循環器内科） 
1. Xience Skypoint の使用経験 

御手洗 敬信（聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科） 
2. Xience の evidence と実臨床での有用性 

小林 範弘（済生会横浜市東部病院 循環器内科） 
共催：アボットメディカルジャパン合同会社 

 
スポンサードセミナーⅪ 【オンデマンド配信】 
「Lesion Oriented PCI with Intravascular Imaging」 
1. 森山 優一（大久保病院 循環器内科） 
2. 小林 範弘（済生会横浜市東部病院 循環器内科） 
3. 及川 裕二（心臓血管研究所付属病院 循環器内科） 

共催：テルモ株式会社



Award セッション 
 
Student Award 
座 長：倉林 正彦（群馬大学大学院医学系研究科 循環器内科学） 

田村 功一（横浜市立大学医学部 循環器・腎臓・高血圧内科学） 
審査員長：家田 真樹（筑波大学医学医療系   循環器内科） 
審 査 員：諸井 雅男（東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科） 

萩原 誠久（東京女子医科大学 循環器内科） 
齋藤 綾（東邦大学医療センター佐倉病院 心臓血管外科） 
 

1. 大塚 玲（千葉大学 医学部 医学科） 
2. 加藤 祐樹（昭和大学 医学部 第 5 学年） 
3. 岡田 奈那（国際医療福祉大学 医学部） 
4. 一松 小百合（千葉大学 医学部 医学科） 
5. 寺島 里佳（群馬大学 医学部 医学科 6 年） 

 
Resident Award 
座 長：井上 晃男（獨協医科大学 心臓・血管内科/循環器内科） 

波多野 将（東京大学大学院医学系研究科 重症心不全治療開発講座） 
審査員長：藤田 英雄（自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器内科） 
審 査 員：池田 隆徳（東邦大学大学院医学研究科 循環器内科学） 

塚田（哲翁） 弥生（日本医科大学武蔵小杉病院 総合診療科） 
赤澤 宏（東京大学大学院医学系研究科 循環器内科学） 
 

1. 久米 里実（東京大学医学部附属病院循環器内科） 
2. 野口 聡明（SUBARU 健康保険組合太田記念病院 循環器内科） 
3. 鈴木 琢途（東邦大学医学部内科学講座循環器内科学分野） 
4. 熊谷 悠（新久喜総合病院） 
5. 馬場 悠輔（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） 

 
Clinical Research Award 
座 長：田邉 健吾（三井記念病院 循環器内科） 

磯部 光章（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院） 
審査員長：小室 一成（東京大学大学院医学系研究科 循環器内科学） 
審 査 員：上妻 謙（帝京大学医学部 内科学講座・循環器内科） 

苅尾 七臣（自治医科大学 内科学講座 循環器内科学部門） 
阿古 潤哉（北里大学医学部 循環器内科学） 
 

1. 川谷 洋平（医療法人社団前橋会 高崎ハートホスピタル 心臓血管外科） 
2. 四元 春輝（東京大学 医学部 循環器内科） 
3. 袴田 崇裕（新潟大学医歯学総合病院 循環器内科） 

  



Case Report Award 
座 長：福田 恵一（慶應義塾大学医学部 循環器内科） 

小野 稔（東京大学大学院医学系研究科 心臓外科） 
審査員長：石津 智子（筑波大学 循環器内科） 
審 査 員：中村 正人（東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科） 

南野 徹（順天堂大学 大学院医学研究科 循環器内科） 
野上 昭彦（筑波大学医学医療系 循環器内科） 

 
1. 上迫 隼太（旭中央病院） 
2. 成井 崇朗（昭和大学横浜市北部病院循環器センター内科） 
3. 野中 英彰（三井記念病院 循環器内科） 
4. 吉田 耕輔（武蔵野赤十字病院 循環器科） 
5. 服部 修（慶應義塾大学病院 循環器内科） 

 
 
一般演題 
 
セッションⅠ 「虚血性心疾患」   
セッションⅡ 「心膜・腫瘍」 
セッションⅢ 「弁膜症」 
セッションⅣ 「不整脈」 
セッションⅤ 「心筋炎・心筋症」 
セッションⅥ 「デバイス」 
セッションⅦ 「心不全」 
セッションⅧ 「末梢血管・大血管」 
セッションⅨ 「肺高血圧・静脈」 
セッションⅩ 「心内膜炎・その他」

 


