第 37 回東京 CCU 研究会プログラム
12 月 2 日（土）口演会場（503B,C,D）
9：00～9：05

開会の辞

会長

丁

毅文（綾瀬循環器病院）

9：05～9：30
活動実績報告

座長

高山 守正（東京都 CCU 連絡協議会）

平成 28 年中における東京消防庁の救急活動の実態

仲野 友康（東京消防庁救急医務課）

東京都 CCU ネットワークの活動状況報告 2016

山本

2016 年急性大動脈スーパーネットワークの実績報告

高山 守正（東京都 CCU 連絡協議会）

剛（東京都 CCU 連絡協議会）

9：30～9：50
高野賞表彰式

座長

１） 賞状と賞金授与

プレゼンター

長尾

建 （日本大学病院）
高野 照夫（日本医科大学名誉教授）

２） 受賞記念講演（発表 10 分＋討論 5 分）
T-1

たこつぼ心筋症患者における受診時心電図 QRS 幅の院内予後に与える影響
「 Predictive Value of QRS Duration at Admission for In-Hospital Clinical Outcomes of
Takotsubo Cardiomyopathy.」 Circ J, 2016; 81(1), 62-68
武蔵野赤十字病院

山口 徹雄

9：50～10：20
学術委員会英文原著報告（発表 7 分＋討論 3 分）
座長
GM-1

中村 正人（東邦大学医療センター大橋病院）

東京都における ST 上昇型急性心筋梗塞と非 ST 上昇型急性心筋梗塞の現状と管理
東京都 CCU ネットワークのデータから
「Current characteristics and management of ST elevation and non-ST elevation myocardial
infarction in the Tokyo metropolitan area: from the Tokyo CCU network registered cohort.」
Heart Vessels. 2016, 31(11); 1740-1751
日本医科大学付属病院

GM-2

宮地 秀樹

急性非代償性心不全における急性期の血圧変動と予後への影響
「The correlation of pre- and in-hospital systolic blood pressure in acute heart failure patients
and their prognostic implications: A report from the Tokyo Cardiac Care Unit Network
Emergency Medical Service Database」Circ J. 2016; 80(12):2473-2481
慶應義塾大学

GM-3

白石 泰之

体重と血圧における虚血性心疾患既往急性心不全の影響
「Effect of Heart Failure Secondary to Ischemic Cardiomyopathy on Body Weight and Blood
Pressure」Am J Cardiol. 2017; 120(9):1589-1594.
杏林大学

松下 健一

10:20～11:00
（学術委員会報告１（口述）と報告２（ポスター）より優秀演題２件を選出し、表彰します。）
学術委員会報告１（口述）
（発表 7 分＋討論 3 分）
座長
上田 哲郎（東京都立墨東病院）
GO-1
Primary PCI 時代における心筋梗塞発症後の心破裂の割合と危険因子
東京都 CCU ネットワーク学術委員会 1)、NTT 東日本関東病院 循環器内科 2)
岸

幹夫 1) 2)、山崎 正雄 1) 2)、堀内

田中 博之 1)、長尾

建 1)、山本

優 1)、樋口

聡 1)、山下

剛 1)、高山 守正 1)

淳 1)、吉川 雅智 1)、

GO-2

近年の超高齢不安定狭心症患者に対する集中治療についての検討
-東京都 CCU ネットワークコホートデータを用いた研究東京都 CCU ネットワーク学術委員会 1)、東京都健康長寿医療センター循環器内科 2)
藤本 肇 1) 2)、小宮山 浩大 1)、及川 恵子 1)、朴沢 英成 1)、原田 和昌 2)、中村 正人 1)、
代田 浩之 1)、山本

GO-3

剛 1)、長尾

建 1)、高山 守正 1)

急性大動脈解離の発症直後の血圧はどうなっているか？
東京都 CCU ネットワーク学術委員会 1)、日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科 2)
圷

宏一 1) 2)、吉野 秀朗 1)、桃原 哲也 1)、渡邉 雄介 1)、高橋 寿由樹 1)、薄井 宙男 1)、

渡邊 和宏 1)、深町 大介 1)、萩谷 健一 1)、下川 智樹 1)、渡邉 善則 1)、荻野
山本 剛
GO-4

1) 2)、長尾

建

1)、高山

守正

均 1)、

1)

搬送中のショックへの移行は心原性ショック患者の予後を予測する
東京都 CCU ネットワーク学術委員会 1)、日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科 2)
細川 雄亮 1) 2)、山本
清水

剛 1) 2)、長尾

建 1)、黒木 識敬 1)、立花 栄三 1)、高山 忠輝 1)、

渉 2)、高山 守正 1)

11：00～12：00
一般演題１（口述）（発表 7 分＋討論 3 分）
座長 阿部 恒平（聖路加国際病院）
榊原 雅義（イムス葛飾ハートセンター）
O-1

両側主肺動脈に巨大血栓を認め，入院後血行動態が破綻して緊急手術が必要となった
肺血栓塞栓症の 1 例
東京都多摩総合医療センター 循環器内科
木村 晃久, 岡部 はるか, 関根 拓郎, 吉田 彩乃, 伊東 勘介, 片岡 翔平, 小木曽 正隆,
西村 睦弘, 森永 弘章, 三ツ橋 佑哉, 永田 健一郎, 磯貝 俊明, 加藤 賢, 田中 博之,
久木 基至, 野中 隆広, 二宮 幹雄, 手島 保

O-2

非 ST 上昇型急性心筋梗塞/急性心不全を来した肝門部胆管癌患者に対し低侵襲冠動脈バイパス術
と経皮的冠動脈形成術のハイブリッド治療を施行した 1 例

東京医科歯科大学医学部附属病院 循環器内科
仁井田 崇志、竹川 弘毅、羽生 佳弘、中釜

瞬、中村 太一、松田 祐治、篠岡 太郎、秦野

雄、

梅本 朋幸、山本 貴信、足利 貴志
O-3

若年女性の肥大型心筋症患者に対して乳房下除細動器植え込み術を施行した一例
武蔵野赤十字病院 循環器科
山口 純司、野里 寿史、長嶺 竜宏、岩井 雄大、土方 禎裕、佐川 雄一朗、渡辺 敬太、
増田 怜、宮﨑 亮一、金子 雅一、三輪 尚之、原

O-4

信博、山口 徹雄、永田 恭敏

シクロフォスファミドによる劇症型心筋炎に対して集中治療管理を行うも異なる転帰を辿った 2 例
日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科 1)、同 血液内科 2)
井上 正章 1)、黄 俊憲 1)、三宅 友彬 1)、大森 郁子 2)、増永 直久 1)、高橋 健太 1)、
三軒 豪仁 1)、了徳寺 剛 2、細川 雄亮 1)、太良 修平 1)、山口 博樹 2)、山本 剛 1)、清水 渉 1)

O-5

若年女性に生じた Myocardial Infarction With No Obstructive Coronary Atherosclerosis (MINOCA) の
一例
日本大学医学部附属板橋病院

循環器内科

藤戸 秀聡、深町 大介、八田 拓海、阿久津 尚孝、大島
中井 俊子、高山 忠輝、廣

高史、平山 篤志

暢、加藤 真帆人、大久保 公恵、

O-6

ST 上昇型急性心筋梗塞患者の性別と院内死亡率について～K-ACTIVE レジストリーから最新の報告
昭和大学藤が丘病院 循環器内科 1)、聖マリアンナ医科大学 循環器内科 2)、北里大学医学部 循環
器内科学 3)、東海大学医学部付属病院 循環器内科 4)、横浜市立大学附属市民総合医療センター
5)

6)

臨

7)

床検査科 、日本医科大学武蔵小杉病院 循環器内科 、関東労災病院 循環器内科 、神奈川県立
循環器呼吸器病センター 循環器内科 8)、横浜栄共済病院 循環器内科 9)、横浜市立大学附属市民総
合医療センター 心臓血管センター10)
南雲 さくら

1)

、前田 敦雄１）、明石 嘉浩２）、阿古 潤哉３）、伊苅 裕ニ４）、海老名 俊明５）、

佐藤 直樹６）、並木 淳郎７）、福井 和樹８）、道下 一朗９）、木村 一雄１０）、鈴木

洋１）

12：00～13：00
画像セミナー

共催：アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社

座長 田邉 健吾（三井記念病院）
「ACS 責任病変の病態と治療 ～OCT による検討～」
和歌山県立医科大学
赤阪 隆史
14：15～15：00
救急隊搬送事例報告（救急隊 発表 5 分、医師 発表 7 分、総合討論 3 分）
座長 田村 隆司（東部地域病院）
藤本 肇 （東京都健康長寿医療センター）
K-1-1
胸痛の傷病者を CCU に搬送途上 CPA となり、他院の救命センターに搬送した事例
東京消防庁 世田谷消防署

高橋 尚史
K-1-2

CCU 選定の切り替えにより合併症なく退院された急性心筋梗塞症例
杏林大学医学部付属病院 第二内科
毛利 崇人、南島 俊徳、仁科 善雄、竹内 真介、重田 洋平、金剛 寺謙、坂田 好美、佐藤 徹、
吉野 秀朗

K-2-1

乗用車単独事故を起こした男性が観察中に VT を呈した事例
東京消防庁 荒川消防署
鬼澤 清一

K-2-2

適切な診断と治療を行った不整脈源性右室心筋症（ARVC）の一例
順天度大学医学部附属順天堂医院
寸村 玲奈、高須

循環器内科

清、船水 岳大、比企

優、土肥 智貴、林

英守、関田

学、岩田

洋、

宮内 克己、代田 浩之
K-3-1

胸背部痛と下肢の運動、知覚麻痺を訴える傷病者を救命救急センターに搬送後、急性大動脈
スーパーネットワークにより転送した事例
東京消防庁 立川消防署
後藤 浩二

K-3-2

StanfordA 型急性大動脈解離に対する弓部大動脈置換術を行ったが、術前に発症した脳梗塞で
死亡した一例
日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循環器内科 1) 、同
武藤 雄紀 1)、高見澤
佐地 真育

1)、歌野

格 1)、間

原祐子

淵圭 1)、福永

1)、馬原

啓太郎

心臓血管外科 2)

寛 1)、樋口 亮介 1)、萩谷 健一 1)、

1)、田中

悌史 1)、井上 完起 1)、谷崎 剛平 1)、

鈴木 誠 1)、桃原 哲也 1)、長山 雅敏 1)、井口 信雄 1)、高山 守正 1)、梅村
磯部 光章 1) 、吉尾 敬秀 2)、西川 幸作 2)、高梨 秀一郎 2)

純 1)、

15：00~15：10

休憩

15：10～16：00
教育講演

共催：第一三共株式会社
座長 村田 聖一郎（板橋中央総合病院）
『大動脈内視鏡による急性大動脈症候群の病態診断・治療の展望』
大阪暁明館病院心臓血管病センター

小松

誠

16：00～17：30
シンポジウム
『急性大動脈症の問題点と対策－急性大動脈スーパーネットワークの活用―』
座長 丁 毅文 （綾瀬循環器病院）
高山 守正（東京都 CCU 連絡協議会）
S-1
急性大動脈症候群の迅速な受け入れ態勢の構築、外科手技上の工夫に関して
帝京大学 心臓血管外科
下川 智樹
S-2

少人数外科医による緊急大動脈支援病院としての問題点と対策
独立行政法人国立病院機構
新野 哲也、高橋

S-3

災害医療センター

心臓血管外科

雄

迅速診断と内科診療上の問題点と対策
東京都済生会中央病院 循環器内科
髙橋 寿由樹

S-4

マルファンなど難治性大動脈疾患の問題点
1)

綾瀬循環器病院 マルファン・大動脈センター 、同
1)

2)

2)

青見 茂之 、丁 毅文 、遊佐 裕明 、建部

心臓血管外科
2)

2)
2)

祥 、半沢 善勝 、田辺 友暁

【総合討論】
17：30～17：35
学術委員会

優秀演題表彰
学術委員会委員長

長尾

建（日本大学病院）

17：35～17：40
次回会長挨拶

原田 和昌（東京都健康長寿医療センター）

17：45
閉会の辞

丁

毅文（綾瀬循環器病院）

2)

12 月 2 日（土）ポスター会場（503A）
8：30～10：30

ポスター掲示

13：20～14：10
学術委員会報告２（ポスター）
（発表 7 分＋討論 3 分）
座長 原田 和昌（東京都健康長寿医療センター）
GP-1
入院前投与薬剤は、急性心不全の来院時呼吸状態と院内死亡率に影響を与える。
東京都 CCU ネットワーク学術委員会 1)、武蔵野赤十字病院
宮本 貴庸 1) 2)、原田 和昌 1)、宮崎 哲郎 1)、香坂
矢川 真弓子 1)、松下 健一 1)、武井
細田 徹 1)、白石 泰之 1)、山本
GP-2

総合診療科 2)

俊 1)、飯田

圭 1)、谷本 周三 1)、

眞 1)、松田 淳也 1)、岩崎 陽一 1)、長友 祐司 1)、

剛 1) 、長尾

建 1)、高山 守正 1)

心室頻拍・心室細動症例の短期予後：ＣＣＵネットワークレジストリーの 3 年のデータ解析
東京都 CCU ネットワーク学術委員会 1)、東海大学八王子病院 循環器内科 2)
上野 亮 1) 2)、小林 義典 1) 2)、村田 広茂 1)、加藤

GP-3

渡辺 則和 1)、丹野 郁 1)、山本 剛 1)、長尾 建 1)、高山 守正 1)
たこつぼ心筋症患者における Body Mass Index の院内予後への影響：多施設コホート研究
東京 CCU ネットワーク学術委員会 1)、東京都立多摩総合医療センター2)
磯貝 俊明 1), 2)、吉川

勉 1)、上田 哲郎 1)、前川 裕一郎 1)、坂田 好美 1)、山口 徹雄 1)、

村上 力 1)、寺岡 邦彦 1)、望月 広樹 1)、長尾
GP-4

賢 1)、佐々木 毅 1)、深水 誠二 1)、

建 1)、山本

剛 1)、高山 守正 1)

心原性ショック患者の CCU 入室時の血圧が予後に与える影響について
-東京 CCU ネットワークからの報告
東京都 CCU ネットワーク学術委員会
黒木 識敬、長尾

GP-5

建、高山 忠輝，細川 雄亮，立花 栄三，山本

剛，高山 守正

たこつぼ症候群の発生月の検討
東京都 CCU ネットワーク学術委員会
村上 力、吉川

勉、前川 裕一郎、磯貝 俊明、山口 俊雄、上田 哲郎、坂田 好美、山本

剛、

長尾 建、高山 守正
（掲示のみ討論なし）
GO-6
たこつぼ心筋症における末梢血白血球数の増加と院内予後の関係
東京都CCUネットワーク学術委員会 たこつぼ心筋症班
前川 裕一郎、吉川
寺岡 邦彦、村上

勉、上田 哲郎、坂田 好美、磯貝 俊明、山口 徹雄、井守 洋一、
力、望月 邦彦、長尾

建、山本

剛、高山 守正

13：10～14：13
一般演題２（ポスター）
（発表 6 分＋討論 3 分）
座長 藤井 奨（荻窪病院）
P-1

膵頭十二指腸切除術後、上腸間膜動脈仮性動脈瘤破裂を認め、血管内治療にて救命し得た一例
東京都立広尾病院 循環器科 1) 、同
川尻 紘平

1)

、土山 高明

1)

診療放射線科 2) 、東京都立駒込病院

、新井 智之

宮原 大輔 1) 、新井 真理奈 1) 、稲垣
河 岩成

1)

、中田 晃裕

1)

、 永嶺

1)

、田邉

翔

1)

、古谷野 康記

1)

肝胆膵外科 3)
、 時岡 紗由理 1) 、

大 1) 、宮部 倫典 1) 、吉田 精孝 1）、，宮澤

翔 1)、増田 新一郎

1)

、北條 林太郎

1)

聡 1) 、

、深水 誠二

1)

、

渋井 敬志 1) 、竹田 利明 2)、本間 祐希 3)
P-2

緊急 PCI 中のショックに対し挿入した大動脈バルーンパンピングのシャフトが二度にわたり折れ
返り作動不能となった急性下壁心筋梗塞の 1 例
日本赤十字社医療センター

循環器内科

初瀬 慧、磯谷 善隆、上原 和幸、山本 裕子、山本 渓介、瀧澤 雅隆、魚住 博記、池ノ内
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