
第 26回  心筋生検研究会プログラム

2004年 11月 26日 (金) 14:00～ 20:30

11月 27日 (土)  9:00～ 11:40

ばるるプラザ千葉 7階  「楓」

千葉市中央区富士見 1-3-2

月ヨ言舌  043-202-0800

ホテルサンガーデン千葉 3階  「平安東」

千葉市中央区中央 1-11-1

月ヨ言舌  043-224-1131

会場費 :3,000円

発表時間 :時間厳守でお願い します。

ワークショップ :発表  12分 、総合討論  20分

一般演題、ポスターセ ッション :発表  7分 、質疑  5分

PC受付 :発表 30分 前までに提出して下さい。

ポスターセ ッション :11月 26日 (金)19:30～ 20:30

ポスター掲示 18:30よ り可能です。

一般演題、ワークショップ、特別講演会場 :ぱるるプラザ千葉  7階  「楓」

ポスターセ ッション、懇親会会場 :ホテルサンガーデン千葉  3階  「平安東」

懇親会参加費 :2,000円

会長 :小室一成 (千葉大学大学院医学研究院循環病態医科学)

事務局 :第 26回 心筋生検研究会事務局

千葉大学大学院医学研究院循環病態医科学

高野博之

〒2608670 千葉県千葉市中央区亥鼻 181

TEL: 043-226-2555  FAX:043-226-2096
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11月 26日 (金)

開会の辞

一般演題 I

座長 :猪又孝元 (北里大学医学部内科学 Ⅱ)

豊崎哲也 (鎗田病院内科)

14:00～ 14:05

14:05～ 15:05

1 右室,心内膜心筋生検は拡張型心筋症の短期予後予測に有用である

○宇都健太、迫村泰成、松田直樹、田中 薫、鶴見由起夫、萩原誠久、笠貫 宏

(東京女子医科大学 循環器内科)

西川俊郎 (同病院病理科)

2急 性心筋梗塞で死亡した原発性アル ドステロン症の 1例

○田中道雄、玉橋 うらら、常深あきさ (都立広尾病院病理)

小泉章子、岡崎英隆、桜田春水 (同循環器科)

3多 発神経炎を伴い免疫吸着療法が有効であつた拡張型心筋症の 1例

○盛川宗孝、今 寿、盛合直樹 (岩手県立大船渡病院 循環器科)

及川博隆、川守田厚 (同神経内科)

斉藤秀典、佐藤 衛、瀬川郁夫 (岩手医大第二内科 ・循環器医療センター)

4僧 帽弁閉鎖不全症での断裂腱索の病理組織所見

○河野浩章、小出優史、戸田源二、矢野捷介 (長崎大学 循環病態制御内科学)

林徳真吉 (同病院病理部)

山近史郎、江石清行 (循環病態制御外科学)

5高 血圧心臓の線維化病変におけるアンジオテンシンIIの関与

○西岡朋弘、鈴木舞子、三木 学、吉田利通、今中―吉田恭子

(二重大学医学部病理学第一講座)
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一般演題 Ⅱ 15:05～ 15:53

座長 :布田伸一 (東京女子医科大学付属第二病院)

矢崎善― (信州大学循環器内科)

心内膜心筋生検組織所見からは臨床経過の把握が困難と思われた急性心膜心筋炎の一例

○岡島清貴、布田伸一、朴 宗晋、生沼幸子、高杉絵美子、下倉和修、堀田典寛、松岡 治、久保 豊、

品川 亮、大塚邦明 (東京女子医科大学附属第二病院 内科)

2年間の運動制限後、慢性心筋炎組織像の改善を認めた 1生徒例

○河合祥雄、鈴木宏昌 (順天堂大学循環器内科)

武田淳史、岡田了三 (群馬パース学園短期大学)

堀崎孝松、小坂利幸、伊藤厚士 (静岡済生会総合病院循環器科)

3心 房心筋炎による孤立性心房拡張症をきたした 1例

○中村陽一、藤枝裕之、羽原真人、高橋 昇、今岡丈士、小松須美生、阿部充伯

(松山市民病院 循環器科)

樹状細胞を用いた自己免疫性心筋炎 ・心不全モデルの作成

○杉 雄介、安川秀雄、森 隆宏、甲斐久史、今泉 勉

(久留米大学循環器病研究所、同医学部第3内科)

ワークショップ I

「循環器疾患における心血管再生」

15:53～ 17:13

座長 :廣 江道 昭 (国際 医療セ ンター腎臓 。循 環器 科 )

藤原 久義 (岐阜大学 大学 院 医学研 究科循 環病態 学)

1細 胞移植による心血管の組織修復促進療法一大動脈瘤の新しい治療法

○平野弘嗣、下野高嗣 (二重大学医学部胸部外科)

平田 仁 (二重大学医学部整形外科)

今中―吉田恭子 (二重大学医学部病理)



一般演題Ⅱ 15:05～ 15:53

座長 :布 田伸一 (東京 女子 医科 大 学付属 第二病院)

矢崎 善一 (信州 大学循環器 内科 )

1心 内膜心筋生検組織所見からは臨床経過の把握が困難と思われた急性心膜心筋炎の一例

○岡島清貴、布田仲一、朴 宗晋、生沼幸子、高杉絵美子、下倉和修、堀田典寛、松岡 治、久保 豊、

品川 亮、大塚邦明 (東京女子医科大学附属第二病院 内科)

2 2年 間の運動制限後、慢性心筋炎組織像の改善を認めた1生徒例

○河合祥雄、鈴木宏昌 (順天堂大学循環器内科)

武田淳史、岡田了三 (群馬パース学園短期大学)

堀崎孝松、小坂利幸、伊藤厚士 (静岡済生会総合病院循環器科)

3心 房心筋炎による孤立性心房拡張症をきたした1例

○中村陽一、藤枝裕之、羽原真人、高橋 昇、今岡丈士、小松須美生、阿部充伯

(松山市民病院 循環器科)

4.樹状細胞を用いた自己免疫性心筋炎 ・心不全モデルの作成

○杉 雄介、安り|1秀雄、森 隆宏、甲斐久史、今泉 勉

(久留米大学循環器病研究所、同医学部第3内科)

ワークショップ I

「循環器疾患における心血管再生」

15:53～ 17:13

座長 :廣 江道 昭 (国際 医療 セ ン ター 腎臓 ・循 環器 科)

藤原久義 (岐阜 大学大学 院 医学研 究科循 環病態 学)

1.細胞移植による心血管の組織修復促進療法一大動脈瘤の新しい治療法

○平野弘嗣、下野高嗣 (二重大学医学部胸部外科)

平田 仁 (二重大学医学部整形外科)

今中―吉田恭子 (二重大学医学部病理)
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2ア ドレノメデュリン投与と骨髄単核球細胞移植による下肢虚血血管再生療法

○岩瀬 俊、永谷憲歳 (国立循環器病センター研究所 再生医療部)

寒川賢治 (同 生化学部)

3虚 血性′さ疾患に対するサイ トカイン治療の効果および機序について一In vitoとh宙 voによる解析―

○大塚正史、高野博之、Yu12Eng ZOu、Yh」たQln、東口治弘、赤澤 宏、新妻ゆり子、上田和孝、

長谷川洋、小室一成 (千葉大学大学院医学研究院循環病態医科学)

4造 血系サイ トカインC CSFの心筋梗塞慢性期投与は心不全を改善する

○竹村元三、李 一文、岡田英志、官田周作、江崎正泰、丸山留美、金森寛充、李 龍虎、Ngln Cln KhJ、

三上 敦、湊口信也、藤原久義 (岐阜大学大学院医学研究科循環病態学 (第二内科))

5心 筋細胞は、周囲の非心筋細胞 と細胞融合 し、分裂能を再度獲得する

○松浦勝久、笠貫 宏 (東京女子医科大学 循環器内科)

永井敏雄、和田 浩、小室一成 (千葉大学大学院医学研究院循環病態医科学)

飯嶋義浩 (千葉社会保険病院)

【総合討論】

休 憩 17:13～ 17:30

特別講演 17:30～ 18:30

座長 :小室一成 (千葉大学大学院医学研究院循環病態医科学)

「骨髄由来の形質転換心筋細胞と細胞移植後の病理形態学的評価システム」

国立成育医療センター研究所  生殖医療研究部  梅澤明弘
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ポスターセッション            19:30～ 20:30

座長 :今中―吉田恭子 (二重大学医学部病理)

西川俊郎 (東京女子医科大学病理)

I褐 色細胞腫破裂に伴い急性発症 したカテコラミン心筋症の一剖検例

○品川弥人、猪又孝元、松山斉久、北野義和、吉田 徹、竹内一郎、和泉 徹

(北里大学医学部内科学 II)

壁内冠動脈閉塞症により虚血性心不全を呈した透析アミロイ ドーシスの一例

○池田真介、佐藤 晃、江口裕之、大内田昌直、安川秀雄、杉 雄介、甲斐久史、今泉 勉

(久留米大学医学部第3内 科、循環器病研究所)

倉富慶太郎、加藤誠也 (久留米大学医学部病理学)

心膜液貯留で発見されたミトコン ドリア心筋症の一例

○矢嶋紀幸、矢崎善一、相澤万象、笠井宏樹、花岡 健、東方壮男、古樫 薫、小山 潤、筒井 洋、渡辺 徳、

木下 修、池田宇― (信州大学 循環器内科)

吉田邦広 (同 遺伝子診療部)

佐野健司 (同 中央検査部)

4経 静脈的生検で確定診断 し寛解 し得た心臓原発の悪性 リンパ腫の一例

〇東條秀明、岡部員典、山本雄祐 (福岡県済生会福岡総合病院 循環器科)

中島明彦 (同病理部)

自井和之 (福岡大学病院 循環器科)

鈴官淳司 (同血液 ・糖尿病科)

大島孝一、菊池昌弘 (同病理部)

5 42歳 まで生存 しえた総動脈幹症の一剖検例

○ 中村夏樹、菊田浩一、田中秀憲、楠原健一、古賀久士、渡邊圭祐、中尾 宏

(国家公務員共済組合連合会新別府病院 循環器科)

秋月真一郎 (同 臨床病理部)

高木洋介、由谷親夫 (国立循環器病センター臨床検査部病理)

上村秀樹 (同 心臓血管外科)

1 1‐



11月 27日 (土)

一般演題Ⅲ 9:00～ 10:00

座 長 :植 村 晃 久 (藤 田保 健 衛 生 大 学 循 環 器 内科 )

甲斐 久 史 (久留 米 大 学 循 環 器 病 研 究 所 )

1褐 色細胞腫によるカテコラミン心筋炎の一例

○祖父江嘉洋、森本紳―郎、平光伸也、植村晃久、大槻員嗣、加藤 茂、宮城島賢二、

森 奈美、依田竜二、菱田 仁 (藤田保健衛生大学循環器内科)

2上 室性頻拍に対する直流除細動後に急性肺水腫を呈した心サルコイ ドーシスの 1例

○矢嶋紀幸、矢崎善一、相澤万象、笠井宏樹、花岡 健、東方壮男、古樫 薫、小山 潤、筒井 洋、

渡辺 徳、木下 修、池田宇一 (信州大学 循環器内科)

佐野健司 (同 中央検査部)

3心 内膜心筋生検におけるアミロイ ド症例の検討

○河村俊治、西川俊郎、小林根雄 (東京女子医科大学病理)

宇都健太、田中 薫、迫村泰成、笠貫 宏 (同循環器内科)

4フ ァブリー病心における毛細血管病変を心生検から考える

○関回守衛、矢崎善一、西川俊郎、廣江道昭 (国際心筋症研究会)

森本紳―郎 (藤田保健衛生大学循環器内科)

5心 ファプリー病における酵素補充療法について

○森本紳一郎、平光仲也、植村晃久、カロ藤 茂 (藤田保健衛生大学循環器内科)

休 憩
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10:00～ 10,15



ワークショップⅡ

「慢性心筋炎」

10:15～ 11:35

:河合祥雄 (順天堂大学循環器内科)

森本紳一郎 (藤田保健衛生大学循環器内科)

1.拡張型心筋症における慢性心筋炎の頻度と本邦における報告例について

○森本紳一郎、平光伸也 (藤田保健衛生大学循環器内科)

慢性心筋炎における病変の局在 と診断に関する検討

○寺崎文生、下村裕章、塚田 敏、大塚宏治、北浦 泰 (大阪医科大学第二内科)

今中―吉田恭子、吉田利通 (二重大学医学部病理)

廣江道昭 (国立国際医療センター腎臓 ・循環器科)

堀井泰浩、磯村 正、須磨久善 (葉山ハー トセンター心臓血管外科)

膠原病心における慢性炎症所見

○山田京志、鈴木宏昌、河合祥雄 (順天堂大学循環器内科)

岡田了三 (群馬パース学園短期大学)

マウスウイルス感染後における慢性心筋炎の証明とその進展機序の検討

―慢性心筋炎は拡張型心筋症の原因となりうるか?―

〇中村浩士、松崎益徳 (山口大学医学部 循環病態内科学)

5心 臓 リンパ管のウイルス性心筋炎の病態への関与の解明

○西尾亮介 (京都大学医学部付属病院救急部)

久保 肇 (京都大学大学院医学研究科先端領域融合医学研究機構)

松森 昭 (京都大学大学院医学研究科循環病態学)

【総合討論】
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