
第 29回 心 筋 生 検 研 究 会
2007年 11月30日 (金)12:30～ 19:40

12月 1日  (土 ) 9:00～ 12:45

エーザイ憫名古屋コミュニケーションオフィス

名古屋市東区泉 213-23

(電話 :052-93卜1330 当日会場直通)

発

専 門 医 更 新

発表 ファイル受 付

ポスターセッション

懇 親 会 参 加 費

本研究会参加者は、日本循環器学会認定専門医更新のための単位
(1単 位)が 受けられます。

【一般演題】 発表 8分 ・討論 5分

【特別演題】 発表 20分 ・討論 10分
*演 者の方は時間厳守でお願いいたします。

3,000円

発表 30分前までに USBフラッシュメモリー (または CD)を提出

してください。
Mac,Vistaの場合はご自身のノー トパソコンをご持参 ください。

発表枚数については特に制限いたしておりませんが、発表時間内
に収まることを厳守してください。

会場内に顕微鏡を用意しておりますので、組織標本 (プレパラー

ト)を ご持参ください。

1  1 月30日 (金)19:00～ 19:40

月 30日 (金)18:40か ら同会場で行います。1  1

2 , 0 0 0円

親

会長 :森 本 紳―郎 (藤田保健衛生大学 医学部循環器内科)

事務局 :第 29回 心筋生検研究会事務局

藤田保健衛生大学 循環器内科 (加藤靖周)

〒470H92 豊明市沓掛町田楽ヶ窪 198

TEL: 0562-93-9298 (EE月尋正ユカ巨)  FAX:0562-93-2315

E―mail : shinkin@fujita―hu ac jp



11月 30日 (金)

開会の辞    12:30～ 12:35

-般 演題 (1)12:35～ 13:27

座長 :今 中恭子 (二重大学大学院 医学系研究科ゲノム再生医学講座)

加藤 茂 (名古屋記念病院 循環器科)

1)心 室中隔欠損を伴つた肺動脈閉鎖の一例

国立循環器病センター臨床検査部病理

○池田善彦、佐竹主道、松山高明、植田初江

2)血 栓形成機序が示唆 された非弁膜症性心房細動の一例

愛媛県立中央病院 循環器科

○中村陽一、西山明子、泉 直樹、佐々木康浩、三好章仁、川田好高、

高木弥栄美、羽原宏和、松中 豪、垣下幹夫、鈴木 誠、風谷幸男

3)飢 餓誘発性オー トファジーの心機能への影響と形態学的特徴

岐阜大学大学院医学系研究科 病態情報解析医学 0、岐阜大学 再生医科学循環 。呼吸病態学 "

岐阜大学 高次救命治療センターめ、兵庫県立尼崎病院 °

○金森寛充 D、竹村元三 カ 、宮田周作 "、丸山留美 "、後藤和子 の、

荻野敦史 力、江崎正泰 力、中川宗大 "、李龍虎虎 力、牛越博昭 υ、

清島 満 り、湊口信也 力、藤原久義 。

4)CoQ10投 与により左室機能が著名に改善した ミトコン ドリア,さ筋症の一例

熊本大学医学部付属病院 循環器内科

○松澤泰志、杉山正悟、片山哲治、角田 等、海北幸一、小島 淳、

永吉靖央、山室 恵、小川久雄

一般演題 (■)13:27～ 14:19

座長 :西 川俊郎 (東京女子医科大学 中央検査部病院病理科)

寺崎文生 (大阪医科大学 第二内科)

5)心 筋組織修復におけるテネイシンCの 役割 ―テネイシンC過 剰発現マウスを用いた解析―

二重大学大学院医学系研究科 修復再生病理学

○長野由佳、原 万里、Sara Ponce de Leon、浪方美幸、下條尚志、

吉田利通、今中―吉田恭子
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6)心 臓特異的テネイシンC過 剰発現マウスの作製

二重大学大学院医学系研究科修復再生病理学

○飛田理世、原 万里、下條尚志、Sara Ponce de LeOn、浪方美幸、

西岡朋弘、吉田利通、今中―吉田恭子

7)高 血圧性心肥大及び線維化病変は可逆性か?

二重大学大学院医学系研究科修復再生病理学

○田中裕子、西岡朋弘、鈴木舞子、下条尚志、今中―吉田恭子

8)心 筋線維化の検出能 ―心筋生検 と,心臓 MRIの比較―

奈良県立医科大学 第 1内科、坂ロクリニック 1)

○尾上健児、岡山1吾志、石神賢一、堀井 学、上村史朗、斎藤能彦

坂口泰弘
1)

一般演題 (Ⅲ)14:19～ 15:11

座長 :植 田初江 (国立循環器病センター 臨床検査部病理)

佐藤 衛 (岩手医科大学 第二内科)

9)心 不全にて発症 した′心ア ミロイ ドーシスの一例～治療経過と問題点の検討

東京医科大学病院 循環器内科

○迫田邦裕、渡辺雅貴、深澤伸也、宮城 学、近森大志郎、山科 章

10)心 内膜心筋生検における心ア ミロイ ド症の組織学的 ・免疫組織化学的検討 ―追加評価報告―

東京女子医科大学病理、山口大学医学部構造制御病態学 ゆ

○河村俊治、西川俊郎、星井嘉信 ])、宇都健太、金井佐恵子、

石原得博
1)、小林根雄

H)拡 張型心筋症左室形成術例における術中心筋生検の病理組織学的検討

医療法人社団松和会池上総合病院 心臓血管外科 り、北海道大学病院 循環器外科 "、

東海大学 医学部 基礎医学系 医学教育情報学 °、

NTT東 日本札幌病院 ° ′心臓血管外科、同 病理科、

岡山理科大学 理学部 臨床生命科学科 '
○志村信一郎 1)、松居喜郎 "、須藤幸雄

1)、滝上 岡1り、深田 靖 "、
松井欣哉 "、新宮康栄 "、春木康男 。、水無瀬昂 °、由谷親夫 '

12)臨 床経過において心筋肥大の著明な退縮が確認できた acrOmegalic cardiomyopathyの一例

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科、岡山理科大学理学部臨床生命科学科 1)

○村上正人、中村一文、大郷恵子、草野研吾、大江 透、由谷親夫 1)

休  憩   15:11～ 15:25
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一般演題 (Ⅳ)15:25～ 16:17

座長 :田 中道雄 (都立広尾病院 検査科病理)

矢崎書― (国立病院機構松本病院 循環器科)

13)発 症前より経過観察 し得た劇症型心筋炎の一割検例

順天堂大学循環器内科、順天堂大学人体病理病態学 ゆ

○高木篤俊、鈴木宏昌、河合祥雄、山田京志、横山 健、正木克由規、

華籐芳輝、石田恵美、代田浩之、高瀬 優 1)、三谷恵子 い、

松本俊治 °

14)急 性壊死性好酸球性心筋炎の一剖検例

都立広尾病院検査科病理、都立墨東病院検査科病理 1)、都立墨東病院救命救急センターゆ

○田中道雄、常深あきさ、井下尚子、蕨 雅大 1)、川原 穣 )、

照屋 陸 か、小林秦一郎 "

15)劇 症型好酸球性心筋炎の一例

長崎大学大学院 循環病態制御内科学、長崎大学大学院 リウマチ免疫病態制御学 い、

長崎大学医学部歯学部附属病院 病理部 "

○恒任 章、河野浩章、金子匡行、米倉 剛、佐藤修身、田中協栄、

武野正義、小出優史、芦澤直人、瀬戸信二、矢野捷介、川上 純 )、

林徳真吉 "

16)ス テロイ ド単独投与が奏功 した巨細胞性心筋炎と診断された一例

北里大学医学部循環器内科学 1)、清水厚生病院循環器内科 力、新潟大学医学部第一内科 "

○成毛 崇 1)、猪又孝元 り、西井基継 D、柳澤智義 い、大坂 勤
1)、

品川弥人 1)、小板橋俊美 D、竹内一郎 D、竹端 均 1)、
竹田定生 "、

大倉裕二 め、和泉 徹 0

一般演題 (V)16:17～ 17:09

座長  :武 田淳史 (群馬パース大学 保健科学部理学療法学科)

平光伸也 (藤田保健衛生大学 医学部循環器内科)

17)心 筋生検で診断に至つた他臓器病変のない心サルコイ ドーシスの一例

北九州市立医療センター 循環器科

○河野俊一、関屋正俊、古財敏之、浦部由利

18)心 サルコイ ド症疑いで心筋生検された 105例の再検討

国立循環器病センター′さ臓内科、RI診断部、病理

○大江由紀子、中谷 敏、石田良雄、佐竹主道、松山高明、池田善彦、

植田初江
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19)心室頻拍を契機に診断 し得た心 Fabry病の一例

愛媛県立中央病院、熊本大学小児科 )

○佐々木康浩、松中 豪、西山明子、泉 直樹、川田好高、高木弥栄

美、羽原宏和、垣下幹夫、中村陽一、鈴木 誠、風谷幸男、前田智治、

中村公俊 :)、服部希世子 )

20)肥大型心筋症におけるファプリー病の頻度 :心内膜心筋生検による検討

国立病院機構松本病院 循環器科、信州大学 循環器内科 D、赤坂関ロクリニック"

○矢崎善一、笠井宏樹 め、伊澤 淳 り、池田字-1)、関口守衛 "

特別演題    17:09～ 17:39

座長 :大 川真―郎 (財団法人健康医学協会 霞が関ビル診療所)

「たこつぼ′い筋症剖検例の病理組織学的検討」

順天堂大学循環器内科  ○山田京志、鈴木宏昌、河合祥雄、代田浩之

休  憩   17:39～ 17:50

特別講演    17:50～ 18:30

座長 :森 本紳―郎 (藤田保健衛生大学 医学部循環器内科)

「フアプリー病の病態 と遺伝子変異」

明治薬科大学 分析化学  櫻庭 均 教授

ポスターセッション  19:00～ 19:40

座長 :中 村浩士 (山口大学 医学部器官制御医科学講座 循環病態内科学)

1)拡 張型心筋症 (DCM)と 多発性嚢胞腎(PKD)に 合併 した重症心不全の一剖検例

国立循環器病センター病理、同心血管内科 )

○佐竹主道、山中 太、松山高明、神津英至、池田善彦、植田初江、

佐田悠輔 )、カロ藤倫子 り、中谷武嗣 ゆ

2)繰 り返す心不全増悪に対 して免疫吸着療法を施行 した若年者重症拡張型心筋症の一例

慶應義塾大学医学部循環器内科 0、同中央透析室 a、
平塚市民病院循環器科 ゆ

○伊藤博之 1)、長友祐司 い
、真野恵範 1)、栗田康生 つ、松原 隆 "、

門川俊明 "、吉川 勉 1)、小川 聡 1)

-4-



3)イ タリア ・パ ドヴァ大学心臓血管病理マスターコース (2007)履 修報告

東京女子医科大学病理学第一講座   ○河村俊治

12月 1日 (土)

一般演題 (Ⅵ)9:00～ 9:52

座長 :布 田伸― (東京女子医科大学 東医療センター)

猪又孝元 (北里大学 医学部循環器内科学)

21)拡 張型心筋症の発症 と進展機序に関する実験的検討

山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学、聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター1)

○中村浩士、松鳴 敦、松崎益徳、加藤智啓 ゆ

22)拡 張型心筋症心筋におけるユ ビキチンープロテアソーム系の発現克進

―左室形成術切除心筋の免疫組織学的検討および臨床指標 との比較

大阪医科大学内科学 HI、 香川大学医学部第一外科 め、葉山ハー トセンター′心臓血管外科 "、

心臓血管研究所病院心臓血管外科 "

大塚宏治、○寺崎文生、下村裕章、塚田 敏、大塚 薫、片嶋 隆、

藤田修一、神崎裕美子、堀井泰浩 0、磯村 正 "、須磨久善 "、

北浦 泰

23)治 療に無反応であつたヘモクロマ トーシスによる心筋障害の一例

豊橋ハー トセンター循環器内科

○寺本智彦、木下順久、児玉淳子、佐藤公洋、牧内雅信、羽原真人、

藤田浩志、飯塚卓夫、堀崎孝松、田中延宜、那須賢哉、木村祐之、

山城荒平、江原真理子、上金悦夫、朝倉息子、寺島充康、松尾仁司、

松原徹夫、朝倉 靖、加藤 修、鈴木孝彦

24)岩 手県での心内膜心筋生検 2,500例の現状

岩手医科大学 内科学第二講座 ・附属循環器医療センターい、日高見中央クリニックの

○佐藤 衛 "、瀬川郁夫 か
、田代 敦 D、齋藤秀典 0、南 仁貴 )、

盛川宗孝 い、中村元行 つ
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鼎  談   9:52～ 11:45(う ち 10分 間の休憩を含む)

座長 :北 浦 泰 (大阪医科大学 第二内科)

廣江道昭 (国際医療センター 腎臓 ・循環器科)

「心筋疾患を語る」

岡田了三 (群馬パース大学付属研究所)

関口守衛 (ドイツ文化会館 赤坂関ロクリニック)

由谷親夫 〈岡山理科大学 理学部臨床生命科学科)

一般演題 (Ⅶ) 11:45～ 12:37

座長 :河 合祥雄 (順天堂大学 循環器内科)

岡部員典 (福岡県済生会福岡総合病院 循環器科)

25)劇症化 した1曼性心筋炎と考えられた一例

兵庫県立尼崎病院循環器内科 り、大阪医科大学附属病院循環器内科 "

○西 清人 の、谷口良司 り、西城さやか 1)、
山根啓一郎 い、

磯田 圭 1)、桑原康秀 1)、福原 怜 り、宮本忠司 1)、
佐藤幸人 1)、

藤原久義 t)、鷹津良樹 1)、寺崎文生 "

26)ミ コフェノール酸モフェチル とステロイ ドによる免疫抑制療法が有効作用 した慢性心筋炎の一例

東京女子医科大学東医療センター内科、病院病理科 )

○岡島清貴、布田仲一、下倉和修、関川昭彦、生沼幸子、久保 豊、

高杉絵美子、堀田典寛、渡辺尚彦、大塚邦明、相羽元彦 1)

27)実験的自己免疫性心筋炎に対するC CSFの効果

京都大学大学院医学研究科循環器内科学

○島田佳奈、三神 優、岡部孝明、藤田正俊、岸本千晴

28)Becker型筋ジス トロフィーの一例

東京女子医科大学循環器内科 )、病院病理科 °、第一病理 つ、第二病理 。

○金井佐恵子 1)°
、宇都健太 1)。

、河村俊治 め、西川俊郎 D、

小田秀明 °、笠貫 宏 い

閉会の辞    12:37～ 12:45
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