
第129回日本循環器学会近畿地方会

演題ID 筆頭演者 セッション名 演題番号

a90002 有田 陽 先天性1 3-3
a90005 灘濵 徹哉 不整脈2 5-9
a90006 小島 秀規 弁膜症1 3-13
a90007 住本 恵子 YIAセッション2 1-9
a90012 田中 悠介 心筋炎・心筋症1 4-1
a90013 山下 健太郎 YIAセッション4 1-19
a90016 中 聡夫 心筋炎・心筋症1 4-2
a90017 篠田 幸紀 心不全 1-24
a90022 足立 泰志 研修医セッション5 8-7
a90023 松永（李） 泰治 不整脈2 5-8
a90025 KIM ANDREW T 心内膜炎 6-3
a90032 八尋 亮介 YIAセッション1 1-1
a90033 川浪 翔大 心筋炎・心筋症2 4-6
a90034 曽根 さつき 肺2 6-15
a90037 勝谷 礼子 研修医セッション4 8-2
a90039 芳村 純 YIAセッション3 1-11
a90041 柳内 隆 大動脈・末梢血管 6-23
a90042 庄田 光彦 弁膜症2 3-18
a90043 瀬川 貴嗣 肺1 3-12
a90045 楊 培慧 不整脈2 5-12
a90047 二村 麻理子 研修医セッション2 7-7
a90048 松尾 晃樹 肺1 3-10
a90049 田中 孝昌 研修医セッション3 7-12
a90050 新田目 淳孝 心膜・腫瘍1 6-6
a90052 山本 紘子 研修医セッション1 7-4
a90053 辻村 真子 研修医セッション3 7-16
a90055 高山 仁実 心膜・腫瘍1 6-9
a90058 山口 智大 先天性2 3-8
a90062 見保 充則 心不全 1-22
a90063 松本 專 不整脈4 5-21
a90064 中野 智彰 先天性1 3-4
a90068 上田 薫平 不整脈4 5-18
a90069 井上 文隆 不整脈1 5-6
a90070 岡井 主 弁膜症2 3-20
a90071 伊藤 史晃 不整脈2 5-11
a90072 柿崎 俊介 YIAセッション1 1-3
a90073 山口 祐美 YIAセッション1 1-5
a90074 谷口 元城 研修医セッション1 7-5
a90076 小津 賢太郎 不整脈2 5-10
a90077 小川 翔 先天性2 3-7
a90078 浮田 康平 不整脈1 5-2
a90079 竹内 真理子 虚血性心疾患3 4-26
a90080 三好 悠太郎 先天性1 3-2
a90081 藪田 順紀 虚血性心疾患1 2-2
a90082 西納 卓哉 研修医セッション5 8-8
a90083 小倉 萌 心筋炎・心筋症1 4-3
a90084 岩井 秀浩 弁膜症1 3-15
a90087 立石 周平 心内膜炎 6-1
a90090 坂本 優樹 YIAセッション4 1-18
a90091 筧 侑典 研修医セッション1 7-2
a90092 大迫 隆敏 研修医セッション6 8-13
a90093 花房 克行 大動脈・末梢血管 6-20
a90094 藤阪 智弘 心不全 1-23
a90095 酒井 善紀 研修医セッション5 8-9
a90096 木村 英希 虚血性心疾患2 4-20
a90099 酒井 美華 心筋炎・心筋症1 4-4
a90100 加山　 優 研修医セッション5 8-10
a90101 白記 達也 虚血性心疾患3 4-23
a90103 西 成寛 YIAセッション2 1-10
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a90104 玉井 那実 研修医セッション2 7-9
a90105 岡田 健助 心筋炎・心筋症3 4-14
a90106 安元 浩司 不整脈3 5-13
a90107 中川 頌子 YIAセッション3 1-14
a90108 田村 勇人 YIAセッション3 1-13
a90110 黒田 真衣子 YIAセッション4 1-16
a90113 片平 征伸 肺1 3-11
a90114 中村 大輔 心不全 1-25
a90115 森内 健史 先天性2 3-5
a90120 山本 一帆 肺2 6-17
a90121 藤田 岳史 YIAセッション1 1-2
a90123 尾松 卓 YIAセッション2 1-8
a90124 髙原 宏之 心筋炎・心筋症2 4-8
a90126 関谷 圭泰 研修医セッション6 8-14
a90130 松林　 和磨 虚血性心疾患1 2-1
a90131 川平 正継 不整脈3 5-14
a90133 水上 雪香 心膜・腫瘍2 6-13
a90134 宮本 瑛史 研修医セッション3 7-15
a90135 西浦 直紀 心内膜炎 6-4
a90136 廣瀬 崇人 虚血性心疾患3 4-25
a90137 藤本 悠 研修医セッション2 7-11
a90139 三浦 謙 研修医セッション6 8-12
a90140 森田 英男 虚血性心疾患3 4-22
a90141 伊藤 奨悟 研修医セッション4 8-6
a90143 立川 誠四郎 肺2 6-19
a90144 浮田 康平 YIAセッション3 1-12
a90145 北尾 隆 虚血性心疾患2 4-18
a90147 田中 克尚 肺2 6-16
a90149 武岡 真由美 心筋炎・心筋症3 4-12
a90150 中井 久登 心筋炎・心筋症2 4-9
a90151 益永 信隆 大動脈・末梢血管 6-24
a90152 川﨑 達也 心筋炎・心筋症3 4-15
a90153 武林 里沙 研修医セッション1 7-6
a90155 田中 俊志 研修医セッション4 8-3
a90156 酒井 千琴 研修医セッション3 7-14
a90158 林 済亨 不整脈4 5-19
a90160 桑木 恒 不整脈3 5-15
a90162 車古 大樹 YIAセッション3 1-15
a90164 長谷川 聡史 不整脈3 5-16
a90166 仁科 尚人 不整脈3 5-17
a90167 西川 達哉 心筋炎・心筋症2 4-10
a90168 高島 聡士 心膜・腫瘍2 6-11
a90173 鎌田 博之 YIAセッション1 1-4
a90174 中上 拓男 大動脈・末梢血管 6-22
a90175 山添 紗希 研修医セッション2 7-8
a90176 河村 明希登 虚血性心疾患1 2-4
a90177 池下 裕樹 心筋炎・心筋症2 4-7
a90180 上田 遼馬 弁膜症2 3-21
a90182 松平 彩芳 研修医セッション4 8-5
a90183 橋本 健之 研修医セッション3 7-13
a90184 中田 景 研修医セッション2 7-10
a90188 岩永 光史 不整脈4 5-20
a90190 永井 駿 弁膜症1 3-14
a90191 柳下 知哉 不整脈1 5-4
a90193 古川 達也 YIAセッション4 1-17
a90194 島田 裕希 不整脈4 5-22
a90195 山本 将平 虚血性心疾患2 4-19
a90196 長井 智之 YIAセッション2 1-7
a90197 中山 小百合 心膜・腫瘍2 6-14
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a90199 林 佳輝 研修医セッション4 8-4
a90200 仙石 薫子 弁膜症2 3-19
a90201 北田 智也 研修医セッション1 7-1
a90202 森 麻奈斗 心筋炎・心筋症1 4-5
a90203 坂口 健太 虚血性心疾患3 4-21
a90204 西垣 圭祐 肺2 6-18
a90205 櫛山 晃央 心筋炎・心筋症3 4-13
a90206 大星 真貴子 心筋炎・心筋症4 4-27
a90207 中村 暢洋 先天性1 3-1
a90208 沼田 ありさ 心筋炎・心筋症4 4-28
a90212 上田 仁 肺1 3-9
a90215 清原 卓也 研修医セッション1 7-3
a90219 梶浦 あかね YIAセッション4 1-20
a90220 酒井 千恵子 虚血性心疾患3 4-24
a90221 神田 龍馬 心筋炎・心筋症3 4-11
a90222 原田 慎一 不整脈2 5-7
a90223 中上 拓男 虚血性心疾患1 2-3
a90224 末谷 悠人 心膜・腫瘍2 6-10
a90225 安土 佳大 心膜・腫瘍1 6-8
a90226 大西 里奈 弁膜症1 3-16
a90227 角田 聖 虚血性心疾患2 4-16
a90228 和山 啓馬 YIAセッション4 1-21
a90229 木下 絢奨 研修医セッション4 8-1
a90230 石上 健二郎 不整脈1 5-3
a90231 白神 彬子 心筋炎・心筋症4 4-29
a90232 岸田 賢治 大動脈・末梢血管 6-21
a90233 坂上 雄 虚血性心疾患1 2-5
a90234 松本 祐樹 YIAセッション2 1-6
a90236 藤本 圭祐 心内膜炎 6-2
a90237 謝 策 研修医セッション6 8-16
a90238 福原 英二 不整脈1 5-5
a90239 高橋 良輔 心内膜炎 6-5
a90240 菅江 宏樹 虚血性心疾患2 4-17
a90242 蘆田 健毅 不整脈1 5-1
a90243 山田 佑衣 研修医セッション5 8-11
a90244 鮑 炳元 弁膜症1 3-17
a90245 小野 拳史 心膜・腫瘍2 6-12
a90246 村上 貴志 弁膜症2 3-22
a90249 松田 優 研修医セッション6 8-15
a90250 鈴江 隆志 心筋炎・心筋症4 4-30
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