順天堂大学浦安病院 ハートセンターフォーラム開催履歴（～2017年7月現在）
日時
第１回
第2回
第3回
第4回

2009年6月11日(木)
2009年10月28日(水)
2010年1月27日(水)
2010年6月30日(水)

第5回

2010年11月24日(水)

第6回

2011年3月2日(水)

第7回
第8回
第9回

テーマ

2011年7月12日(火)
2012年1月31日(火)
2012年5月29日(火)

心原性脳梗塞を防ぐ
CKDに対する治療を考える

第10回 2012年11月20日(火)

心房細動に対する治療を考える

第11回 2013年4月23日(火)

動脈硬化性疾患治療の最前線

第12回 2013年9月24日(火)

心血管病リスク再考

第13回 2014年4月15日(火)

心不全

第14回 2014年5月27日(火)

重症心不全

第15回 2014年10月21日(火)

虚血性心疾患・大動脈瘤

第16回 2015年3月24日(火)

心不全治療の最前線

第17回 2015年6月30日(火)

高血圧治療の最前線

第18回 2015年12月1日(火)

失神

第19回 2016年5月14日(火)
第20回 2016年10月4日(火)
第21回 2017年3月28日(火)
第22回 2017年7月4日(火)

動脈硬化性疾患治療の最前線

講演

演題

演者

講演1

冠動脈バイパス術

順天堂大学医学部附属浦安病院ハートセンター心臓血管外科 准教授 岩村 弘志 先生

講演2

急性肺血栓塞栓症の臨床

順天堂大学医学部附属浦安病院ハートセンター循環器内科 助教 一瀬 哲夫 先生

講演1

小さな窓から広がる可能性 ― 低侵襲心臓手術

順天堂大学医学部附属浦安病院ハートセンター心臓血管外科 准教授 森田 照正 先生

講演2

心不全治療の最前線 ― 日常診療で知っておきたいこと

順天堂大学医学部附属浦安病院ハートセンター循環器内科 先任准教授 加藤 洋一 先生

講演1

冠動脈治療：An update

順天堂大学医学部附属浦安病院ハートセンター心臓血管外科 助教 梶本 完 先生

講演2

日常診療のための不整脈のみかた

順天堂大学医学部附属浦安病院ハートセンター循環器内科 教授 中里 祐二 先生

講演1

睡眠時無呼吸症候群(SAS)と生活習慣病

日本橋循環器科クリニック 院長 岩間 義孝 先生

講演2

血管病変の外科的治療

順天堂大学医学部附属浦安病院 心臓血管外科 准教授 岩村 弘志 先生

講演1

冠動脈治療：新しいステントと抗血小板療法

順天堂大学医学部附属浦安病院 循環器内科 准教授 大井川 哲也 先生

講演2

薬物治療に抵抗性の難治性・致死性不整脈に対する
新たな治療戦略としてのカテーテルアブレーションの役割

順天堂大学医学部附属浦安病院 循環器内科 准教授 円城寺 由久 先生

講演1

心臓血管外科領域におけるスタチンの有用性

順天堂大学医学部附属浦安病院 心臓血管外科 助教 梶本 完 先生

講演2

失神の診断へのアプローチ

順天堂大学医学部附属練馬病院 循環器内科 教授 住吉 正孝 先生

講演1

特発性心室細動の臨床

順天堂大学医学部附属浦安病院 循環器内科 准教授 円城寺 由久 先生

講演2

順天堂大学浦安病院におけるCPAの現状と課題

順天堂大学医学部附属浦安病院 救急診療科 先任准教授 松田 繁 先生

講演1

心房細動治療の最前線

順天堂大学医学部附属浦安病院 循環器内科 助教 山瀬 美紀 先生

講演2

心原性脳梗塞の診断・治療のトピックス

順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科 教授 卜部 貴夫 先生

講演1

冠動脈疾患治療におけるCKDの重要性

順天堂大学医学部附属浦安病院 循環器内科 助教 横山 健 先生

講演2

CKD・MBD・CVD

順天堂大学医学部附属浦安病院 腎臓内科 先任准教授 林野 久紀 先生

講演1

心房細動薬物治療 ― 抗凝固の重要性―

順天堂大学医学部附属浦安病院 循環器内科 准教授 戸叶 隆司 先生

講演1

PADの診断と治療

順天堂大学医学部附属浦安病院 循環器内科 助教 柳沼 憲志 先生

講演2

大動脈瘤に対するステントグラフ治療の最前線

順天堂大学医学部附属浦安病院 心臓血管外科 大石 淳美 先生

特別講演

大血管症の進展・発症予防のための糖尿病治療戦略

順天堂大学医学部附属浦安病院 糖尿病・内分泌内科 准教授 小谷野 肇 先生

講演1

心不全と貧血

順天堂大学医学部附属浦安病院 循環器内科 助手 尾崎 大 先生

講演2

虚血性心筋症の外科治療

順天堂大学医学部附属浦安病院 心臓血管外科 准教授 山本 平 先生

講演1

ガイドラインに準じた心不全治療

順天堂大学医学部附属浦安病院 循環器内科 助手 和田 剛 先生

講演2

ステージD心不全治療の新しい展開

東京大学大学院 医学系研究科 重症心不全治療開発講座 特任教授 絹川 弘一郎 先生

講演1

虚血性心疾患に対する薬物療法

順天堂大学医学部附属浦安病院 循環器内科 助手 磯貝 浩之 先生

講演2

腹部大動脈瘤に対するステントグラフ内挿術～当科での取り組み～

順天堂大学医学部附属浦安病院 心臓血管外科 助教 横山 泰孝 先生

講演1

心不全治療におけるβブロッカーの必要性と、今後の治療について

越谷市立病院 循環器科 副科部長 高木 篤俊 先生

講演2

低左心機能症例の冠動脈バイパス術

順天堂大学医学部附属浦安病院 心臓血管外科 先任准教授 稲葉 博隆 先生

講演1

腎疾患と高血圧

順天堂大学医学部附属浦安病院 腎・高血圧内科 助教 毎熊 政行 先生

講演2

はかられる力と効く力

旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科学分野 教授 長谷部 直幸 先生

講演1

当院救急外来における失神患者の現状

順天堂大学医学部附属浦安病院 循環器内科 先任准教授 戸叶 隆司 先生

講演2

失神のリスク評価

昭和大学医学部 内科学講座 循環器内科学部門 教授 小林 洋一 先生

講演1

心エコーによる左室拡張能評価 ～ASE最新のリコメンデーション～

順天堂大学医学部附属浦安病院 循環器内科 助教 宮崎 彩記子 先生

講演2

心疾患と糖脂質代謝 ～カルディオメタボリックシンドロームとは～

順天堂大学医学部附属浦安病院 循環器内科 准教授 宮崎 哲朗 先生

講演1

大動脈瘤治療の最前線

順天堂大学医学部附属浦安病院 心臓血管外科 助教 大石 淳実 先生

講演2

脂質異常症治療はどうあるべきか ～包括的脂質管理の重要性～

神戸大学大学院医学研究科 地域社会医学・循環器内科学 特命教授 石田 達郎 先生

講演1

冠動脈疾患患者における長期予後と包括的リスク管理について

順天堂大学医学部附属浦安病院 循環器内科 助教 内藤 亮 先生

講演2

心血管イベント抑制に向けた脂質異常症対策～動脈硬化の新知見とω-3不飽和脂肪酸の薬理作用～

徳島大学大学院 医歯薬学研究部 循環器内科学 教授 佐田政隆 先生

講演1

当院における心房細動に対するクライオバルーンアブレーションの現状

順天堂大学医学部附属浦安病院 循環器内科 先任准教授 戸叶 隆司 先生

講演2

心房細動の最新の治療～エドキサバンの有用性とアブレーションの進歩～

福岡山王病院ハートリズムセンター長 国際医療福祉大学大学院教授熊谷浩一郎先生

