
会　　　期：2017年 11月 4日（土）・11月 5日（日）

会　　　場：栃木県総合文化センター
　　　　　　〒 320-8530　栃木県宇都宮市本町 1-8
　　　　　　TEL：028-643-1000　 FAX：028-643-1019

会　　　長：井上　晃男（獨協医科大学　心臓・血管内科　教授）
  
総会事務局 ：獨協医科大学　心臓・血管内科
　　　　　　豊田　　茂
　　　　　　〒 321-0293　栃木県下都賀郡壬生町北小林 880
　　　　　　E-mail：s-toyoda@dokkyomed.ac.jp　 
　　　　　　TEL：0282-87-2146 　FAX：0282-86-5633

テ　ー　マ：臨床生理学：地域医療への新展開

主なプログラム（予定）
■会長講演
　司会  ：野出　孝一（佐賀大学医学部　循環器内科）
　演者  ：井上　晃男（獨協医科大学　心臓・血管内科）

■特別企画 市民公開講座「万次郎から学ぶグローバル精神」
　司会  ：井上　晃男（獨協医科大学　心臓・血管内科）
　演者  ：今永　一成（社会医療法人原土井病院　顧問　福岡大学名誉教授）

■吉村招請講演
　（共催：フクダ電子株式会社）
　司会 ：三宅　良彦 （聖マリアンナ医科大学　循環器内科　副理事長）
　演者 ：鄭　　忠和 （和温療法研究所　所長／獨協医科大学　特任教授）

■ 特別講演
・特別講演 1　ランチョンセミナー
　（共催：第一三共株式会社）
　司会  ：坂本　長逸 （日本医科大学　名誉教授）
　演者  ：寺野　　彰 （学校法人獨協学園　理事長／獨協医科大学　名誉学長）
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・特別講演 2　ランチョンセミナー
　（共催：持田製薬株式会社）
　司会  ：鄭　　忠和 （和温療法研究所　所長／獨協医科大学　特任教授）
　演者  ：永井　良三 （自治医科大学　学長）

■ 心エコーハンズオンセミナー
　（共催：東芝メディカルシステムズ）
　講師  ：小林さゆき（獨協医科大学越谷病院　循環器内科　准教授）
　講師  ：戸出　浩之（群馬県立心臓血管センター　技術部検査指導官）
　講師  ：竹川　英宏（獨協医科大学神経内科脳卒中部門　准教授
　　　　　　　　　　 獨協医科大学病院超音波センター　センター長）

■ジャパンハートクラブ共催セッション
　（共催：特定非営利活動法人　ジャパンハートクラブ）
　司会：伊東　春樹（公益財団法人日本心臓血圧研究所振興会附属榊原記念病院　顧問）
　演者：大宮　一人（聖マリアンナ医科大学　客員教授）　
　演者：前田　知子（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　検査科）　
　演者；伊東　春樹（公益財団法人日本心臓血圧研究所振興会附属榊原記念病院　顧問）　
　
■コ・メディカルのための COPD／肺高血圧症セミナー
　（共催：グラクソスミスクライン）
　基調講演① 講師 ：巽　浩一郎 （千葉大学 医学部　呼吸器内科　教授）
　基調講演② 講師 ：天野　裕久 （獨協医科大学　心臓・血管内科　講師）

■学生・研修医・実地医家・コメディカルのための心電図講座
　（共催：日本光電工業株式会社，株式会社志成データム）
　司会：石光　俊彦（獨協医科大学　循環器・腎臓内科　教授）
　演者：小菅　雅美（横浜市立大学医学部市民総合医療センター心臓・血管センター
　　　　　　　　　　内科客員准教授）
　演者：村川　 祐二（帝京大学　溝口病院　第 4内科・中央検査部　教授）

■教育講演
・教育講演 1
　（共催：株式会社三和化学研究所）
　司会：野出　孝一（佐賀大学 医学部循環器内科　教授）
　演者：久留　一郎（鳥取大学大学院　医学系研究科　再生医療学　教授）

・教育講演 2
　司会：平石　秀幸（獨協医科大学　消化器内科　主任教授）
　演者：岩切　勝彦（日本医科大学　消化器内科学　教授）



・教育講演 3「日本臨床衛生検査技師会：認定心電技師認定更新のための研修会」
　司会：古川　泰司（帝京大学医学部　臨床検査医学）
　演者：富原　　健（帝京大学医学部付属病院）
　演者：山田　宣幸（三菱京都病院）

・教育講演 4
　（共催：サノフィ株式会社）
　司会：小林　欣夫（千葉大学大学院 医学研究院　循環器内科学　教授）
　演者：辻田　賢一（熊本大学大学院生命科学研究部循環器 内科学　教授・診療科長）

・教育講演 5
　（共催：田辺三菱製薬株式会社）
　司会：横手孝太郎（千葉大学大学院医学研究院　細胞治療内科学講座　教授）
　演者：森　　　豊（東京慈恵会医科大学附属第三病院　糖尿病・代謝・内分泌内科　教授）

・教育講演 6
　司会  ：冨山　博史（東京医科大学　循環器内科　教授）
　演者  ：東　　幸仁（広島大学原爆放射線医科学研究所　ゲノム障害医学研究センター　教授）

・教育講演 7
　（共催：大塚製薬株式会社）
　司会  ：明石　嘉浩（聖マリアンナ医科大学　循環器内科　教授）
　演者  ：猪又　孝元（北里大学北里研究所附属病院　循環器内科　教授）

・教育講演 8
　（共催：塩野義製薬株式会社）
　司会：平野　景太（足利赤十字病院　腎臓内科　部長）
　演者：長田　太助（自治医科大学　内科学講座　腎臓内科学部門　教授）

・教育講演 9
　（共催：アストラゼネカ株式会社）
　司会：百村　伸一（自治医科大学附属さいたま医療センター　センター長）
　演者：北風　政史（国立循環器病研究センター　臨床研究部長）

・教育講演10
　司会  ：巽　浩一郎（千葉大学 医学部　呼吸器内科学　教授）
　演者  ：金子　　猛（横浜市立大学大学院　医学研究科　呼吸器病学　主任教授）



・教育講演11
　（共催：バイエル薬品工業株式会社）
　司会：田口　　功（獨協医科大学越谷病院　循環器内科　主任教授）
　演者：村川　祐二（帝京大学医学部附属溝口病院　中央検査部　教授）

・教育講演12
　（共催：帝人在宅医療株式会社）
　司会：木村　　弘（日本医科大学大学院医学研究科肺循環・呼吸不全先端医療学　教授）
　演者：葛西　隆敏（順天堂大学大学院医学研究科心血管睡眠呼吸医学講座　准教授）

■シンポジウム
・シンポジウム 1「超高齢化社会：予防から在宅まで」
　司会：中島　敏明（獨協医科大学病院　ハートセンター　教授）
　司会：高瀬　凡平（防衛医科大学校病院　集中治療部　教授）
　演者：大荷　満生（杏林大学医学部　高齢医学）
　演者：道下　竜馬（産業医科大学　産業生態科学研究所　健康開発科学研究室）
　演者：東丸　貴信（東邦大学　名誉教授）
　演者：西村　昌雄（西村ハートクリニック　医院長）

・シンポジウム 2「機能性消化管疾患の新たな展開」
　司会：山本　貴嗣（帝京大学医学部　内科学講座　教授）
　司会：二神　生爾（日本医科大学武蔵小杉病院　消化器内科学　准教授）
　演者：瓜田　純久（東邦大学総合診療・救急医学講座）
　演者：飯田　　洋（横浜市立大学　医学教育学）
　演者：金澤　　素（東北大学　行動医学分野）
　演者：栗林　志行（群馬大学　消化器肝臓内科）
　演者：山脇　博士（日本医科大学　消化器内科学）

・シンポジウム 3
　司会：石井　芳樹（獨協医科大学　呼吸器・アレルギー内科　教授）

・シンポジウム 4（脈波関連演題を公募）
　司会：宮下　　洋（自治医科大学　健診センター　准教授）

・シンポジウム 5「循環器疾患予防の新展開：疫学から地域医療へ」
　司会：安　　隆則 （獨協医科大学日光医療センター　心臓・血管・腎臓内科　主任教授）
　司会：大塚　俊昭 （日本医科大学　衛生学公衆衛生学　准教授）
　演者：小橋　　元 （獨協医科大学医学部　公衆衛生学講座　教授）
　演者：梅本　富士 （自治医科大学附属さいたま医療センター  循環器内科）
　演者：浅山　　敬 （帝京大学医学部　衛生学公衆衛生学講座　准教授）
　演者：宮崎　哲郎 （順天堂大学医学部　循環器内科学）



・シンポジウム 6「地域包括ケア時代のアンメニットニーズと対策～心不全診療を中心に～」
　司会 ：柴　　信行（国際医療福祉大学病院　副院長）
　司会 ：甲谷　友幸（自治医科大学　循環器内科　講師）
　演者 ：坂田　泰彦（東北大学大学院　循環器内科学　准教授）
　演者 ：福田　浩二（国際医療福祉大学病院　循環器内科　准教授）
　演者 ：那須野尚久（獨協医科大学　心臓・血管内科　助教）
　演者 ：船山　　大（自治医科大学　循環器内科・心疾患治療部　准教授）
　演者 ：西澤　匡史（南三陸病院　副院長）

・シンポジウム 7「COPD（慢性閉塞性肺疾患）の全身併存症と肺合併症：病態と治療法，将来の展望」
　司会：原澤　　寛（獨協医科大学日光医療センター　病院長　呼吸器内科　教授）
　司会：木村　　弘（日本医科大学大学院医学研究科肺循環・呼吸不全先端医療学寄附講座　教授）
　演者：久保田　馨（日本医科大学大学院医学研究科　呼吸器内科学分野
　　　　　　　　　　日本医科大学付属病院 がん診療センター／呼吸器内科　教授）
　演者 ：田邊　信宏（千葉大学大学院先端肺高血圧症医療学講座　寄附講座 呼吸器内科学　教授）
　演者 ：吉川　雅則（奈良県立医科大学付属病院栄養管理部（内科学第二講座）教授）

・シンポジウム 8「これだけは押さえたい神経疾患における頭頸部超音波検査」
　（共催：ファイザー株式会社ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社）
　司会：竹川　英宏（獨協医科大学　神経内科（脳卒中部門）准教授／獨協医科大学病院
　　　　　　　　　　超音波センター）
　司会：藤本　　茂（自治医科大学医学部　内科学講座　神経内科学部門　教授）
　演者：松薗　構佑（自治医科大学医学部　内科学講座　神経内科学部門）
　演者：岡部　龍太（公立阿伎留医療センター　内科）
　演者：三村　秀毅（東京慈恵会医科大学　内科学講座　神経内科）
　演者 ：鈴木　圭輔（獨協医科大学　神経内科　准教授）

・シンポジウム 9「神経因性膀胱における排尿障害治療の地域医療連携
　～パーキンソン病における下部尿路機能障害診療ガイドラインを受けて～」
　（共催：日本新薬株式会社）
　司会：長谷川親太郎（国立病院機構栃木医療センター　院長）
　司会：山西　友典（獨協医科大学病院　排泄機能センター　主任教授）
　演者：榊原　隆次（東邦大学佐倉病院　神経内科）
　演者：山西　友典（獨協医科大学病院　排泄機能センター　主任教授）



■ワークショップ
・ワークショップ 1「肺高血圧症の臨床生理学的理解を目指して～基礎と臨床の両面から～」
　司会：笠松　紀雄（浜松医療センター　呼吸器センター長）
　演者：加藤　史照（浜松医療センター　呼吸器内科）
　演者：内藤　　亮（千葉大学医学部　呼吸器内科）
　演者：山本　慶子（千葉大学医学部　呼吸器内科）
　演者：天野　裕久（獨協医科大学　心臓・血管内科　講師）

・ワークショップ 2「サルコイドーシス」
　司会：矢崎　善一（佐久総合病院佐久医療センター　循環器内科　副院長兼循環器内科　部長）
　演者：江石　義信（東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　人体病理学分野　教授）
　演者：藤本　圭作（信州大学　医学部保健学科　生体情報検査学）
　演者：寺﨑　文生（大阪医科大学　医学教育センター　循環器内科　専門教授）

・ワークショップ 3「地域医療と漢方」
　司会：加藤　　徹（国立病院機構　栃木医療センター　臨床研究部　部長）
　司会：加藤　士郎（野木病院　副院長）
　演者：加藤　士郎（野木病院　副院長）
　演者：永島　隆秀（獨協医科大学　内科学（神経）講師）
　演者：濱口　眞輔（獨協医科大学医学部　麻酔科学講座　教授）
　演者：玉野　雅裕（協和中央病院　副院長，筑波大学附属病院　臨床教授）
　演者：岡村　麻子（つくばセントラル病院　産婦人科　部長／東邦大学薬学部　客員講師）

■ミニシンポジウム
・ミニシンポジウム 1　実地医家

・ミニシンポジウム 2　実地医家

・ミニシンポジウム 3　学生
　司会：勝田新一郎（福島県立医科大学 医学部　細胞統合生理学講座）

・ミニシンポジウム 4　コメディカル

・ミニシンポジウム 5　研修医
　司会：志水　太郎（獨協医科大学　総合診療科　診療部長／総合診療教育センター　センター長）

・ミニシンポジウム 6　コメディカル



●演 題 募 集：2017年 5月 25日（木）～ 7月 31日（月）正午まで

●登 録 方 法：下記 URLから入り，UMIN登録をお願いいたします．
　　　　　　　http://j-clinic-physiol.jp/54endai/54_endai/
　　　　　　　＜脈波関連の演題登録の際の注意＞
　　　　　　　講演形態の選択は，「（3）シンポジウム（旧：脈波解析研究会）」を「脈波関連演題」
　　　　　　　と読み替えてご応募いただきますようお願い申し上げます．
　　　　　　　昨年同様，脈波関連の演題を 1つに集約したシンポジウムでのご発表を予定して
　　　　　　　おります．

　運営事務局：第 54回日本臨床生理学会総会　運営事務局
　　　　　　　株式会社日本旅行 ECP営業部
　　　　　　　〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 3-18-19
　　　　　　　虎ノ門マリンビル 11階
　　　　　　　Tel：03-5402-6401　Fax：03-3437-3944
　　　　　　　E-mail: jscp54@nta.co.jp


