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������������������ 
 

第 1 日 5 月 28 日(金) �������������� 
 

 ������(5F) ��������(5F) 
8:55 ������  

9:00 ����� 9:00-10:00 
������� 

座長：佐藤 隆幸（高知大学）

10:00 ����� 10:00-11:00
�������� 

座長：松永 明（鹿児島大学）

11:00 

������� 9:00-12:00 
����������������

座長：外 須美夫（九州大学）

S1-1 ������������ 
 �� 良隆（九州大学） 

S1-2 ������������������

������������ 
 �本 ��（��大学） 

S1-3 ������������������ 
 �本 ��（��医科大学） 

S1-4 ����������(LVAS)�� 
 山� ��（����医科大学） 

S1-5 ������������ 
 � ��（大阪大学） 

����� 11:00-12:00
������������ 

座長：高木 都（奈良県立医科大学）

  12:00 
12:15 

 
���������� 12:15-13:15 
座長：大西 佳彦（国立循環器病研究センター）

日������� PDE���������  
 �� ��（��医科大学） 
 �� ��（イ�ス���ートセンター）

共催：エーザイ株式会社

���������� 12:15-13:15 
座長：小室 一成（大阪大学）

�������������� 
 石� ��（�西��病�） 
 �村 良�（大阪医�センター） 

共催：興和創薬株式会社

�� 13:15-13:45 

13:00 
13:15 

 
13:45  

14:00 ����� 14:00-15:00 
座長：畑埜 義雄（和歌山県立医科大学）

�����������������

����������� 
 ��木 �（国立循環器病研究センター）

15:00 ��������� 15:00-16:00 
座長：杉町 勝（国立循環器病研究センター）

��������������������� 
 �� �（日本メドトロニック） 

共催：日本メドトロニック株式会社

16:00 ��������� 16:00-17:00 
座長：上村 裕一（鹿児島大学）

���������������  
 �� ��（国立循環器病研究センター）
 �� ��（鹿児島大学） 
共催：丸石製薬株式会社、ホスピーラ・ジャパン株式会社

 



－ 9－

 
 

第 1 日 5 月 28 日(金) �������������� 
 

 ������(5F) ��������(5F) 
17:00 
 
 
18:00 

����� 17:00-18:00 
�������� 

座長：廣岡 良隆（九州大学）

����� 17:00-18:00 
��������� 

座長：重見 研司（福井大学）

 �����(6F) 
18:00 

 
 

20:00 

����� 18:00-20:00 
 

 

 

第 2 日 5 月 29 日(土) �������������� 
 

 ������(5F) ��������(5F) 
8:30  ����� 8:30-9:30 

����� 
座長：公文 啓二（近畿大学）9:00 

 
9:30 ����� 9:30-10:30 

����� 
座長：熊谷 裕生（防衛医科大学校）10:00 

 
10:30 

������� 9:30-11:30 
��������������� 

座長：砂川 賢二（九州大学）

S2-1 ������� 
 �� ���（��大学） 
S2-2 ��������������������
 �� ��（����研究�） 
S2-3 ��������������������
 �� �司（国立循環器病研究センター）
S2-4 ����������� 
 �� ��（��大学） 

����� 10:30-11:30 
����� 

座長：山崎 光章（富山大学）11:00 
 

11:30 

12:00 
 

12:30

����� 11:30-12:30 
座長：友池 仁暢（国立循環器病研究センター）

���������� 
 �� 隆�（近畿大学） 
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���������1 5 月 28 日(金) 12:15～13:15 ������(5F) � �  
�日������� PDE���������� 
PDE����� best practice� ～PDE�����日�����������～ 
����������� 
 �� �� （��医科大学 循環器内科） 

��������� 
 �� �� （イ�ス���ートセンター 麻酔科） 
座長： 大西 佳彦（国立循環器病研究センター 麻酔科） 

共催： エーザイ株式会社 
 

���������� 5 月 28 日(金) 12:15～13:15 ��������(5F) 
���������������� 
������������������������� 
 石� �� （�西��病院 循環器内科） 

����������� 
 �村 �� （国立病院�� 大阪医�センター 循環器内科） 
座長： 小室 一成 （大阪大学大学院 医学系研究科 循環器内科学） 

共催： 興和創薬株式会社 
 

�������� 1 5 月 28 日(金) 15:00～16:00 ������(5F) � �  
����������������������� 
�����������������～������������������� 
 �� � （日本メドトロニック CRDM ��部） 
座長： 杉町 勝 （国立循環器病研究センター研究所 循環動態制御部） 

共催： 日本メドトロニック株式会社 
 

��������� 5 月 28 日(金) 16:00～17:00 ������(5F) � �  
����������������� 
�������������� refractory shock ��������� 
��2����������������� 
 �� �� （国立循環器病研究センター研究所 循環動態制御部） 

������������������������� 
 �� �� （鹿児島大学病院 ����部） 
座長： 上村 裕一 （鹿児島大学医学部 麻酔・蘇生学） 

共催： 丸石製薬株式会社、ホスピーラ・ジャパン株式会社 

 

���� 1 5 月 28 日(金) 14:00～15:00 ������(5F)� � � �  
���������������������������� 
��� � （国立循環器病研究センター ����内科��） 

座長： 畑埜 義雄 （和歌山県立医科大学 麻酔科学） 
 

����� 5 月 29 日(土) 11:30～12:30 ������(5F)� � � �  
���������� 
�� �� （��大学医学� 循環器内科） 

座長： 友池 仁暢 （国立循環器病研究センター） 
 

������ 1 5 月 28 日(金) 9:00～12:00 ������(5F)� � � �  
���������������� 
座長： 外 須美夫 （九州大学 麻酔科） 

S1-1 ������������ 
 �� �� （九州大学病院 循環器内科） 

S1-2 ������������������������������ 
 �� �� （��大学医学� 麻酔科学） 

S1-3 ������������������ 
 �� �� （��医科大学 循環器内科） 

S1-4 ����������(LVAS)�� 
 山� �二 （����医科大学 ����外科） 

S1-5 ������������ 
 � �� （大�大学大学院 医学�研究科 ����外科） 
 

������� 5 月 29 日(土) 9:30～11:30 ������(5F)� � � �  
��������������� 
座長： 砂川 賢二 （九州大学大学院 医学研究院 循環器内科） 

S2-1 ����������� RCT �������� 
 �� ��� （��大学大学院 医学研究科 ����学） 

S2-2 ����������������������������������� 
 �� �� （����研究�） 

S2-3 �����������������������������������

�������������� 
 �� �� （国立循環器病研究センター研究� 循環�����） 

S2-4 ���������������������������� 
 �� �� （��大学大学院 医学�研究科 医���学） 
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���������1 5 月 28 日(金) 12:15～13:15 ������(5F) � �  
�日������� PDE���������� 
PDE����� best practice� ～PDE�����日�����������～ 
����������� 
 �� �� （��医科大学 循環器内科） 

��������� 
 �� �� （イ�ス���ートセンター 麻酔科） 
座長： 大西 佳彦（国立循環器病研究センター 麻酔科） 

共催： エーザイ株式会社 
 

���������� 5 月 28 日(金) 12:15～13:15 ��������(5F) 
���������������� 
������������������������� 
 石� �� （�西��病院 循環器内科） 

����������� 
 �村 �� （国立病院�� 大阪医�センター 循環器内科） 
座長： 小室 一成 （大阪大学大学院 医学系研究科 循環器内科学） 

共催： 興和創薬株式会社 
 

�������� 1 5 月 28 日(金) 15:00～16:00 ������(5F) � �  
����������������������� 
�����������������～������������������� 
 �� � （日本メドトロニック CRDM ��部） 
座長： 杉町 勝 （国立循環器病研究センター研究所 循環動態制御部） 

共催： 日本メドトロニック株式会社 
 

��������� 5 月 28 日(金) 16:00～17:00 ������(5F) � �  
����������������� 
�������������� refractory shock ��������� 
��2����������������� 
 �� �� （国立循環器病研究センター研究所 循環動態制御部） 

������������������������� 
 �� �� （鹿児島大学病院 ����部） 
座長： 上村 裕一 （鹿児島大学医学部 麻酔・蘇生学） 

共催： 丸石製薬株式会社、ホスピーラ・ジャパン株式会社 
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����� 5 月 28 日(金) 11:00～12:00 ��������(5F) 
������������ 
座長： 高木 都 （奈良県立医科大学医学部 生理学第二） 

3-1 ����������������������������� 

 �木 �� （��大学大学院 医学�学��部 ��科学�座） 

3-2 ������������������� Ca2+���������� Na+/H+���

（NHE-1����������� 
 �� �� （奈良県立医科大学 医学部 第二生理学�座） 

3-3 �����������������������������������

���������� 
 �� � （��大学��病院 ��部） 

3-4 Capsaicin ����������������� 
 �� �� （大��科大学 ����学���） 

3-5 GPGPU ���������������������� 
 �高 �� （�立循環器病��������� 循環����部） 

3-6 K+ channel ������� 
 高木 �� （大��科大学 ����学���） 

 
����� 5 月 28 日(金) 17:00～18:00 ������(5F)� � � �  

�������� 
座長： 廣岡 良隆 （九州大学病院 循環器内科） 

4-1 ����������� SNJ-1945 ��������������������

������������������� 

 �� �� （奈良県立医科大学 �部������科） 

4-2 �����������������������������������

����������� 
 � �� （�立循環器病��������� 循環����部） 

4-3 A New Intelligent Technique of Fluid Restriction in Small Animals 
 � � （高�大学医学部 循環��学） 

4-4 ��������������������������������������

��������� 
 �� � （長�大学病院 ��科） 

4-5 ������������������������������� 
 �� � （�立循環器病��������� 循環����部） 

4-6 ������������������ 
 �� �奈 （大��科大学 ����学���） 

 

�������������������� 
���� 

 

���� 1 5 月 28 日(金) 9:00～10:00 ��������(5F) 
����と�� 
座長： 佐藤 隆幸 （高知大学医学部 循環制御学） 

1-1 Capsaicin が�������������������������������  

 �藤 隆児 （大���大学 ����学���） 

1-2 ���������������������������� 
 �� �� （�生������ 循環���） 

1-3 Capsaicin が indomethacin �������������� 
 �� � （大���大学 ����学���） 

1-4 ��������������������������������

������������ 
 �� �� （��循環�������� ����部） 

1-5 LPS ����������������と capsaicin ��� 
 �� � （大���大学 ����学���） 

 
����� 5 月 28 日(金) 10:00～11:00 ��������(5F) 

�������� 
座長： 松永 明 （鹿児島大学医学部 麻酔・蘇生学） 

2-1 ������������������ NADPH ��������������

����� 

 �� �� （������� 麻酔�） 

2-2 ��������と����������������������������

���������� 
 �� � （��大学大学� 医学���� 麻酔・蘇生・����学） 

2-3 ��������������������� 
 長� �佐� （鹿児島大学医学部 麻酔・蘇生�） 

2-4 CCl4������������������� 
 高� �� （大���大学 ����学���） 

2-5 �������������������������������������

����� 
 �� �� （鹿児島大学�� ����部） 

2-6 Acetaminophen と CCl4���������� 
 �部 �� （大���大学 ����学���） 
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����� 5 月 28 日(金) 11:00～12:00 ��������(5F) 
������������ 
座長： 高木 都 （奈良県立医科大学医学部 生理学第二） 

3-1 ����������������������������� 

 �木 �� （��大学大学院 医学�学��部 ��科学�座） 

3-2 ������������������� Ca2+���������� Na+/H+���

（NHE-1����������� 
 �� �� （奈良県立医科大学 医学部 第二生理学�座） 

3-3 �����������������������������������

���������� 
 �� � （��大学��病院 ��部） 

3-4 Capsaicin ����������������� 
 �� �� （大��科大学 ����学���） 

3-5 GPGPU ���������������������� 
 �高 �� （�立循環器病��������� 循環����部） 

3-6 K+ channel ������� 
 高木 �� （大��科大学 ����学���） 

 
����� 5 月 28 日(金) 17:00～18:00 ������(5F)� � � �  

�������� 
座長： 廣岡 良隆 （九州大学病院 循環器内科） 

4-1 ����������� SNJ-1945 ��������������������

������������������� 

 �� �� （奈良県立医科大学 �部������科） 

4-2 �����������������������������������

����������� 
 � �� （�立循環器病��������� 循環����部） 

4-3 A New Intelligent Technique of Fluid Restriction in Small Animals 
 � � （高�大学医学部 循環��学） 

4-4 ��������������������������������������

��������� 
 �� � （長�大学病院 ��科） 

4-5 ������������������������������� 
 �� � （�立循環器病��������� 循環����部） 

4-6 ������������������ 
 �� �奈 （大��科大学 ����学���） 
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����� 5 月 29 日(土) 9:30～10:30 ��������(5F) 
����� 
座長： 熊谷 裕生 （防衛医科大学校 腎臓内科） 

7-1 �������������������������� 
 �� �� （���科大学 �科麻酔学�座） 

7-2 Effects of a non-central and non-neuronal acetylcholine synthesis 
system equipped for cardiomyocytes, as a molecular brake, on 
overshooting cardiac energy metabolism 

 �� �� （��大学医学部 ����学） 

7-3 ������������������������������������

���� 
 �� � （��大学 �������������） 

7-4 ���������������������������������

���������� 
 �� �� （��大学大学� 医学��� ���内科学） 

7-5 ������������������������������ 
 山� 裕� （��大学医学部 ���内科） 

7-6 ����������������������������������  
 �� �� （��大学大学� 医学��� ���内科学） 

 
����� 5 月 29 日(土) 10:30～11:30 ��������(5F) 

����� 
座長： 山崎 光章 （富山大学医学部 麻酔科） 

8-1 ������������������������� 20-HETE ��� 
 富� �� （大���生����� 麻酔科） 

8-2 �����������������(RVLM)���� Neuregulin-1/ErbB 
pathway ���������������������������� 

 �� �� （��大学大学� 医学��� ���内科学） 

8-3 �����������������������������(CVLM)���

����� 
 熊谷 裕生 （防衛医科大学校 腎臓内科） 

8-4 �������������������������� AngiotensinⅡ
��������������aminobutyric acid ���������� 

 �� �章 （��大学大学� 医学��� ���内科学） 

8-5 ������������������ PTX ��� G ����� PI3K/Akt ����

����� 
 山� �� （大�大学 医学部 麻酔科） 

8-6 ��������� Toll-like Receptor 4 ����������������

���������������� 
 � �� （��大学大学� 医学��� ���内科学） 

����� 5 月 28 日(金) 17:00～18:00 ��������(5F) 
������例�� 
座長： 重見 研司 （福井大学医学部 麻酔・蘇生学） 

5-1 CPAP ��������������������������� 1 例 

 � �� （����医�大学 �����） 

5-2 �����������������������例 
 ��� �� （��大学医学部��病院 麻酔�） 

5-3 �����������������������������������

��(���) 
 �� � （����医�大学 �����） 

5-4 HOCM ������������ FloTrac/Vigileo �������������例  
 �� �� （���大学医学部�学部��病院 麻酔蘇生学��） 

5-5 ������������������������������� 
 �� �� （����医�大学 ������） 

5-6 ���������������� 1 ���������� 
 �� �� （��������センター ������） 

 
����� 5 月 29 日(土) 8:30～9:30 ��������(5F) 

����� 
座長： 公文 啓二 （近畿大学医学部 奈良病院 救命救急センター） 

6-1 ���������������������� 

 �� �� （�����病研�センター研�� ������部） 

6-2 ������������������ 
 � �� （福井大学医学部 麻酔蘇生�） 

6-3 ������������������������������������

���������������� 
 �� �� （��大学医学部 �����） 

6-4 ������������������������(ScvO2)������� 
 �� � （福井大学医学部��病院） 

6-5 �����������������������������������

����� 
 �� �� （��大学病院 麻酔�蘇生�） 

6-6 Poor Blood Pressure Response to Exercise Predicts Adverse 
Prognosis in Patients with Non-Ischemic but not Ischemic 
Cardiomyopathy 

 �� �� （�����病研�センター研�� ������部） 
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����� 5 月 29 日(土) 9:30～10:30 ��������(5F) 
����� 
座長： 熊谷 裕生 （防衛医科大学校 腎臓内科） 

7-1 �������������������������� 
 �� �� （���科大学 �科麻酔学�座） 

7-2 Effects of a non-central and non-neuronal acetylcholine synthesis 
system equipped for cardiomyocytes, as a molecular brake, on 
overshooting cardiac energy metabolism 

 �� �� （��大学医学部 ����学） 

7-3 ������������������������������������

���� 
 �� � （��大学 �������������） 

7-4 ���������������������������������

���������� 
 �� �� （��大学大学� 医学��� ���内科学） 

7-5 ������������������������������ 
 山� 裕� （��大学医学部 ���内科） 

7-6 ����������������������������������  
 �� �� （��大学大学� 医学��� ���内科学） 

 
����� 5 月 29 日(土) 10:30～11:30 ��������(5F) 

����� 
座長： 山崎 光章 （富山大学医学部 麻酔科） 

8-1 ������������������������� 20-HETE ��� 
 富� �� （大���生����� 麻酔科） 

8-2 �����������������(RVLM)���� Neuregulin-1/ErbB 
pathway ���������������������������� 

 �� �� （��大学大学� 医学��� ���内科学） 

8-3 �����������������������������(CVLM)���

����� 
 熊谷 裕生 （防衛医科大学校 腎臓内科） 

8-4 �������������������������� AngiotensinⅡ
��������������aminobutyric acid ���������� 

 �� �章 （��大学大学� 医学��� ���内科学） 

8-5 ������������������ PTX ��� G ����� PI3K/Akt ����

����� 
 山� �� （大�大学 医学部 麻酔科） 

8-6 ��������� Toll-like Receptor 4 ����������������

���������������� 
 � �� （��大学大学� 医学��� ���内科学） 


