令和 元年 11 月吉日

第 14 回京滋心臓血管術中エコー研究会のご案内
謹啓 時下、先生方には益々ご清祥のこととお慶び申しあげます。
さて、この度、
「第 14 回京滋心臓血管術中エコー研究会」を開催するはこびとなりました。
ご多用中とは存じますが、出席賜りますようお願い申しあげます。
謹白

*教材に限りがありますので、第Ⅱ部は定員（先着 40 名）に設定させて頂いております。
*当会に参加ご希望の方は、メールまたは FAX(06-6965-6615 丸石製薬（株）原田まで)のいずれかに
てお申し込みください。
*メールでお申し込みの際は、

①ご施設名 ②ご所属 ③御芳名（ふりがな）
④A コース：第Ⅰ部のみ参加
B コース：第Ⅱ部のみ参加
C コース：第Ⅰ部 / 第Ⅱ部ともに全日参加
① ～④（※④のみ、A、B、C いずれかをお選びください）をメールにご明記の上、
丸石製薬株式会社 担当：原田（Mail：satoshi_harada@maruishi-pharm.co.jp）へお送りください。
*誠に勝手ながら、お申し込みは 11 月 10 日（日）までとさせて頂きます。
また、お申し込み数が定員に達した場合、申込期間内であってもその時点で締切とさせて頂きます。
*参加費は、第Ⅰ部 2,000 円、第Ⅱ部 2,000 円となります。
（※参加費につきましては、第Ⅰ部と第Ⅱ部の会場受付にてそれぞれ徴収をさせて頂きます。
お手数ではございますが、御了承くださいますよう、何卒宜しくお願い申しあげます）
◆第Ⅰ部の教育講演を事前にご登録頂き、当日出席された方は日本心臓血管麻酔学会 5 単位が認定
されます。
（ご注意：途中参加、
或いは退出されますと単位付与は出来ませんので予めご了承ください）

【日 時】令和元年 11 月 23 日（土） 9：30 ～ 16：00
【場 所】京都府立医科大学 大学本部棟 ３階 階段教室（西側）
臨床講義棟 １階 スキルスラボ
京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町 465

TEL：075-251-5111

≪第Ⅰ部≫ 京都府立医科大学
大学本部棟 ３階 階段教室（西側）
教育講演 （ 9：30 ～ 12：00 ）
ランチョンセミナー（ 12：10 ～ 13：10 ）
≪第Ⅱ部≫ 京都府立医科大学
臨床講義棟 １階 スキルスラボ
実習 ― Wet Lab ―（13：30～16：00）

■ ■ ■
総合司会

第Ⅰ部

■ ■ ■

東京女子医科大学 麻酔科 教授 野村 実 先生
滋賀医科大学 麻酔科 教授 北川 裕利 先生

【教育講演１】9：30～10：30
座長

『

関西医科大学 麻酔科 診療教授

中嶋 康文 先生

』

成人先天性心疾患の麻酔管理
東京女子医科大学 麻酔科 助教

『

中澤 圭介 先生

』

成人先天性心疾患における診療の実際

関西医科大学 小児科学講座 病院准教授

吉村 健 先生

―――― 休 憩 ――――

【教育講演２】10：45～11：45
座長

『

京都府立医科大学 小児心臓血管外科 教授 山岸 正明 先生

』

成人先天性心疾患手術における心エコーの役割

京都府立医科大学 心臓血管外科・心臓血管血流解析学 講師 板谷 慶一 先生

『

』

成人先天性心疾患診療における経食道心エコーの使い方
神戸大学大学院医学研究科 内科学講座・循環器内科学分野 特命講師

松本 賢亮 先生

【ランチョンセミナー】12：10～13：10
座長

『

京都府立医科大学 心臓血管外科 教授

夜久 均 先生

先天性心疾患患者の抱える問題と診療体制の確立に向けて

国立循環器病研究センター 教育推進部長・小児循環器内科

』

白石 公 先生

■ ■ ■

第Ⅱ部

■ ■ ■

― Wet Lab ―
成人先天性心疾患を理解する －右心系の解剖と PVR を中心に－

≪事前申込制：定員 40 名≫
【実 習】13：30～16：00
前半：ブタの心臓を用いた解剖実習（13:30～14:00）
・右心系の観察：三尖弁の形態 / 血流方向 / SVC / IVC 等
・左心系の観察：血流方向 / 僧帽弁の形態 / 肺静脈 等
・刺 激 伝 導 系：ASD / VSD の位置と解剖 大動脈の観察 冠動脈の走行 等

後半：ブタの心臓を用いた肺動脈弁置換術の理論と手技 （14:00～
16:00）

≪オーガナイザー≫
京都府立医科大学 心臓血管外科
京都府立医科大学 心臓血管外科

教授 夜久 均
先生
講師 板谷 慶一 先生

≪ラウンドサポーター≫
北里大学医学部 麻酔科学講座
天理よろづ相談所病院 麻酔科
関西医科大学 麻酔科
淀川キリスト教病院 麻酔科
京都府立医科大学 心臓血管外科
京都府立医科大学 心臓血管外科

岡本
石井
中嶋
秋山
沼田
山崎

浩嗣
久成
康文
浩一
智
祥子

先生
先生
先生
先生
先生
先生

※ 参加者には３学会構成・心臓血管外科専門医申請の為の Off the-job training の
クレジットがつきます。
（wetlab２時間）

第Ⅱ部
実習 ―Wet Lab― 会場

第Ⅰ部
教育講演
ランチョンセミナー 会場

【第Ⅰ部 教育講演・ランチョンセミナー 会場】
京都府立医科大学 大学本部棟 ３階 階段教室（西側）

【第Ⅱ部 実習 ―Wet Lab― 会場】
京都府立医科大学 臨床講義棟 １階 スキルスラボ
共催

協賛

京滋心臓血管術中エコー研究会
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