第 55 回日本臨床生理学会総会のご案内（第 4 報）
会

期：2018 年 11 月 3 日（土）・11 月 4 日（日）

会

場：電気ビル 共創館（みらいホール・カンファレンス）
〒 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通 2 丁目 1-82
TEL：0120-222-084

会

長：野出

FAX：092-781-0709

孝一（佐賀大学医学部循環器内科

教授）

総会事務局：佐賀大学医学部循環器内科
田中 敦史
〒 849-8501 佐賀県佐賀市鍋島 5 丁目 1 番 1 号
E-mail：tanakaa2@cc.saga-u.ac.jp
TEL：0952-34-2364 FAX：0952-34-2089
テ

ー

マ：診療に活かす最新の臨床生理学

参

加

費：正会員Ａ
正会員Ｂ（コメディカル）
非会員（医師および医学関連研究者）
非会員（コメディカル）
学部学生，研修医

10,000 円
2,000 円
10,000 円
2,000 円
無料

主なプログラム ( 予定 )
■特別講演
・特別講演 1『脳卒中の診断と治療』
演者：北園 孝成（九州大学大学院医学研究院
・特別講演 2『心不全を科学する』

病態機能内科学

演者：北風 政史（国立循環器病研究センター 臨床研究部
・特別講演 3『これからの臨床研究とデータベース基盤』
演者：川上 浩司（京都大学大学院医学研究科 教授）

教授）

部長）

・特別講演 4『データ駆動型医学研究の推進と課題』
座長：三宅 良彦（聖マリアンナ医科大学 名誉教授）
演者：中島 直樹（九州大学病院 メディカル・インフォメーションセンター
・特別講演 5『生活習慣病：木を診て森も診よう！』
演者：小川 佳宏（九州大学大学院医学研究院 病態制御内科
・特別講演 6『日本における循環器疾患のエビデンス』

教授）

教授）

演者：小川 久雄（国立研究開発法人国立循環器病研究センター 理事長）
・特別講演 7『マトリセルラータンパク質による炎症惹起機序とその臨床応用』
演者：出原 賢治（佐賀大学医学部分子生命科学講座分子医化学分野 教授）
・特別講演 8『生活習慣病としての胃食道逆流症：肥満症治療との比較』
演者：藤本

一眞（佐賀大学医学部消化器内科

教授）

■吉村招請講演『
“必要なものは変化力─ 長崎大学において”
』
座長：野出 孝一（佐賀大学医学部循環器内科 教授）
演者：河野
茂（国立大学法人 長崎大学 学長）
■教育講演
・教育講演 1『─心房細動治療の最前線─』（共催：バイエル薬品株式会社）
座長：百村 伸一（自治医科大学附属さいたま医療センター循環器内科 センター長・教授）
演者：山口

尊則（佐賀大学医学部循環器内科

特任教授）

・教育講演 2『循環器疾患から見たSAS診療の最近の動向』
演者：安藤 眞一（九州大学病院睡眠時無呼吸センター センター長）
・教育講演 3『初心者のためのエコーセミナー』
座長：小林さゆき（獨協医科大学埼玉医療センター 循環器内科
梅木 俊晴（佐賀大学病院 検査部）
秋吉 妙美（佐賀大学病院 ハートセンター）
演者：秋吉 妙美（佐賀大学病院 ハートセンター）
秋吉 重康（佐賀大学医学部 循環器内科）
梅木 俊晴（佐賀大学病院 検査部）
松本 康惠（佐賀大学医学部附属病院 検査部）
・教育講演 4『ABPM と脳卒中・認知症』
演者：藥師寺祐介（佐賀大学医学部内科学講座脳神経内科

准教授）

講師）

・教育講演 5
演者：吉村

力（福岡大学医学部呼吸睡眠医学講座

講師）

・教育講演 6
座長：加藤 士郎（野木病院 副院長）
『総合診療における漢方の有用性について』
演者：貝沼茂三郎（九州大学大学院医学研究院地域医療教育ユニット
『高齢者診療における漢方の有用性』
加藤

士郎（野木病院

副院長）

准教授）

■コメディカルのためのCOPDセミナー
座長：井上 博雅（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科呼吸器内科学

教授）

松元幸一郎（九州大学大学院医学研究院呼吸器内科学分野 准教授）
演者：古藤
洋（公立学校共済組合 九州中央病院呼吸器内科部長）
甲斐
足立

克也（九州大学病院 検査部）
仁志（国立病院機構西別府病院

下川

満美（独立行政法人国立病院機構福岡病院）

リハビリテーション科）

■血管機能検査Up to date
座長：冨山

博史（東京医科大学病院

井上
演者：田中
丸橋

晃男（獨協医科大学 心臓・血管内科 教授）
敦史（佐賀大学医学部 循環器内科 特任講師）
達也（広島大学大学病院 循環器内科 助教）

松澤
甲谷
冨山

循環器内科

教授）

泰志（横浜市立大学附属市民総合医療センター 講師）
友幸（自治医科大学 内科学講座 循環器内科学部門 講師）
博史（東京医科大学病院 循環器内科 教授）

■脈波シンポジウム『脈波解析の基礎～応用』
座長：宮下
洋（自治医科大学健診センター センター長・准教授）
小谷英太郎（日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科 部長）
演者：櫃本 孝志（ひつもと内科循環器科医院 院長）
大塚 俊昭（日本医科大学大学院医学研究科 衛生学公衆衛生学 准教授）
高橋 真生（東邦大学医療センター佐倉病院 内科学講座循環器分野 講師）
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 准教授）
井上 典子（安田女子大学家政学部管理栄養学科 教授）
■ジャパンハートクラブ共催セッション『心肺運動負荷試験の理論と実際
『CPX の理論』
大宮 一人（聖マリアンナ医科大学循環器内科 客員教授）
『CPX の主な指標』
岡
岳文（津山中央病院

循環器内科

入門編』

院長補佐）

『CPX の実践法』
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
『CPX のライブデモンストレーション』
岡

岳文（津山中央病院

■ランチョンセミナー

循環器内科

院長補佐）

副技師長）

■シンポジウム
・シンポジウム 1『循環器

心房細動』

座長：吉岡公一郎（東海大学医学部内科学系循環器内科 教授）
高瀬 凡平（防衛医科大学校 集中治療部 集中診療部長）
演者：野上
原田
橋本
松本

昭彦（筑波大学医学医療系循環器不整脈学
智雄（聖マリアンナ医科大学 循環器内科

教授）
病院教授）

賢一（防衛医科大学校 集中治療部 講師）
直樹（聖マリアンナ医科大学 薬理学講座 教授）

・シンポジウム 2『機能性消化管疾患―本邦の現状と最近の進歩―』
座長：山本 貴嗣（帝京大学医学部 内科学講座 教授）
二神 生爾（日本医科大学消化器内科 教授，日本医科大学武蔵小杉病院
部長）
基調講演：二神

消化器内科

生爾（日本医科大学消化器内科 教授，日本医科大学武蔵小杉病院 消化器内
科 部長）
演者：泉 健太郎（順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科 助教）
飯田
洋（横浜市立大学医学部・医学教育学 講師）
小森 圭司（九州大学大学院医学研究院病態制御内科学 助教）
竹下 枝里（佐賀大学医学部消化器内科）
山脇 博士（日本医科大学武蔵小杉病院 助教）
・シンポジウム 3『COPD診療Up to date』
座長：松瀬 厚人（東邦大学医療センター大橋病院 呼吸器内科 教授）
古藤
洋（公立学校共済組合 九州中央病院 呼吸器内科部長）
演者：長坂 行雄（洛和会音羽病院 呼吸器センター 所長）
高橋浩一郎（佐賀大学医学部附属病院 呼吸器内科 講師）
池田
深堀

聡司（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
範（島原病院 医局長・医長）

・シンポジウム 4『最新の消化器検査Up to date』
座長：原田 直彦（国立病院機構九州医療センター
太田
演者：井上
塩飽
吉田

循環器内科学

講師）

光学診療部長）

秀樹（医の森クリニック浅草橋 健診センター長）
修志（独立行政法人国立病院機構高知病院 統括診療部長）
洋生（福岡大学消化器外科 助教）
仁（昭和大学医学部内科学講座

消化器内科学部門

教授）

・シンポジウム 5『最新の呼吸器検査Up to date』
座長：迎
寛（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

呼吸器内科学分野（第二内科）教授）

渡辺憲太朗（福岡大学医学部総合医学研究センター 教授）
演者：矢寺 和博（産業医科大学医学部呼吸器内科学 教授）
荒金
下田
石井

尚子（佐賀大学医学部付属病院 呼吸器内科
照文（サン・レモリハビリ病院）
寛（福岡大学病院

呼吸器内科

診療教授）

診療教授）

・シンポジウム 6『遠隔医療への期待』
座長：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）

田口
演者：琴岡
宮下

功（獨協医科大学埼玉医療センター 循環器内科 教授）
憲彦（佐賀大学医学部先進心不全医療学講座 准教授）
亮一（昭和大学医学部 麻酔科学講座 講師）

松本

万夫（埼玉医科大学国際医療センター心臓内科 教授，公益社団法人東松山医師
会東松山医師会病院 病院長）
櫻井
滋（岩手医科大学医学部 睡眠医療学科 教授）
脇
嘉代（東京大学大学院医学系研究科 健康空間情報学講座 特任准教授）
吉村 健佑（千葉大学医学部附属病院 病院経営管理学研究センター 特任講師，国立
保健医療科学院 保健医療経済評価研究センター 客員研究員）
・シンポジウム 7『神経領域における臨床生理研究を語る』
座長：白石
眞（聖マリアンナ医科大学 神経内科 講師）
鈴木 圭輔（獨協医科大学神経内科 准教授）
演者：鈴木 圭輔（獨協医科大学神経内科 准教授）
永田栄一郎（東海大学医学部内科学系 神経内科 教授）
三上 恭平（医療法人社団神天会 登戸内科・脳神経クリニック リハビリテーション科
科長）
今井
昇（静岡赤十字病院 神経内科 部長）
秋山 久尚（聖マリアンナ医科大学 脳神経内科

准教授）

・シンポジウム 8『Onco-Cardiologyを識る』
座長：前村 浩二（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学
豊田
茂（獨協医科大学 心臓・血管内科 准教授）
演者：末田
池田
明石
伊波

大輔（熊本大学医学部附属病院 循環器内科 特任助教）
聡司（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学
嘉浩（聖マリアンナ医科大学 循環器内科 教授）
秀（獨協医科大学 心臓・血管内科 講師）

教授）

講師）

・シンポジウム 9『心不全のフレイル・サルコペニアの改善方策』
座長：山田 純生（名古屋大学大学院医学系研究科（保健学） 教授）
中島
演者：山田
中島
鄭

敏明（獨協医科大学 ハートセンター 教授）
純生（名古屋大学大学院医学系研究科（保健学） 教授）
敏明（獨協医科大学 ハートセンター
忠和（和温療法研究所 所長）

教授）

下村 吉治（名古屋大学大学院生命農学研究科
岩津弘太郎（国家公務員共済組合枚方公済病院

教授・副研究科長）
リハビリテーション科）

・シンポジウム 10『Anti-Agingと運動』
座長：今永
大島
演者：大島

一成（社会医療法人原土井病院 臨床検査科
茂（群馬県立心臓血管センター 顧問）
茂（群馬県立心臓血管センター 顧問）

顧問，福岡大学名誉教授）

小野

悠介（長崎大学歯学部硬組織疾患基盤研究センター筋骨格分子生物学研究グループ
准教授）
今永 一成（社会医療法人原土井病院 臨床検査科 顧問，福岡大学名誉教授）
安達
仁（群馬県立心臓血管センター 副院長）
道下 竜馬（福岡大学スポーツ科学部 運動生理学研究室 准教授）
・シンポジウム 11『睡眠呼吸障害の PAP 療法の多様性』
座長：吉村
力（福岡大学医学部衛生・公衆衛生学講座 准教授）
山内 基雄（奈良県立医科大学 呼吸器内科学講座 准教授）
演者：西島 嗣生（岩手医科大学 睡眠医療学科 准教授）
吉村
力（福岡大学医学部衛生・公衆衛生学講座 准教授）
寺田 二郎（千葉大学医学部附属病院 呼吸器内科 講師）
藤田 幸男（奈良県立医科大学 呼吸器内科学講座 助教）
■一般演題
●演題募集：2018 年 4 月 3 日（火）～ 8 月 13 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/55endai/55endai/
※公募にて脈波シンポジウムをご希望される方はカテゴリ『
（13）脈波シンポジウム』
をお選びください。
運営事務局：第 55 回日本臨床生理学会総会 運営事務局
株式会社コンベンションリンケージ内
E-mail：jscp55@c-linkage.co.jp
TEL：092-437-4188 FAX：092-437-4182

