
会場名 会場① 会場② 会場③

場所・部屋名
3 階 3 階 2 階

エリザベート ユージェニー ヴィクトリア
10:00 開会式

教育講演①
10:10-10:40 特別企画

10:10-11:00
シンポジウム
10:10-11:00

教育講演②
10:50-11:2011:00

医学倫理教育セミナー
11:10-12:00

スポンサードシンポジウム
11:10-12:00

教育講演③
11:20-11:50

12:00

ランチョンセミナー1
12:10-13:10

ランチョンセミナー 2
12:10-13:10

13:00

教育講演④
13:20-13:50

教育講演⑦
13:20-13:50 受付

13:30-14:00
教育講演⑤

13:50-14:20
教育講演⑧

13:50-14:2014:00

市民公開講座
14:00-16:00

教育講演⑥
14:20-14:50

教育講演⑨
14:20-14:50

15:00 コーヒーブレイクセミナー
15:00-15:30

教育講演⑩
15:00-15:30

診療ガイド 2023 年版
15:30-16:00

16:00 閉会式

・管理栄養士セミナー ：循環器病予防療養指導士単位カリキュラム B4【1 単位】  
・循環器病予防療養指導士単位認定セミナー1 ： カリキュラム C1 【 1 単位】
・循環器病予防療養指導士単位認定セミナー2 ： カリキュラム A6【 3 単位】

　オンデマンド配信のみ

スケジュール《現地開催＋オンデマンド配信》



プログラム

10:00～10:10 【 開会式 】

プログラム

第 1 会場

10:10～10:40 【 教育講演① 】

血管病理からみた動脈硬化
座長：畠山 金太（国立研究開発法人 国立循環器病研究センター）

演者：羽尾 裕之（日本大学医学部 病態病理学系 人体病理学分野）

11:20～11:50 【 教育講演③ 】

動脈硬化画像診断の進歩
座長：曽根 博仁（新潟大学大学院医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝内科学分野）

演者：辻田 賢一（熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学講座）

10:50～11:20 【 教育講演② 】

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022 年版の概要と
今後の課題について

座長：梶波 康二（金沢医科大学 循環器内科学）

演者：岡村 智教（慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学）

13:20～13:50【 教育講演④ 】

日常診療における血管機能のみかた、考え方
座長：冨山 博史（東京医科大学 循環器内科学分野）

演者：島袋 充生（福島県立医科大学 糖尿病内分泌代謝内科学講座）

12:10～13:10 【 ランチョンセミナー1 】

1. 動脈硬化とトリグリセライドの関係を知る
演者：八木 秀介（徳島大学病院 /四国中央病院 循環器内科）

動脈硬化とトリグリセライドの関係を知る・考える
座長：宮田 昌明（鹿児島大学医学部保健学科 地域包括看護学講座）

2. 動脈硬化性疾患予防ガイドラインの改正からみた
　これからのトリグリセライド管理の重要性

演者：吉田 雅幸（東京医科歯科大学大学院 先進倫理医科学分野）

13:50～14:20 【 教育講演⑤ 】

家族性高コレステロール血症診療の実際
座長：斯波 真理子（大阪医科薬科大学 循環器センター）

演者：川尻 剛照（加賀市医療センター 診療部）

14:20～14:50 【 教育講演⑥ 】

動脈硬化残余リスクにおける炎症の意義: Residual inflammatory riskとは
座長：池脇 克則（防衛医科大学校 神経・抗加齢血管内科）

演者：岩田 洋（順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学講座）

15:00～15:30【 コーヒーブレイクセミナー 】

動脈硬化性疾患ハイリスク因子としてのNAFLD/NASH
～NAFLD/NASHに合併した糖尿病・脂質異常症にどうアプローチするか～

座長：島野 仁（筑波大学医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科）

演者：小関 正博（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学）

｜ 3 階 エリザベート ｜

15:30～16:00【 診療ガイド2023年版 】

脂質異常症診療ガイド2023 年版の概要
座長：吉田 博（東京慈恵会医科大学附属柏病院）
演長：塚本 和久（帝京大学医学部 内科学講座）

16:00～16:10 【 閉会式 】



プログラム

10:00～10:10 【 開会式 】

プログラム

第 1 会場

10:10～10:40 【 教育講演① 】

血管病理からみた動脈硬化
座長：畠山 金太（国立研究開発法人 国立循環器病研究センター）

演者：羽尾 裕之（日本大学医学部 病態病理学系 人体病理学分野）

11:20～11:50 【 教育講演③ 】

動脈硬化画像診断の進歩
座長：曽根 博仁（新潟大学大学院医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝内科学分野）

演者：辻田 賢一（熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学講座）

10:50～11:20 【 教育講演② 】

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022 年版の概要と
今後の課題について

座長：梶波 康二（金沢医科大学 循環器内科学）

演者：岡村 智教（慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学）

13:20～13:50【 教育講演④ 】

日常診療における血管機能のみかた、考え方
座長：冨山 博史（東京医科大学 循環器内科学分野）

演者：島袋 充生（福島県立医科大学 糖尿病内分泌代謝内科学講座）

12:10～13:10 【 ランチョンセミナー1 】

1. 動脈硬化とトリグリセライドの関係を知る
演者：八木 秀介（徳島大学病院 /四国中央病院 循環器内科）

動脈硬化とトリグリセライドの関係を知る・考える
座長：宮田 昌明（鹿児島大学医学部保健学科 地域包括看護学講座）

2. 動脈硬化性疾患予防ガイドラインの改正からみた
　これからのトリグリセライド管理の重要性

演者：吉田 雅幸（東京医科歯科大学大学院 先進倫理医科学分野）

13:50～14:20 【 教育講演⑤ 】

家族性高コレステロール血症診療の実際
座長：斯波 真理子（大阪医科薬科大学 循環器センター）

演者：川尻 剛照（加賀市医療センター 診療部）

14:20～14:50 【 教育講演⑥ 】

動脈硬化残余リスクにおける炎症の意義: Residual inflammatory riskとは
座長：池脇 克則（防衛医科大学校 神経・抗加齢血管内科）

演者：岩田 洋（順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学講座）

15:00～15:30【 コーヒーブレイクセミナー 】

動脈硬化性疾患ハイリスク因子としてのNAFLD/NASH
～NAFLD/NASHに合併した糖尿病・脂質異常症にどうアプローチするか～

座長：島野 仁（筑波大学医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科）

演者：小関 正博（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学）

｜ 3 階 エリザベート ｜

15:30～16:00【 診療ガイド2023年版 】

脂質異常症診療ガイド2023 年版の概要
座長：吉田 博（東京慈恵会医科大学附属柏病院）
演長：塚本 和久（帝京大学医学部 内科学講座）

16:00～16:10 【 閉会式 】



プログラム

10:10～11:00 【 特別企画 】

健康寿命を延ばすため、血管を守るために出来ること
座長：横手 幸太郎（千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学）

演者：野出 孝一（佐賀大学医学部 循環器内科）

プログラム

第 2 会場

13:20～13:50【 教育講演⑦ 】

超高齢者に対する動脈硬化治療の考え方
座長：吉田 博（東京慈恵会医科大学附属柏病院）
演者：荒井 秀典（国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター）

11:10～12:00 【 医学倫理教育セミナー 】

ジレンマに向き合う～臨床倫理のススメ～
座長：南野 哲男（香川大学医学部 循環器・腎臓・脳卒中内科学）

演者：荒神 裕之（山梨大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部）

13:50～14:20 【 教育講演⑧ 】

糖尿病患者に対する包括的リスク管理
座長：土屋 恭一郎（山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 内科学講座糖尿病・内分泌内科学教室）

演者：矢作 直也（筑波大学 医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科）

14:20～14:50 【 教育講演⑨ 】

動脈硬化と大動脈疾患
座長：浅田 祐士郎（宮崎市郡医師会病院・病理診断科）
演者：中島 博之（山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 外科学講座第 2教室）

15:00～15:30【 教育講演⑩ 】

ここまでわかる眼底から見た脳循環器疾患の発症リスク
座長：木庭 新治（昭和大学医学部 内科学講座 循環器内科学部門）

演者：柏木 賢治（山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 眼科学講座）

｜ 3 階 ユージェニー ｜



プログラム

10:10～11:00 【 特別企画 】

健康寿命を延ばすため、血管を守るために出来ること
座長：横手 幸太郎（千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学）

演者：野出 孝一（佐賀大学医学部 循環器内科）

プログラム

第 2 会場

13:20～13:50【 教育講演⑦ 】

超高齢者に対する動脈硬化治療の考え方
座長：吉田 博（東京慈恵会医科大学附属柏病院）
演者：荒井 秀典（国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター）

11:10～12:00 【 医学倫理教育セミナー 】

ジレンマに向き合う～臨床倫理のススメ～
座長：南野 哲男（香川大学医学部 循環器・腎臓・脳卒中内科学）

演者：荒神 裕之（山梨大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部）

13:50～14:20 【 教育講演⑧ 】

糖尿病患者に対する包括的リスク管理
座長：土屋 恭一郎（山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 内科学講座糖尿病・内分泌内科学教室）

演者：矢作 直也（筑波大学 医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科）

14:20～14:50 【 教育講演⑨ 】

動脈硬化と大動脈疾患
座長：浅田 祐士郎（宮崎市郡医師会病院・病理診断科）
演者：中島 博之（山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 外科学講座第 2教室）

15:00～15:30【 教育講演⑩ 】

ここまでわかる眼底から見た脳循環器疾患の発症リスク
座長：木庭 新治（昭和大学医学部 内科学講座 循環器内科学部門）

演者：柏木 賢治（山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 眼科学講座）

｜ 3 階 ユージェニー ｜



プログラム プログラム

第 3 会場

14:00～16:00【 市民公開講座 】

座長：星野 和實（甲府市医師会 会長）

座長：露口 直彦（甲府城南病院 理事長）

｜ 2 階 ヴィクトリア｜

オンデマンド（事前収録）

10:10～11:00 【 シンポジウム 】

大動脈自然破綻プラークからの末梢臓器障害：
血流維持型汎用血管内視鏡からの考察

大動脈原性脳塞栓症の病態・診断・治療

演者：小松 誠（大阪暁明館病院 心臓血管病センター）

座長：佐藤 明（山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 内科学講座循環器内科学教室）

演者：上野 祐司（山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 内科学講座神経内科学教室）

健康寿命を延ばすための動脈硬化予防と治療
演者：山縣 然太朗（山梨大学大学院総合研究部 医学域 基礎医学系 社会医学講座）

糖尿病と動脈硬化の深い関係
演者：土屋 恭一郎（山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 内科学講座糖尿病・内分泌内科学教室）

心臓病を治療する！動脈硬化と心臓発作
演者：佐藤 明（山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 内科学講座循環器内科学教室）

高血圧・脂質異常症管理計画とリスク評価
演者：宮田 昌明（鹿児島大学医学部保健学科 地域包括看護学講座）

オンデマンドのみ【 循環器病予防療養指導士単位認定セミナー】　

カリキュラムC1［１単位］

高血圧・脂質異常症・糖尿病（メタボリックシンドローム）の
指導に役立つエビデンス

演者：藤岡 由夫（神戸学院大学栄養学部栄養学科 臨床栄養学部門）

カリキュラムA6［３単位］

12:10～13:10 【 ランチョンセミナー2 】

2 型糖尿病を合併する慢性腎臓病の新しい治療標的 
座長：石橋 俊（自治医科大学 内科学講座 内分泌代謝学部門）

演者：山岸 昌一（昭和大学医学部 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科学部門）

11:10～12:00 【 スポンサードシンポジウム 】

正常な血管内皮機能はすこやかな長寿をもたらすか？
座長：中村 貴光（山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 内科学講座循環器内科学教室）

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再生医科学部門
  広島大学病院未来医療センター）



プログラム プログラム

第 3 会場

14:00～16:00【 市民公開講座 】

座長：星野 和實（甲府市医師会 会長）

座長：露口 直彦（甲府城南病院 理事長）

｜ 2 階 ヴィクトリア｜

オンデマンド（事前収録）
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大動脈自然破綻プラークからの末梢臓器障害：
血流維持型汎用血管内視鏡からの考察

大動脈原性脳塞栓症の病態・診断・治療

演者：小松 誠（大阪暁明館病院 心臓血管病センター）

座長：佐藤 明（山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 内科学講座循環器内科学教室）

演者：上野 祐司（山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 内科学講座神経内科学教室）

健康寿命を延ばすための動脈硬化予防と治療
演者：山縣 然太朗（山梨大学大学院総合研究部 医学域 基礎医学系 社会医学講座）

糖尿病と動脈硬化の深い関係
演者：土屋 恭一郎（山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 内科学講座糖尿病・内分泌内科学教室）

心臓病を治療する！動脈硬化と心臓発作
演者：佐藤 明（山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 内科学講座循環器内科学教室）

高血圧・脂質異常症管理計画とリスク評価
演者：宮田 昌明（鹿児島大学医学部保健学科 地域包括看護学講座）

オンデマンドのみ【 循環器病予防療養指導士単位認定セミナー】　
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プログラム

オンデマンド（事前収録）
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循環器病予防療養指導士単位カリキュラムB4［１単位］

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022 年版食事療法
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演者プロフィール

特別企画

健康寿命を延ばすため、血管を守るために出来ること
野出　孝一　　佐賀大学医学部 循環器内科

1988 佐賀医科大学卒業
1988 大阪大学病院第一内科医員 
1997 同 大学院修了
1997 ハーバード大学博士研究員
2002 大阪大学第一内科講師　
2002 佐賀大学循環器内科主任教授

2016 同 内科主任教授
2021 同 エスタブリッシュド・フェロー
2022 同 副病院長（経営企画担当）
2022 日本医療研究開発機構 (ＡＭＥＤ)プログラムオフィサー
2022 佐賀大学先進不整脈治療学教授

1

診療ガイド 2 02 3 年版

教育講演

脂質異常症診療ガイド2023 年版の概要
塚本　和久　　帝京大学医学部 内科学講座

1986.3 東京大学医学部医学科　卒業
1989.10 東京大学医学部附属病院 第一内科 医員
1992.12 東京大学医学部附属病院 第一内科 助手
1994.6 米国ペンシルバニア大学医学部 研究員
1997.9 東京大学医学部附属病院 第一内科 助手
1998.4 東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 助手
2007.5 東京大学大学院医学系研究科
 代謝・栄養病態学分野　講師

2010.12 福島県立医科大学 会津医療センター準備室　
 糖尿病・代謝・腎臓内科　教授
2013.5 福島県立医科大学 会津医療センター
 糖尿病・代謝・腎臓内科学講座 教授
2016.10 帝京大学医学部内科学講座教授
2018.4 帝京大学医学部内科学講座主任教授

1

血管病理からみた動脈硬化
羽尾　裕之　　日本大学医学部 病態病理学系 人体病理学分野

1990.３ 日本大学医学部卒業
1990.５ 駿河台日本大学病院　内科研修医
1992.５ 国立循環器病研究センター　臨床検査部病理　レジデント
1995.５ 駿河台日本大学病院循環器科　助手
1997.９ スイス・ジュネーブ州立ジュネーブ大学医学部　病理学教室　助手
2003.４ 国立循環器病研究センター　臨床検査部病理
2005.４ 兵庫医科大学　病院病理部　講師
2007.４ 同　准教授
2016.3 日本大学医学部　病態病理学系　人体病理学分野　主任教授
 現在に至る

1

PRO F I L E

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022 年版の概要と今後の課題について
岡村　智教　　慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学

1982 山口県立萩高等学校卒業
1988 筑波大学医学専門学群卒業（同年　医師免許取得）
 厚生省健康政策局計画課
 高知県土佐山田保健所
1993 大阪府立成人病センター循環器検診第Ⅰ科（1996 年から診療主任）
1996 博士（医学）、筑波大学
2000 滋賀医科大学福祉保健医学講座 助教授
2002～2003 Dept. of Epidemiology and Public Health, Imperial College, London（留学）
2003 帰国（滋賀医科大学に復職）／2007年から職名変更（准教授）
2007.8 国立循環器病センター病院予防検診部長
2010.10 慶應義塾大学衛生学公衆衛生学 教授（現職）

2

動脈硬化画像診断の進歩
辻田　賢一　　熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学講座
1998.3 熊本大学医学部　卒業
1998.5 熊本大学医学部附属病院・研修医
1999.4 熊本労災病院内科・研修医
1999.10 熊本赤十字病院内科・研修医
2000.4 福岡徳洲会病院循環器科
2003.4 熊本大学大学院医学研究科入学
2007.3 同　修了（医学博士）
2007.4 熊本大学医学部附属病院循環器内科

2007.7 米国 Columbia 大学博士研究員 (Dr. Mintz 研究室 )
2009.7 熊本大学医学部附属病院循環器内科・助教
2014.3 熊本大学医学部附属病院循環器内科・診療講師
2015.1 熊本大学大学院生命科学研究部循環器内科学・講師
2016.10 熊本大学大学院生命科学研究部循環器内科学・教授
2017.1 熊本大学医学部附属病院心臓血管センター長（兼任）
2019.4 熊本大学病院副病院長

3

日常診療における血管機能のみかた、考え方
島袋　充生　　福島県立医科大学 糖尿病内分泌代謝内科学講座

1987.3 琉球大学医学部医学科卒業
1995.12 米国 テキサス大学サウスウェスタンメディカルセンター博士研究員
1999.10 琉球大学医学部附属病院、講師
2016.9 福島県立医科大学 糖尿病・内分泌・代謝内科学講座 主任教授
2017.7 福島県立医科大学 生活習慣病・慢性腎臓病（CKD）講座（兼務）
2021.4 放射線医学県民健康管理センター 健康審査・健康増進室室長 ( 兼務 )
2021.4 福島県立医科大学 先端地域生活習慣病治療学講座 教授 ( 兼務 )
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家族性高コレステロール血症診療の実際
川尻　剛照　　加賀市医療センター 診療部

1994.3 新潟大学医学部医学科卒業
1994.4 金沢大学医学部第二内科入局（研修医）
1995.4 氷見市民病院内科（研修医）
1996.4 金沢大学医学部付属病院救急部・集中治療部
 金沢大学大学院医学研究科博士後期課程（内科学第二）入学
1997.4 金沢循環器病院循環器内科
1998.10～ ペンシルバニア大学医学部人類遺伝子治療研究施設留学
2000.10 （Daniel J.Rader 教授）
2000.11 金沢循環器病院循環器内科
2001.3 金沢大学大学院医学研究科博士後期課程（内科学第二）修了
2001.4 氷見市民病院内科（医長）
2002.4 金沢大学医学部附属病院（内科・医員）

2002.7 金沢大学医学部保健学科看護学専攻（助手）
2003.5 金沢大学医学部附属病院（内科・助手）
2008.10 金沢大学医薬保健研究域医学系（助教）
2009.4 金沢大学附属病院（循環器内科・助教）
2011.4 金沢大学附属病院（循環器内科・講師）
2014.7 金沢大学大学院医薬保健研究域・臓器機能制御学（准教授）
2016.4 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科・循環器病態内科学
 （准教授）改組により所属変更
2018.4 金沢大学附属病院循環器内科副科長
2019.1 金沢大学医薬保健研究域医学系・循環器内科学
 （准教授）改組により所属変更
2022.4 加賀市医療センター診療部副部長・内科部長
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PRO F I L E

動脈硬化と大動脈疾患
中島　博之　　山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 外科学講座第 2教室

1989.3/31 京都大学医学部卒業
1989.5/23 三菱京都病院  心臓血管外科　
1995.9/16 フランス  トゥール大学心臓外科　
1997.10/1 パリ第 7大学マリーランロング病院心臓外科
1998.11/16 三菱京都病院心臓血管外科  医長
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2005.2/1 三菱京都病院心臓血管外科  副部長
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 外科学講座第二教室  教授　
2021.4/1 山梨大学医学部附属病院 病院長補佐を兼任、現在に至る

9

ここまでわかる眼底から見た脳循環器疾患の発症リスク
柏木　賢治　　山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 眼科学講座

1980.3 山梨県立甲府東高等学校  卒業
1980.4 山梨医科大学医学部医学科  入学
1986.3 同上 卒業
 学位取得 ：博士（医学）
1987.5 山梨医科大学医学部  助手
1988.3 諏訪赤十字病院  眼科
1991.7 長野県立阿南病院  眼科
1994.1 カリフォルニア大学サンディエゴ校  留学
1997.5 山梨医科大学医学部  講師
2008.4 山梨大学医学部地域医療学講座  准教授
2012.4 山梨大学医学部眼科学講座  准教授
2019.11 山梨大学医学部眼科学講座  教授

10

動脈硬化残余リスクにおける炎症の意義 : Residual inflammatory riskとは

岩田　洋　　順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学講座

1998.3 順天堂大学医学部卒業
1998.4 国家公務員共済組合　虎の門病院　内科　臨床研修医　(前期 )
2002.6 東京大学医学部　内科学　循環器内科学講座　大学院
2006.3 学位取得、東京大学附属病院循環器内科医員
2008.9 東京大学　循環器内科　助教
2012.2 米国  Harvard Medical School、Brigham and Women’ s Hospital 循環器科 留学 （Postdoctoral Research Fellow）
2015.7 順天堂大学大学院　循環器内科准教授
2016.4 順天堂大学大学院　循環器内科准教授、CCU責任者
2021.4 順天堂大学大学院　循環器内科准教授、CCU責任者、順天堂医院 重症系病棟管理委員会副委員長
 現在に至る

6

超高齢者に対する動脈硬化治療の考え方
荒井　秀典　　国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

1984.3 京都大学医学部卒業
1984.6 京都大学医学部附属病院内科勤務
1985.4 島田市立島田市民病院勤務
1987.4 京都大学医学部大学院医学研究科博士課程（内科系専攻）入学
1991.3 同上　修了
1991.4 京都大学医学部老年科　医員
1991.8 同上　助手
1993.7～1997.3 カリフォルニア大学サンフランシスコ校ポストドクトラルフェロー
1997.4～2003.6 京都大学医学部老年内科　助手
2002.8 ～2004.7 文部科学省研究振興局　学術調査官
2003.7～2009.3 京都大学大学院医学研究科加齢医学　講師
2009.4～2014.12 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻　教授
2015.1～2018.3 国立長寿医療研究センター　副院長
2015.4～2019.3 国立長寿医療研究センター　老年学・社会科学センター長
2017.11～ 国立陽明大学　客員教授
2018.4～2019.3 国立長寿医療研究センター　病院長
2019.4～ 国立長寿医療研究センター　理事長
2019.11～ 同志社大学 客員教授
2022.4～ 滋賀医科大学 客員教授

7

糖尿病患者に対する包括的リスク管理
矢作　直也　　筑波大学 医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科

1994 東京大学医学部医学科 卒業
2000 東京大学大学院医学系研究科内科学専攻 修了(医学博士 )
2003 日本学術振興会特別研究員
2008 東京大学大学院医学系研究科 分子エネルギー代謝学講座 特任准教授
2011～ 筑波大学 医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科 准教授

8
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2000.11 金沢循環器病院循環器内科
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大動脈自然破綻プラークからの末梢臓器障害：血流維持型汎用血管内視鏡からの考察
小松　誠　　大阪暁明館病院 心臓血管病センター

1995 九州大学卒業  大阪警察病院心臓センターで臨床研修
2001 理化学研究所、筑波大連携大学院博士課程修了、医学博士
2001 大阪警察病院心臓センター内科
2006 Department of Cardiology, University of Erlangen (エアランゲン)
2007 尼崎中央病院　
2015～ 大阪暁明館（ぎょうめいかん）病院心臓血管病センター長
2021～ NPO日本血管映像化研究機構　副理事長

1

演者プロフィール

シンポジウム

PRO F I L E

高血圧・脂質異常症管理計画とリスク評価
宮田　昌明　　鹿児島大学医学部保健学科 地域包括看護学講座

1986.3 鹿児島大学医学部卒業
1994.10 The Rockefeller University, postdoctoral associate
1997.10 鹿児島大学医学部第一内科　医員
2002.7 鹿児島大学医学部第一内科　助手
2006.8 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院心臓血管内科　講師
2006.12 鹿児島大学大学院　循環器・呼吸器・代謝内科学　講師
2013.12 鹿児島大学大学院　心臓血管・高血圧内科学　准教授
2018.4 鹿児島市立病院　循環器内科　部長待遇
2019.4 鹿児島市立病院　循環器内科　部長
2020.4 鹿児島大学医学部保健学科　教授

1

管理栄養士セミナー

藤岡　由夫　　神戸学院大学栄養学部栄養学科 臨床栄養学部門

1986 神戸大学医学部卒業、神戸大学第一内科、六甲病院内科、スタンフォード大学医学部研究員を経て
2001 兵庫医科大学循環器内科学講師
2004 神戸大学大学院循環呼吸器病態学講師
2006～ 神戸学院大学栄養学部臨床栄養学部門　教授

大動脈原性脳塞栓症の病態・診断・治療
上野　祐司　　山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 内科学講座神経内科学教室

2000.3 順天堂大学医学部卒業
2000.4 順天堂大学附属順天堂医院脳神経内科　研修医
2003.4 順天堂大学医学部脳神経内科　助手
2004.4 順天堂大学大学院医学研究科神経学講座入学
2004.6 川崎医科大学神経内科脳卒中部門
2008.3 順天堂大学大学院医学研究科神経学講座　博士課程修了
2008.3 神経学　博士取得
2008.4 順天堂大学附属順天堂医院脳神経内科　助手
2009.4 米国ミシガン州ヘンリーフォード病院　客員研究員
2011.4 順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経内科　助教
2013.4 順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経内科　准教授
2014.4 順天堂大学医学部神経学講座　准教授
2022.4 JST 創発的研究支援事業　創発研究者
2022.7 山梨大学大学院総合研究部医学域神経内科学講座　教授
2022.7 順天堂大学医学部神経学講座　客員教授
 現在に至る

2

ジレンマに向き合う～臨床倫理のススメ～
荒神　裕之　　山梨大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部

2000.３ 琉球大学医学部医学科 卒業
2000.4 聖路加国際病院 外科系レジデント
2002.４ 横浜市立港湾病院スポーツ整形外科
2004.４ 早稲田大学大学院法務研究科入学、厚生中央病院整形外科
2008.３ 同　卒業
2009.11 厚生中央病院　院長補佐（医療安全管理室担当）
2013.４ 東京医科大学　公衆衛生学分野（博士課程）　
2015.４ 厚生中央病院　総合診療科（兼任）
2019.1 山梨大学医学部附属病院　医療の質・安全管理部　特任教授
 現在に至る

1

医学倫理教育セミナー

《ショートレクチャー》
動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022 年版食事療法

循環器病予防療養指導士単位認定セミナー

高血圧・脂質異常症・糖尿病（メタボリックシンドローム）の指導に役立つエビデンス2

CKDと脂質異常症～病態の理解と治療方針～1

循環器病予防療養指導士単位認定セミナー



大動脈自然破綻プラークからの末梢臓器障害：血流維持型汎用血管内視鏡からの考察
小松　誠　　大阪暁明館病院 心臓血管病センター

1995 九州大学卒業  大阪警察病院心臓センターで臨床研修
2001 理化学研究所、筑波大連携大学院博士課程修了、医学博士
2001 大阪警察病院心臓センター内科
2006 Department of Cardiology, University of Erlangen (エアランゲン)
2007 尼崎中央病院　
2015～ 大阪暁明館（ぎょうめいかん）病院心臓血管病センター長
2021～ NPO日本血管映像化研究機構　副理事長

1

演者プロフィール

シンポジウム

PRO F I L E

高血圧・脂質異常症管理計画とリスク評価
宮田　昌明　　鹿児島大学医学部保健学科 地域包括看護学講座

1986.3 鹿児島大学医学部卒業
1994.10 The Rockefeller University, postdoctoral associate
1997.10 鹿児島大学医学部第一内科　医員
2002.7 鹿児島大学医学部第一内科　助手
2006.8 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院心臓血管内科　講師
2006.12 鹿児島大学大学院　循環器・呼吸器・代謝内科学　講師
2013.12 鹿児島大学大学院　心臓血管・高血圧内科学　准教授
2018.4 鹿児島市立病院　循環器内科　部長待遇
2019.4 鹿児島市立病院　循環器内科　部長
2020.4 鹿児島大学医学部保健学科　教授

1

管理栄養士セミナー

藤岡　由夫　　神戸学院大学栄養学部栄養学科 臨床栄養学部門

1986 神戸大学医学部卒業、神戸大学第一内科、六甲病院内科、スタンフォード大学医学部研究員を経て
2001 兵庫医科大学循環器内科学講師
2004 神戸大学大学院循環呼吸器病態学講師
2006～ 神戸学院大学栄養学部臨床栄養学部門　教授

大動脈原性脳塞栓症の病態・診断・治療
上野　祐司　　山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 内科学講座神経内科学教室

2000.3 順天堂大学医学部卒業
2000.4 順天堂大学附属順天堂医院脳神経内科　研修医
2003.4 順天堂大学医学部脳神経内科　助手
2004.4 順天堂大学大学院医学研究科神経学講座入学
2004.6 川崎医科大学神経内科脳卒中部門
2008.3 順天堂大学大学院医学研究科神経学講座　博士課程修了
2008.3 神経学　博士取得
2008.4 順天堂大学附属順天堂医院脳神経内科　助手
2009.4 米国ミシガン州ヘンリーフォード病院　客員研究員
2011.4 順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経内科　助教
2013.4 順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経内科　准教授
2014.4 順天堂大学医学部神経学講座　准教授
2022.4 JST 創発的研究支援事業　創発研究者
2022.7 山梨大学大学院総合研究部医学域神経内科学講座　教授
2022.7 順天堂大学医学部神経学講座　客員教授
 現在に至る

2

ジレンマに向き合う～臨床倫理のススメ～
荒神　裕之　　山梨大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部

2000.３ 琉球大学医学部医学科 卒業
2000.4 聖路加国際病院 外科系レジデント
2002.４ 横浜市立港湾病院スポーツ整形外科
2004.４ 早稲田大学大学院法務研究科入学、厚生中央病院整形外科
2008.３ 同　卒業
2009.11 厚生中央病院　院長補佐（医療安全管理室担当）
2013.４ 東京医科大学　公衆衛生学分野（博士課程）　
2015.４ 厚生中央病院　総合診療科（兼任）
2019.1 山梨大学医学部附属病院　医療の質・安全管理部　特任教授
 現在に至る

1

医学倫理教育セミナー

《ショートレクチャー》
動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022 年版食事療法

循環器病予防療養指導士単位認定セミナー

高血圧・脂質異常症・糖尿病（メタボリックシンドローム）の指導に役立つエビデンス2

CKDと脂質異常症～病態の理解と治療方針～1

循環器病予防療養指導士単位認定セミナー



演者プロフィール

市民公開講座

糖尿病と動脈硬化の深い関係
土屋　恭一郎　　山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 内科学講座糖尿病・内分泌内科学教室

2001.3 神戸大学 医学部 医学科 卒業
2001.6 東京医科歯科大学 医学部附属病院 内科 研修医
2002.6 東京都立墨東病院 内科 研修医
2003.6 長野県厚生連北信総合病院 内科 医員
2007.3 東京医科歯科大学大学院 博士課程 早期修了
2007.4 東京医科歯科大学大学院 分子内分泌内科学 メディカルフェロー
2009.4 コロンビア大学医学部 ポストドクトラルリサーチフェロー
2011.4 （日本学術振興会 海外特別研究員）
2013.4 東京医科歯科大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科 助教
2017.4 公益財団法人 山梨厚生会 山梨厚生病院 糖尿病内科 医員
2018.4 山梨大学 医学部 内科学講座 第 3 教室 講師
2022.7 山梨大学大学院 総合研究部 医学域 臨床医学系
 （内科学講座 糖尿病・内分泌内科学教室）教授（現職）

2

心臓病を治療する！動脈硬化と心臓発作
佐藤　明　　山梨大学大学院総合研究部 医学域 臨床医学系 内科学講座循環器内科学教室

1990.3 東京医科歯科大学医学部卒業
1990.6 東京医科歯科大学医学部付属病院第 2内科研修医
1992.6 武蔵野赤十字病院　循環器内科
1994.6 東京医科歯科大学医学部付属病院第 2内科医員
1996.6 東京共済病院　循環器内科
1999.6 横須賀共済病院循環器センター内科
2006.5 横須賀共済病院循環器センター内科部長
2008.5 筑波大学大学院人間総合科学研究科循環器内科　講師
2011.7 筑波大学 医学医療系　循環器内科　准教授
2021.10 山梨大学大学院総合研究部 内科学講座  循環器内科学 教授

3

健康寿命を延ばすための動脈硬化予防と治療

山縣　然太朗
山梨大学大学院総合研究部 医学域 社会医学講座教授
山梨大学大学院附属出生コホート研究センター長

1

山梨医科大学卒業。山梨医科大学助手、山梨大学助教授、山梨医科大学助教授を経て、1999年から現職。
1991-92 年米国カリフォルニア大学アーバイン校小児科学講座の客員研究員。
専門は公衆衛生学、疫学、人類遺伝学。社会医学系専門医、指導医
国民運動計画である「健やか親子２１」に関する厚労科研の研究代表者を20 年間務め、2021年度から「成育基本法」に
関する研究班の研究代表を務めている。2010 年からは環境省「エコチル調査」の運営委員、甲信ユニットセンター長を務め
ている。
また、科学技術振興機構（JST）社会技術研究開発センター（RISTEX）で「科学技術イノベーション政策のための科学研
究開発プログラム」のプログラム総括を2018 年から務めている。
山梨県で33 年間にわたる母子保健縦断調査（甲州プロジェクト）を実施している。山梨県が健康寿命日本一である理由につ
いて分析し、山梨県健康寿命10か条を提案した。




