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Ａ 会 場
(ホールＡ)

午前の部 8：50～11：45

YIAセッション 1
演題 Ａ-1～5（8：50～9：25) 座長：木 島 祥 行（JCHO星ヶ丘医療センター 循環器内科）

成 子 隆 彦（大阪市立総合医療センター 循環器内科）

Ａ-1 急性心筋梗塞患者と安定狭心症患者における血栓形成能の検討
（国立病院機構大阪医療センター 循環器内科) 小杉 隼平

Ａ-2 LADへのステント留置直後に acute occulusion を来し治療に難渋した 1例
（加古川中央市民病院 循環器内科) 辻本 誠長

Ａ-3 Lotus root appearance 部位での不安定狭心症をOCTと血管内視鏡にて観察し得た 1例
（関西労災病院 循環器内科) 東野奈生子

Ａ-4 ST 上昇型心筋梗塞と非 ST上昇型心筋梗塞に対するステント留置における光干渉断層像を用
いた観察

（大阪労災病院) 中村 仁

Ａ-5 妊娠中に心腔内エコーガイド下で心房粗動の完全非透視アブレーションを施行した 1例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 島本 恵子

YIAセッション 2
演題 Ａ-6～10（9：25～10：00) 座長：西 野 雅 巳（大阪労災病院 循環器内科）

葭 山 稔（大阪市立大学 循環器内科学）

Ａ-6 肥大型心筋症における心尖部瘤形成の心臓MRI 所見の検討
（北野病院 心臓センター 循環器内科) 仲宗根和孝

Ａ-7 Peripheral ECMO補助下の IMPELLA 5.0 の併用が有用であった劇症型心筋炎の 1例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 新谷 康広

Ａ-8 頸動脈ステント留置術後に血圧の乱高下を伴った急性心不全を繰り返し発症した一例
（大阪警察病院 循環器内科) 尾松 卓

Ａ-9 左総腸骨動脈慢性完全閉塞に対する緊急 PTA によって Bailout できた高齢劇症型心筋炎の一
例

（滋賀医科大学 循環器内科) 岡本 寛樹

Ａ-10 10年経過を追跡し得た稀な経過の小児発症心筋炎の一例
（大阪医科大学 循環器内科) 西田 裕介
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YIAセッション 3
演題 Ａ-11～15（10：00～10：35) 座長：石 坂 信 和（大阪医科大学 循環器内科）

林 英 宰（河内総合病院 心臓血管センター）

Ａ-11 侵襲性肺炎球菌による感染性心内膜炎の一例
（六甲アイランド甲南病院 循環器内科) 東堂 沙紀

Ａ-12 ステロイド治療が著効した心膜切開後症候群の一例
（大阪府済生会中津病院 循環器内科) 坂本 優樹

Ａ-13 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症術後遠隔期に生じた人工弁機能不全を三次元心エコーにて
観察し得た一例

（大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学) 山本 崇之

Ａ-14 Figulla Flex II 経皮的心房中隔欠損閉鎖術後の左房，上行大動脈 erosion に対する緊急手術救
命例

（兵庫県立尼崎総合医療センター 心臓血管外科) 飯田 尚樹

Ａ-15 肺癌由来の末梢塞栓による致死的肺高血圧症に対し，体外循環補助下分子標的薬投与で救命
し得た一例

（国立循環器病研究センター 心臓内科) 青山 大雪

YIAセッション 4
演題 Ａ-16～20（10：35～11：10) 座長：朝 倉 正 紀（兵庫医科大学 循環器内科・冠疾患内科）

林 孝 俊（兵庫県立淡路医療センター 循環器内科）

Ａ-16 右心系感染性心内膜炎疑いで紹介された一例
（兵庫県立姫路循環器病センター) 山本 哲也

Ａ-17 肺動脈バルーン形成術後の右心機能非改善例予測におけるQRS幅の有用性
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 浅野遼太郎

Ａ-18 局所麻酔下経皮的卵円孔閉鎖術中に冠動脈空気塞栓症を来した 1例
（神戸大学医学部附属病院 循環器内科) 谷村 幸亮

Ａ-19 超高齢者の急性肺動脈血栓塞栓症に対する一救命例
（国立循環器病研究センター 心臓血管外科) 小野 譲数

Ａ-20 血管内視鏡で観察した浅大腿動脈領域におけるステントグラフト留置後の血管反応
（兵庫県立尼崎総合医療センター) 西本 裕二

YIAセッション 5
演題 Ａ-21～25（11：10～11：45) 座長：相 庭 武 司（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

上 田 恭 敬（国立病院機構大阪医療センター 循環器内科）

Ａ-21 下大静脈フィルター留置 2週間後に腰動脈仮性動脈瘤を来しコイル塞栓術を施行した下肢静
脈血栓症の一例

（関西労災病院 循環器内科) 畑 陽介

Ａ-22 Ebstein 病に左室緻密化障害を合併した心室頻拍の一例
（滋賀医科大学 循環器内科) 西川 拓磨
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Ａ-23 心房細動アブレーション後の上室期外収縮数と遠隔期再発リスクの関連
（桜橋渡辺病院 心臓血管センター) 井上 裕之

Ａ-24 Clinical Outcome of Isolated Tricuspid Regurgitation on Stable Heart Failure
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 加藤 悠太

Ａ-25 溶血性貧血，心不全を繰り返した 3度の MVR 後の PVL に対してカラー付人工弁でMVR を
行った 1手術例

（和歌山県立医科大学 外科学第 1講座) 中村 諒

Ｂ 会 場
(ホールＢ)

午前の部 8：50～11：52

虚血性心疾患 1
演題 Ｂ-1～5（8：50～9：25) 座長：榎 本 志 保（大阪府済生会野江病院 循環器内科）

山 口 真一郎（近江八幡市立総合医療センター 循環器内科）

Ｂ-1 MCLSの冠動脈瘤によるACSの 1例
（市立大津市民病院 循環器内科) 車古 大樹

Ｂ-2 子宮筋腫の偽閉経療法中に発症した特発性冠動脈解離の一例
（国立病院機構京都医療センター 循環器内科) 土井 康佑

Ｂ-3 治療戦略の決定に苦慮した広範囲特発性冠動脈解離による若年女性STEMI の 1 例
（洛和会音羽病院 心臓内科) 彌重 匡輝

Ｂ-4 急性冠症候群を合併した本態性血小板血症の 1例
（京都市立病院 循環器内科) 岩谷 拓馬

Ｂ-5 転移性肺腫瘍に対する気管支動脈塞栓術後に発症した医原性ST上昇型急性心筋梗塞の一例
（市立福知山市民病院) 中村 俊祐

虚血性心疾患 2
演題 Ｂ-6～10（9：25～10：00) 座長：中 西 道 郎（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

岡 村 篤 徳（桜橋渡辺病院 循環器内科）

Ｂ-6 心停止に至った冠攣縮性狭心症の一例
（関西医科大学病院 第二内科) 安達賢太郎

Ｂ-7 非閉塞性腸管虚血を合併した難治性冠攣縮性狭心症の 1例
（一般財団法人住友病院 循環器内科) 田中 佐和

Ｂ-8 待機的 PCI 中に PCI 関連デバイスによる難治性冠攣縮が原因で心停止となった一例
（大阪府済生会千里病院 循環器内科) 宮崎 宏一
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Ｂ-9 急性冠症候群を繰り返した多枝冠攣縮に対してステント留置で bail out した 1例
（洛和会音羽病院 心臓内科) 山崎 真也

Ｂ-10 ベゾルド・ヤリッシュ反射を観察できた冠攣縮性狭心症の 1例
（松下記念病院 循環器内科) 酒井千恵子

虚血性心疾患 3
演題 Ｂ-11～15（10：00～10：35) 座長：片 岡 有（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

北 端 宏 規（和歌山県立医科大学 循環器内科）

Ｂ-11 Plaque Erosion と Coronary embolism の鑑別に苦慮した急性心筋梗塞の一例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 北原 慧

Ｂ-12 急性期はOCTで erosion － ACSと診断したが慢性期に plaque rupture と判明した一例
（大阪労災病院 循環器内科) 河村明希登

Ｂ-13 Stent fracture による度重なる再狭窄に対して，OCT ガイド下の Rotablator が有効であった
一例

（大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学) 藤原 良亮

Ｂ-14 川崎病を背景とする急性心筋梗塞発症が疑われ，第 2世代 DES 留置後 1年目に OCT を観察
し得た 1例

（国立循環器病研究センター心臓内科) 掛橋 昇太

Ｂ-15 This is DES failure
（大阪労災病院 循環器内科) 柳川 恭佑

虚血性心疾患 4
演題 Ｂ-16～21（10：35～11：17) 座長：小 林 智 子（京都桂病院 心臓血管センター内科）

樋 口 義 治（大阪警察病院 循環器内科）

Ｂ-16 留置ステントの切削をOFDI-3D 再構築及び血管内視鏡で評価し得た一例
（大阪警察病院) 佐々木 駿

Ｂ-17 ステント留置後のSlow flow に対する吸引血液からコレステロール結晶を同定しえた 1例
（大阪暁明館病院) 高橋 覚

Ｂ-18 大量血栓を JRカテをDeep Engage した上で ST01 を用いて血栓回収した一例
（警和会大阪警察病院) 上田 泰大

Ｂ-19 IVUS での鑑別に苦慮した血栓性病変に対して，ステントレス治療が有効であった急性心筋
梗塞の一例

（大阪市立大学大学院 循環器内科学) 吉村隆太郎

Ｂ-20 高度石灰化を伴う閉塞/入口部病変へのロータワイヤー通過に 0.010-inch ワイヤーシステム
が有効であった 2例

（洛和会音羽病院 心臓内科) 駒井 翼

Ｂ-21 右冠動脈の慢性完全閉塞（CTO）病変に対してProminent BTA が有効であった 1例
（大阪労災病院 循環器内科) 川浪 翔大
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虚血性心疾患 5
演題 Ｂ-22～26（11：17～11：52) 座長：田 村 崇（日本赤十字社和歌山医療センター 循環器内科）

藤 田 知 之（国立循環器病研究センター 心臓血管外科）

Ｂ-22 体外循環式心肺蘇生法，冠動脈形成術で救命した 2枝同時ステント血栓症の 1例
（淀川キリスト教病院) 荻本 圭祐

Ｂ-23 経カテーテル的大動脈弁置換術（TAVI）後に人工弁周囲組織増生により左冠動脈入口部狭窄
をきたした 1例

（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 九山 直人

Ｂ-24 TAVI 後狭心症に対しPCI に難渋した一例
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 津田 真希

Ｂ-25 急性心筋梗塞に伴う心破裂に対して外科的介入を行わずに心嚢ドレナージのみで加療し得た
一例

（特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院) 田中 康太

Ｂ-26 心原性ショックに対する新たな循環補助デバイス，IMPELLA の初期使用経験から考える適応
と展望

（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 真玉 英生

Ｃ 会 場
(ルーム⚑)

午前の部 8：50～11：59

弁膜症 1
演題 Ｃ-1～5（8：50～9：25) 座長：佐 賀 俊 彦（近畿大学 心臓血管外科）

真 野 敏 昭（関西労災病院 循環器内科）

Ｃ-1 da Vinci surgical system を用いた低侵襲僧帽弁形成術の戦略と成績
（国立循環器病研究センター) 角田 宇司

Ｃ-2 Trifecta 人工弁における人工弁不全に対して reAVRを要した一例
（天理よろづ相談所病院 心臓血管外科) 杉田 洋介

Ｃ-3 尾崎法による大動脈弁再建術後遠隔期に重症大動脈弁逆流を発症した一例
（大阪市立総合医療センター 心臓血管外科) 西矢 健太

Ｃ-4 多発性骨髄腫を合併した僧帽弁閉鎖不全症に対して右肋間小開胸で手術を行った一例
（神戸市立医療センター中央市民病院 心臓血管外科) 藤井 浩史

Ｃ-5 重症大動脈弁狭窄症に重症三尖弁逆流症を合併した高齢者心不全症例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 天野 雅史
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弁膜症 2
演題 Ｃ-6～10（9：25～10：00) 座長：天 木 誠（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

平 田 久美子（大阪教育大学 教育学部）

Ｃ-6 重症機能性MRに対してMitraClip が著効した 1例
（関西医科大学病院 内科学第 2講座) 金 宏美

Ｃ-7 高度僧帽弁閉鎖不全症に対して薬物療法のみで経過観察できた超高齢女性の一例
（国立病院機構大阪医療センター 循環器内科) 福島 貴嗣

Ｃ-8 低強度臥位エルゴ負荷により機能性僧帽弁逆流の増悪を確認できた心不全の一例
（国立病院機構大阪医療センター) 飯田 吉則

Ｃ-9 無症候性僧帽弁閉鎖不全症に対して，ハンドグリップ負荷右心カテーテル検査を行った 2例
からの考察

（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 入江 勇旗

Ｃ-10 DCMに伴う severe functional MR に対して 2clip によりMRの制御が可能であった 1症例
（兵庫県立姫路循環器病センター) 岩根 成豪

弁膜症 3
演題 Ｃ-11～16（10：00～10：42) 座長：大 西 俊 成（大阪大学 循環器内科学）

神 﨑 秀 明（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

Ｃ-11 感染性心内膜炎に対して大動脈弁置換術後に僧帽弁穿孔を来たした 1例
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 仙石 薫子

Ｃ-12 生体弁機能不全に対する TAV in SAV により良好な結果を得た 1例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 大内 成浩

Ｃ-13 TAVI 後に自己弁尖が左冠動脈口の近傍に位置し，術後の抗血栓薬の選択に悩んだ一例
（大阪医科大学 循環器内科) 前田 大智

Ｃ-14 重症大動脈弁狭窄症に対し大動脈弁用イノウエ・バルーンを用いて弁形成術を行った 1例
（京都桂病院) 平野正二郎

Ｃ-15 TAVI 後に感染性心内膜炎を発症した一例
（八尾市立病院) 南坂 朋子

Ｃ-16 大動脈弁パッチ閉鎖部位にガリウムシンチで集積を認めた補助人工心臓装着術後感染性心内
膜炎の一例

（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 二見真紀人

弁膜症 4
演題 Ｃ-17～21（10：42～11：17) 座長：三 宅 誠（天理よろづ相談所病院 循環器内科）

山 本 裕 美（近畿大学 循環器内科学）

Ｃ-17 静注強心薬持続投与下で自宅退院となった末期重症心不全の一例
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 永田 春乃

Ｃ-18 高度三尖大動脈弁狭窄症，冠動脈三枝病変に，高度二尖弁肺動脈弁狭窄症を合併した一例
（大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科) 伊藤 朝広
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Ｃ-19 心臓MRI を用いた三尖弁逆流の定量評価
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 三浦 弘之

Ｃ-20 Eisenmenger 症候群（以下 EMS）を疑われた重症肺動脈弁狭窄（以下 PS），心室中隔欠損
症（以下VSD）の65歳女性

（加古川中央市民病院 循環器内科) 白井 丈晶

Ｃ-21 二次孔欠損型心房中隔欠損に合併する下大静脈欠損の診断を契機に判明した左側相同の一例
（神戸大学医学部附属病院 循環器内科) 山下健太郎

心筋炎・心筋症 1
演題 Ｃ-22～27（11：17～11：59) 座長：世 良 英 子（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学）

田 巻 庸 道（天理よろづ相談所病院 循環器内科）

Ｃ-22 心室細動蘇生後に軽度左室収縮能低下を認め心筋生検にて心筋炎と診断した 1症例
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 瀬川 貴嗣

Ｃ-23 経皮的両心室補助システムの使用で合併症なく心機能回復が得られた劇症型心筋炎の 1例
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 井上 朋子

Ｃ-24 トロポニンＴで好酸球性心筋炎の急性期再発を早期に診断し得た一例
（兵庫医科大学病院 循環器内科) 松本 祐樹

Ｃ-25 心原性ショックを伴う好酸球性心筋炎に対しステロイドパルス療法を施行した一症例
（大阪急性期総合医療センター 心臓内科) 上田 薫平

Ｃ-26 アルコール性心筋症に好酸球性心筋炎を合併した重症心不全の 1例
（大阪医科大学 循環器内科) 藤原 義大

Ｃ-27 慢性リンパ増殖性疾患に合併した心不全の急性期にプレドニゾロン投与が奏効した一例
（仙養会 北摂総合病院 循環器内科) 藤田 正紘

Ｃ 会 場
(ルーム⚑)

午後の部 13：00～15：34

不整脈 6
演題 Ｃ-28～33（13：00～13：42) 座長：水 野 裕 八（大阪大学 循環器内科学）

安 岡 良 文（近畿大学 循環器内科）

Ｃ-28 てんかんと診断されていたカテコラミン誘発多形性心室頻拍の一例
（JCHO大阪病院 循環器内科) 七條 加奈

Ｃ-29 β遮断薬投与中にも関わらずVTの出現をきたした一例
（八尾市立病院 循環器内科) 井上 創輝

Ｃ-30 Antidromic Snare wire technique にて LV lead を留置した一例
（国立循環器病研究センター) 若宮 輝宜

－ 22 －
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Ｃ-31 急性心筋梗塞後 notched T wave 出現，VF storm を繰り返した 1例
（りんくう総合医療センター 循環器内科) 村木 良輔

Ｃ-32 右室前壁の広範な低電位領域内に心室頻拍回路の緩徐伝導路を認めた Fallot 四徴症修復術後
の 1例

（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 西村 俊亮

Ｃ-33 除細動閾値テスト時にノイズと認識しショック作動が行われなかった完全皮下植込み型除細
動器植込み後の 1例

（大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学) 田村 尚大

不整脈 7
演題 Ｃ-34～39（13：42～14：24) 座長：三 好 美 和（JCHO大阪病院 循環器内科）

山 形 研一郎（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

Ｃ-34 低カリウム血症が心室細動誘発の一因と考えられたQT延長合併急性心不全の一例
（地域医療機能推進機構大阪病院 循環器内科) 安村かおり

Ｃ-35 冠攣縮と Brugada 症候群の鑑別に苦慮した来院時心肺停止の一例
（社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会千里病院 循環器内科) 坂谷 彰哉

Ｃ-36 遺伝性QT延長症候群に対してカルベジロールに加えてナドロールを追加投与し，QTの改善
を認めた 1例

（関西労災病院) 豊島 拓

Ｃ-37 心肺停止蘇生後の体温管理療法中にＪ波が顕在化し電気的ストームを来した早期再分極の一
例

（国立循環器病研究センター) 竹内 智

Ｃ-38 運動直後に心室細動を認めた冠動脈起始異常の 1例
（国立循環器病研究センター) 謝 新

Ｃ-39 夜間 torsade de pointes を繰り返した LQT2 型症例に対してペースメーカーが奏功した母子
例

（武田総合病院) 木田 順富

不整脈 8
演題 Ｃ-40～44（14：24～14：59) 座長：石 橋 耕 平（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

野 田 崇（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

Ｃ-40 甲状腺機能亢進症に合併した徐脈頻脈症候群の一例
（JCHO京都鞍馬口医療センター) 菅 孝臣

Ｃ-41 右心耳リードの Latency についての考察
（独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 循環器科) 関原 孝之

Ｃ-42 ICMが失神原因検索に有用であった一例
（近江八幡市立総合医療センター) 後藤 大輝

Ｃ-43 繰り返す意識消失発作に対して植込み型ループレコーダを用いて発作性上室性頻拍による失
神と診断できた 1例

（加古川中央市民病院) 藤井 寛之

－ 23 －
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Ｃ-44 His 束ペーシングリード留置後の閾値上昇により，留置 3ヶ月後に心室リードの revision を
必要とした 1例

（大阪市立総合医療センター 循環器内科) 中逵 賢一

不整脈 9
演題 Ｃ-45～49（14：59～15：34) 座長：井 上 優 子（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

貝 谷 和 昭（大津赤十字病院 循環器内科）

Ｃ-45 ペースメーカ植え込み術後慢性期にPacemaker-twiddlerʼs syndrome を認めた一例
（国立病院機構大阪医療センター 循環器内科) 大橋 拓也

Ｃ-46 一時的ペーシングリードの縦隔内穿孔を認めたが保存的に加療し得た一例
（多根総合病院 循環器内科) 山崎 玲子

Ｃ-47 ペースメーカー植込術後慢性期に心房リード穿孔による心タンポナーデをきたし緊急開胸術
を要した一例

（地方独立行政法人市立東大阪医療センター 循環器内科) 石津 宜丸

Ｃ-48 洞不全症候群に第 4相ブロックが疑われる発作性房室ブロックを合併した一例
（加古川中央市民病院 循環器内科) 園田 祐介

Ｃ-49 血管アクセスが限定されたペースメーカ感染の 1例
（国立循環器病研究センター 不整脈科) 和田 暢

Ｄ 会 場
(ルーム⚒)

午前の部 8：50～10：28

大血管・静脈 1
演題 Ｄ-1～5（8：50～9：25) 座長：澁 谷 卓（大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科）

௰ 明 宏（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

Ｄ-1 血管内視鏡で大動脈プラークを検討した右網膜動脈分枝閉塞症の 1例
（大阪暁明館病院 心臓血管病センター) 武輪 光彦

Ｄ-2 ステロイドが効果不十分であった大動脈炎症候群に対し抗 interleukin-6 受容体抗体が有効で
あった一例

（大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学) 石川 裕敏

Ｄ-3 当院で経験したValsalva 洞動脈瘤破裂 2症例についての検討
（近江八幡市立総合医療センター) 金子 優作

Ｄ-4 遺伝学的検査にて確定診断に至った血管型Ehlers-Danlos 症候群の 2症例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 舟橋紗耶華

Ｄ-5 心不全を契機に診断された成人大動脈縮狭症の 1例
（市立長浜病院 心臓血管外科) 吉良 浩勝

－ 24 －
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大血管・静脈 2
演題 Ｄ-6～9（9：25～9：53) 座長：中 村 浩 彰（加古川中央市民病院 循環器内科）

山 下 侑 吾（京都大学 循環器内科学）

Ｄ-6 エドキサバン内服下でのカテーテル的直接血栓溶解療法が有効であった下肢静脈血栓の一例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 北原 慧

Ｄ-7 シャント肢の鎖骨下静脈閉塞を原因として発症した上肢の腫脹に対してステント留置が有効
であった一症例

（市立福知山市民病院) 大倉 孝史

Ｄ-8 子宮頸癌でポート留置後に上大静脈から右房内血栓が見つかりリバーロキサバン強化療法が
有効であった一例

（国立病院機構大阪医療センター) 堀内 恒平

Ｄ-9 亜広範型肺血栓塞栓症を合併した右卵巣静脈血栓症の一例
（八尾市立病院 循環器内科) 福岡 秀忠

大血管・静脈 3
演題 Ｄ-10～14（9：53～10：28) 座長：谷 口 貢（大阪府済生会富田林病院 循環器内科）

習 田 龍（大阪労災病院 循環器内科）

Ｄ-10 回収可能型下大静脈（IVC）フィルターを留置し帝王切開術を行った深部静脈血栓症（DVT）
合併妊娠の一例

（兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科) 河野 直樹

Ｄ-11 肺塞栓症を契機に診断に至ったアンチトロンビン欠乏症に合併した脳静脈血栓症の一例
（JCHO大阪病院 循環器内科) 江田 優子

Ｄ-12 中咽頭癌の寛解後に発症した左上肢深部静脈血栓症の一例
（近畿大学医学部附属病院) 副島奈央子

Ｄ-13 血栓閉塞した下大静脈フィルターに対し複数の手技を応用し回収可能であった静脈血栓塞栓
症の一例

（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 林 浩也

Ｄ-14 左膝窩静脈瘤が塞栓源と考えられた肺血栓塞栓症の 1例
（公立学校共済組合近畿中央病院 循環器内科) 林 済亨

－ 25 －
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Ｄ 会 場
(ルーム⚒)

午後の部 13：00～14：38

心膜・腫瘍 1
演題 Ｄ-15～19（13：00～13：35) 座長：大 西 哲 存（兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科）

宮 﨑 知奈美（東住吉森本病院 循環器内科）

Ｄ-15 僧帽弁形成術＋心房中隔欠損症パッチ閉鎖術術後早期に左室中隔に可動性腫瘤を認めた症例
（みどり病院 心臓弁膜症センター) 稲波 整

Ｄ-16 子宮頸癌の右心室内転移をきたした 1例
（生長会府中病院 循環器内科) 藤澤 直輝

Ｄ-17 著明な右心負荷所見を呈した左房粘液腫の一例
（関西医科大学 第二内科) 松木 理奈

Ｄ-18 発作性上室性頻拍で受診し，心エコー図検査で三尖弁に腫瘍を認め，乳頭状線維弾性腫と診
断された一例

（警和会大阪警察病院 循環器内科) 松村未紀子

Ｄ-19 肺血栓塞栓症との鑑別に難渋した肺動脈肉腫の一例
（神戸大学大学院医学研究科 内科学講座循環器内科分野) 松岡庸一郎

心膜・腫瘍 2
演題 Ｄ-20～24（13：35～14：10) 座長：川 上 利 香（奈良県立医科大学 循環器内科）

長谷川 拓 也（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

Ｄ-20 心嚢液貯留による心不全症状で発見された原発性滲出性リンパ腫類似リンパ腫の 1例
（神戸医療センター 循環器内科) 永井 駿

Ｄ-21 心膜限局性アミロイドーシスによる収縮性心膜炎の一例
（独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 循環器科) 中村 友香

Ｄ-22 典型的な身体所見を呈した収縮性心膜炎の 1例
（松下記念病院 循環器内科) 川俣 博史

Ｄ-23 大動脈弁置換術後半年で収縮性心膜炎の診断に至り心膜剥皮術を施行した 1例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 川口 樹里

Ｄ-24 心嚢水貯留と心嚢内腫瘤を契機に発見された悪性リンパ腫の一例
（神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科) 三好悠太郎

－ 26 －
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心膜・腫瘍 3
演題 Ｄ-25～28（14：10～14：38) 座長：川 﨑 達 也（松下記念病院 循環器内科）

田 村 俊 寛（天理よろづ相談所病院 循環器内科）

Ｄ-25 心嚢液に IgG4 陽性形質細胞浸潤を確認しえた IgG4 関連心膜炎の一例
（JCHO大阪病院 循環器内科) 福井 智大

Ｄ-26 典型的な皮膚症状を欠き，心外膜炎で発症し診断に難渋した成人スティル病の一例
（京都第二赤十字病院 循環器内科) 藤本 智貴

Ｄ-27 発熱，心腔内疣贅を契機に診断したＢ細胞性非ホジキン性リンパ腫の一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 金児奈瑠香

Ｄ-28 僧帽弁巨大疣種を認めた感染性心内膜炎に対して，SBT/ABPC頻回投与が著効した症例
（JR大阪鉄道病院 循環器内科) 奥野 隆祐

Ｅ 会 場
(ルーム⚓)

午前の部 8：50～11：52

不整脈 1
演題 Ｅ-1～5（8：50～9：25) 座長：松 井 由美恵（大阪府済生会泉尾病院 循環器内科）

永 瀬 聡（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

Ｅ-1 発作性心房細動に対するクライオバルーンアブレーション後 7ヶ月で死亡し病理解剖を行っ
た 1例

（大阪労災病院) 浮田 康平

Ｅ-2 右房中隔の低電位領域を起源とする心房細動アブレーション後，心房頻拍の一例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 平田 真也

Ｅ-3 クライオバルーンアブレーション後に急性胃拡張を来した一例
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 中野 智彰

Ｅ-4 右胸心に合併した発作性心房細動に対してクライオバルーンを用いて安全に治療し得た一例
（関西労災病院 循環器内科) 上松 弘幸

Ｅ-5 心房細動に対する高周波カテーテル・アブレーション術後に左横隔神経麻痺をきたした 1例
（市立東大阪医療センター 循環器内科) 吉田 聡

－ 27 －
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不整脈 2
演題 Ｅ-6～10（9：25～10：00) 座長：赤 尾 昌 治（国立病院機構京都医療センター 循環器内科）

松 本 晃 典（愛仁会明石医療センター 循環器内科）

Ｅ-6 三心房心に合併した発作性心房細動に対しカテーテルアブレーションを施行した一例
（川崎病院 循環器内科) 高橋 怜嗣

Ｅ-7 Ganglionated Plexi 検出のための高頻度刺激中に冠攣縮による右冠動脈完全閉塞を来した発
作性心房細動の一例

（大阪府済生会泉尾病院 循環器内科) 大石 洋平

Ｅ-8 心房静止状態からの回復期に心原性塞栓症を呈した 2症例
（近畿大学医学部附属病院 循環器内科) 永野 兼也

Ｅ-9 肺静脈隔離術後に嚥下障害を発症し，食道進行癌と診断された 1症例
（市立伊丹病院) 二井 理恵

Ｅ-10 慢性腎疾患と心房細動罹病リスクとの関係：吹田研究
（国立循環器病研究センター 予防健診部) 小久保喜弘

不整脈 3
演題 Ｅ-11～15（10：00～10：35) 座長：小 堀 敦 志（神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科）

土 井 淳 史（大阪市立大学 循環器内科学）

Ｅ-11 三尖弁輪下大静脈間解剖学的峡部ブロックライン作成中に迷走神経反射と考えられる房室ブ
ロックを認めた一例

（JCHO星ヶ丘医療センター 循環器内科) 松本 専

Ｅ-12 左側後壁 Kent 束が疑われたがMiddle cardiac vein 入口部が最早期であった後中隔Kent 束の
一例

（独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 循環器科) 関原 孝之

Ｅ-13 重症大動脈弁狭窄症に合併した僧帽弁輪周囲旋回型心房粗動の一例
（独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 循環器科) 関原 孝之

Ｅ-14 心房中隔パッチ閉鎖術術後に，下大静脈の脱血管瘢痕関連の心房頻拍を認めた 1症例
（大阪警察病院 循環器内科) 大野 純一

Ｅ-15 偽性心室頻拍を合併した中隔副伝導路に対してアブレーション治療を施行した一例
（国立病院機構京都医療センター 循環器内科) 石上健二郎

不整脈 4
演題 Ｅ-16～21（10：35～11：17) 座長：前 田 惠 子（東住吉森本病院 循環器内科）

宮 本 康 二（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

Ｅ-16 心房頻拍再発に対して RhythmiaTMを用いた高密度マッピングがアブレーションに有用で
あった一例

（大阪労災病院 循環器内科) 矢野 正道

Ｅ-17 僧帽弁機械弁置換術，Maze 術後の僧帽弁輪を旋回する心房頻拍に冠静脈洞内での通電が有
効であった一例

（神戸大学医学部附属病院 循環器内科学分野) 坂井 淳
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Ｅ-18 左上大静脈遺残内における左心耳内 far field potential を narrow/wide bipolar pacing で比較
した 1症例

（大阪労災病院 循環器内科) 菅江 宏樹

Ｅ-19 心室頻回刺激に対して 3種類のレスポンスを示した発作性上室性頻拍の 1症例
（大阪労災病院 循環器内科) 松永 泰治

Ｅ-20 RV entrainment pacing で pseudo short corrected PPI-TCL を認めた通常型AVNRTの一例
（大阪労災病院 循環器内科) 安元 浩司

Ｅ-21 右脚ブロック形成とともに誘発性が消失したATP感受性心房頻拍の一例
（地方独立行政法人市立東大阪医療センター 循環器内科) 松岡 勇樹

不整脈 5
演題 Ｅ-22～26（11：17～11：52) 座長：江 里 正 弘（医仁会武田総合病院 不整脈科）

福 沢 公 二（神戸大学 循環器内科学）

Ｅ-22 大動脈無冠尖内からの通電が有効であった持続性心室頻拍の一例
（大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学) 片山 恒

Ｅ-23 心室頻拍ストームに対し多点電極カテーテルを用いた経皮的心外膜アブレーションが有効で
あった 1例

（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 渡邉 潤平

Ｅ-24 右室リードとの関連が疑われた心室期外収縮へのアブレーションが奏功した心室細動の一例
（国立循環器病研究センター病院) 開地 亮太

Ｅ-25 ペーシングとランジオロールが著効した持続性心室頻拍の一例
（京都第二赤十字病院) 下尾 知

Ｅ-26 肺動脈弁上カテーテルアブレーションが奏功した特発性心室性期外収縮の一例
（京都桂病院 心臓血管センター 内科) 永井 泰斗

Ｆ 会 場
(ルーム⚗)

午前の部 8：50～11：38

学生・初期研修医セッション 1
演題 Ｆ-1～6（8：50～9：32) 座長：永 澤 浩 志（神戸市立西神戸医療センター 循環器内科）

宮 崎 俊 一（近畿大学 循環器内科）

Ｆ-1 左前下行枝近位部からの血栓性閉塞が原因と思われる心肺停止後に冠動脈形成術にて救命し
得た 1例

（市立東大阪医療センター 初期研修医) 福島 菖子

Ｆ-2 家族性高コレステロール血症に合併した労作性狭心症に対してPCI を施行した症例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 米田 史哉

－ 29 －

Ｆ

会

場



  Page 15

Ｆ-3 急性冠症候群に対する primary PCI 中に突然の冠動脈血流途絶で顕在化した心室中隔穿孔の 1
例

（京都中部総合医療センター 循環器内科) 田坂 聡

Ｆ-4 肺塞栓を併発し，冠動脈内多量血栓を認めた高ホモシステイン血症合併の急性冠症候群の一
例

（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 大林 勇輝

Ｆ-5 洞不全症候群による心原性ショックを合併した急性下壁心筋梗塞の一例
（JCHO神戸中央病院) 井出 文枝

Ｆ-6 両側総大腿動脈触知不良を伴うKillip-3 急性心筋梗塞に対しPCI と EVTを同時実施した一例
（京都第一赤十字病院 心臓センター循環器内科) 伊藤 史晃

学生・初期研修医セッション 2
演題 Ｆ-7～12（9：32～10：14) 座長：木 村 剛（京都大学 循環器内科学）

田 原 良 雄（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

Ｆ-7 下肢動脈血栓除去術後に冠攣縮性狭心症を合併した一例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 高柳 俊亮

Ｆ-8 PCI 後の経過に差を認めた LAD近位部閉塞によるSTEMI2 症例の比較検討
（国立病院機構 京都医療センター) 生野 智美

Ｆ-9 臨床的経過に差を認めた左前下行枝近位部閉塞による急性心筋梗塞 2症例の比較検討
（国立病院機構 京都医療センター 循環器内科) 生野 智美

Ｆ-10 心筋梗塞合併心破裂の一剖検例
（育和会記念病院 初期研修医) 大原 直樹

Ｆ-11 FIFA ワールドカップ観戦中に急性心筋梗塞を発症した 1例
（松下記念病院 循環器内科) 瀧上 夏未

Ｆ-12 慢性活動性EBウイルス感染症に伴う冠動脈瘤に胸痛を認めた一例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 志水悠一郎

学生・初期研修医セッション 3
演題 Ｆ-13～18（10：14～10：56) 座長：赤 阪 隆 史（和歌山県立医科大学 循環器内科）

世 良 英 子（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学）

Ｆ-13 RCA末梢の SCAD発症 3年後に LAD及び LCXに SCADを発症した 1例
（北播磨総合医療センター 循環器内科) 上月 惇

Ｆ-14 肺癌治療中にUAPを発症した一例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 井上 良

Ｆ-15 ホルター心電図でST上昇が記録された不安定狭心症の 1例
（市立ひらかた病院) 西本 凪里

Ｆ-16 造影剤使用によるアナフィラキシーショックから冠動脈攣縮を合併した一例
（大阪医科大学附属病院 循環器内科) 宮前 俊司
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Ｆ-17 3 回の急性心筋梗塞の既往がある非糖尿病患者における，失神を主訴とした無痛性心筋梗塞
の 1例

（育和会記念病院) 角野 信

Ｆ-18 持続性心房細動にてDOAC内服中に冠動脈塞栓症による急性心筋梗塞を発症した 1例
（和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科) 根本 樹希

学生・初期研修医セッション 4
演題 Ｆ-19～24（10：56～11：38) 座長：粟 野 孝次郎（北播磨総合医療センター 循環器内科）

中 川 義 久（天理よろづ相談所病院 循環器内科）

Ｆ-19 テストステロン高値を認めた50代女性の AMI 症例
（大阪医科大学 循環器内科) 野中麻由美

Ｆ-20 心肺停止の原因となった冠攣縮性狭心症に IgG4 関連疾患との関連が疑われた 1例
（京都中部総合医療センター) 渡辺 和徳

Ｆ-21 内頚動脈ステント留置術後に腎障害，腸管穿孔，Blue Toe 症候群を認めたコレステロール塞
栓症の 1例

（神戸大学大学院 医学研究科 医学部) 横山 諒一

Ｆ-22 下肢切断の部位・時期について考えさせられた急性下肢動脈閉塞症の一例
（大手前病院 循環器内科) 花盛 敬輝

Ｆ-23 スポーツ関連血管病変：バトミントンが誘発と考えられた鎖骨下静脈閉塞からの考察
（育和会記念病院) 大山 葵

Ｆ-24 PTRA が有効であった腎機能低下を呈する移植後慢性期に急速進行した移植腎動脈多発分枝
狭窄の一例

（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 足立 大地

Ｆ 会 場
(ルーム⚗)

午後の部 13：00～16：16

虚血性心疾患 6
演題 Ｆ-25～30（13：00～13：42) 座長：浅 海 泰 栄（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

石 原 隆 行（関西労災病院 循環器内科）

Ｆ-25 0.1mSv 以下の低侵襲心臓CT
（大阪暁明館病院) 小松 誠

Ｆ-26 術中心臓 CT 画像から，アプローチサイトの違いによりガイドカテーテルの engage の違い
を確認しえた症例

（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 横井 研介
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Ｆ-27 ガイディングカテーテルの選択や挿入に苦慮した右冠動脈高位起始の一例
（ベリタス病院 循環器内科) 羽田 健紀

Ｆ-28 CULPRIT-SHOCKトライアル時代における clinically-driven 急性期完全血行再建
（育和会記念病院) 河原田修身

Ｆ-29 ステントの位置合わせに rapid ventricular pacing が有用であった 1症例
（蘇生会総合病院 胸部心臓血管センター) 松岡 智広

Ｆ-30 多枝病変に対する FFRでの虚血評価により血行再建術を回避した病変に急性冠症候群を呈し
た 2例

（京都市立病院 循環器内科) 中島 規雄

虚血性心疾患 7
演題 Ｆ-31～35（13：42～14：17) 座長：外 村 大 輔（春秋会城山病院 循環器科）

森 井 功（北摂総合病院 循環器科）

Ｆ-31 胸痛と心電図異常のため紹介受診となり，食道裂孔ヘルニアを認めた一例
（加古川中央市民病院 循環器内科) 米田 幸世

Ｆ-32 健診を契機に診断された無症候性巨大冠動脈瘤の一例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科 冠疾患科) 市原 慎也

Ｆ-33 自然経過で消失した巨大冠動脈瘤の 1例
（大阪急性期・総合医療センター) 坂本 大輔

Ｆ-34 心室細動による院外心停止を契機に診断し得た先天性左冠動脈口閉鎖症の 1男児例
（近江八幡市立総合医療センター) 戸村 暢成

Ｆ-35 生前には診断し得えず，剖検にて死因究明した心原性ショックの 1例
（兵庫県立尼崎総合医療センター) 由井 希

心筋炎・心筋症 2
演題 Ｆ-36～41（14：17～14：59) 座長：大 郷 恵 子（国立循環器病研究センター 臨床検査部臨床病理科）

松 本 賢 亮（神戸大学 循環器内科学）

Ｆ-36 タファミジス投与により心病変の進行抑制が示唆された高齢発症遺伝性 ATTR アミロイドー
シスの一例

（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 新谷 康広

Ｆ-37 植え込み型除細動器留置後，慢性期に心機能低下を来たし，心アミロイドーシスと診断され
た 1例

（春秋会城山病院 検査科) 三枝 康治

Ｆ-38 PET-CT 検査により診断可能となった，心臓サルコイドーシスの一例
（八尾市立病院 循環器内科) 乾 礼興

Ｆ-39 電子顕微鏡が心アミロイドーシスの診断に有用であった 1例
（独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 循環器科) 砂山 勇

Ｆ-40 急速な心機能低下と心室頻拍を認めた心臓サルコイドーシスの一例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 北原 慧
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Ｆ-41 左室基部筋性中隔の菲薄化を三次元的に評価した心臓サルコイドーシスの一例
（神戸大学医学部附属病院 循環器内科) 矢冨 敦亮

心筋炎・心筋症 3
演題 Ｆ-42～46（14：59～15：34) 座長：猪 子 森 明（北野病院 心臓センター循環器内科）

藤 川 純 子（堺市立総合医療センター 循環器内科）

Ｆ-42 心筋ストレインは，造血器悪性腫瘍に対する造血幹細胞移植後早期の心機能障害を検出する
（大阪国際がんセンター 腫瘍循環器科) 大星真貴子

Ｆ-43 経食道心エコー図検査および造影 CT による評価が治療方針決定に有用であった大動脈弁下
狭窄の一例

（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 吉田 珠美

Ｆ-44 左脚ブロック波形と長いQLVを有するも心臓再同期療法が奏功しなかった非虚血性心筋症の
一例

（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 上田 暢彦

Ｆ-45 経皮的心室中隔心筋焼灼術（PTSMA）における治療血管の選択に心臓CTが有用であった一
例

（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 仲井 えり

Ｆ-46 肥大型心筋症の心室遅延電位に対するガドリニウム遅延造影の分散
（松下記念病院 循環器内科) 川崎 達也

心筋炎・心筋症 4
演題 Ｆ-47～52（15：34～16：16) 座長：中 上 拓 男（近江八幡市立総合医療センター 循環器内科）

宮 坂 陽 子（関西医科大学 内科学第二講座）

Ｆ-47 血圧管理が有効であった難治性心不全を合併したベッカー型筋ジストロフィーの 1例
（製鉄記念広畑病院 循環器内科) 吉田 千晃

Ｆ-48 Anabolic steroid による心筋障害が疑われた一例
（京都第二赤十字病院) 白神 彬子

Ｆ-49 低用量アドリアマイシンにも関わらず薬剤誘発性心筋症を来した 1例
（社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院) 中村 真治

Ｆ-50 洞停止を契機とした急性心不全治療後に塞栓による急性心筋梗塞を来した 1例
（国立病院機構大阪医療センター 循環器内科) 鳥山智恵子

Ｆ-51 敗血症性心筋症を合併した日本紅斑熱の一例
（国立循環器病研究センター) 謝 新

Ｆ-52 torsade de pointes（TdP）を繰り返したカテコラミン心筋症の一例
（近江八幡市立総合医療センター) 冨田 伸也
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Ｇ 会 場
(ルーム⚘)

午前の部 8：50～11：31

学生・初期研修医セッション 5
演題 Ｇ-1～6（8：50～9：32) 座長：尾 野 亘（京都大学 循環器内科学）

坂 田 泰 史（大阪大学 循環器内科学）

Ｇ-1 拡張相肥大型心筋症様の変化を呈したAcromegalic Cardiomyopathy の一例
（市立奈良病院 臨床研修センター) 八嶌 駿

Ｇ-2 三度の発症を繰り返したたこつぼ型心筋症の一例
（京都中部総合医療センター 循環器内科) 松井 智啓

Ｇ-3 ステロイド治療によりカテコラミン依存状態から離脱しえた心サルコイドーシスの症例
（天理よろづ相談所病院 総合診療教育部) 芳山 貴樹

Ｇ-4 心尖部型タコツボ症候群発症後に心原性脳塞栓症を合併した一例
（大阪医科大学附属病院 循環器内科) 高山 仁実

Ｇ-5 左室内血栓を合併したが保存的加療で良好に経過した急性心筋炎の一例
（東住吉森本病院) 西浦 伶

Ｇ-6 トロポニンＴ陽性から診断に至った心アミロイドーシスの一例
（大阪市立総合医療センター 循環器内科) 簡野 泰成

学生・初期研修医セッション 6
演題 Ｇ-7～12（9：32～10：14) 座長：星 田 四 朗（八尾市立病院 循環器内科）

的 場 聖 明（京都府立医科大学 循環器内科学）

Ｇ-7 心筋炎に合併した房室ブロックの 1例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 中川 大志

Ｇ-8 抗ミトコンドリア抗体陽性筋炎に合併した心筋症の一例
（関西電力病院 循環器内科) 齋藤 敦徳

Ｇ-9 早期診断が可能であったAL心アミロイドーシスの 1例
（大阪医科大学 循環器内科) 森 麻奈斗

Ｇ-10 原因特定に難渋した心不全の一例
（関西医科大学 第二内科) 玉垣 圭祐

Ｇ-11 長期間管理不良のバセドウ病に心不全が合併した一例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 中村 大和

Ｇ-12 心サルコイドーシスに対するステロイド治療を行うタイミングに苦慮した 1例
（和歌山県立医科大学 循環器内科) 野田 雄祐
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学生・初期研修医セッション 7
演題 Ｇ-13～18（10：14～10：56) 座長：௰ 野 健（兵庫医療大学 薬学部）

松 室 明 義（洛西ニュータウン病院）

Ｇ-13 脳膿瘍合併感染性心内膜炎に対し待機的僧帽弁形成術を施行した 1例
（京都府立医科大学 医学部 心臓血管外科) 永瀬 崇

Ｇ-14 Streptococcus bovis による感染性心内膜炎に対して保存的加療で良好な経過を得た一例
（大津赤十字病院) 下山 佳織

Ｇ-15 severe AR に対する手術前に感染性心内膜炎菌血症，多発脳梗塞を認めた一例
（京都大学医学部附属病院) 芝田くるみ

Ｇ-16 シベンゾリン負荷試験にて血行動態及び僧帽弁逆流症の改善を確認した左室流出路狭窄の一
例

（田附興風会医学研究所北野病院) 吉治 誠

Ｇ-17 心エコー図検査にて偶発的に発見された巨大冠動脈瘤の一例
（田附興風会医学研究所北野病院) 齊藤 亘

Ｇ-18 確定診断に難渋した心臓腫瘍の一例
（大阪医科大学 循環器内科) 井上 雅巨

学生・初期研修医セッション 8
演題 Ｇ-19～23（10：56～11：31) 座長：瓦 林 孝 彦（多根総合病院 循環器内科）

永 井 義 幸（りんくう総合医療センター 循環器内科）

Ｇ-19 高ホモシステイン血症により肺血栓塞栓症を来した 1例
（兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科) 今川 幸人

Ｇ-20 右上肢痺れ，疼痛症状の数年後に静脈血栓を生じた一例
（大阪医科大学 循環器内科) 亀石 眞

Ｇ-21 取り下げ

Ｇ-22 発症早期に特徴的なCT所見を認め，早期に診断しえた高安動脈炎の一例
（草津総合病院 循環器内科) 山地 亮輔

Ｇ-23 大動脈解離術後遠隔期に elephant trunk 遠位部狭窄により治療抵抗性高血圧と間欠性跛行を
きたした 1例

（紀南病院) 中渡瀬 智
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Ｇ 会 場
(ルーム⚘)

午後の部 13：00～15：13

末梢血管 1
演題 Ｇ-24～28（13：00～13：35) 座長：五十殿 弘 二（京都第二赤十字病院 循環器内科）

加 藤 拓（洛和会音羽病院 心臓内科）

Ｇ-24 バージャー病の適切な診断と治療の確立を目指して
（育和会記念病院 循環器内科) 河原田修身

Ｇ-25 ガス壊疽や壊死性筋膜炎患者の下肢動脈閉塞性病変に対する治療戦略
（育和会記念病院 循環器内科) 河原田修身

Ｇ-26 感染を合併した重症虚血肢に対して緊急デブリードマン及び血行再建術を施行し救肢し得た
1症例

（関西労災病院 循環器内科) 東野奈生子

Ｇ-27 治療に苦慮したがチーム医療により救肢に成功した急性感染併発重症下肢虚血の症例
（洛和会音羽病院 心臓内科) 太田悠太郎

Ｇ-28 全身性強皮症に関連した高齢者症候性下腿動脈病変
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 舟橋紗耶華

末梢血管 2
演題 Ｇ-29～32（13：35～14：03) 座長：河原田 修 身（育和会記念病院 循環器内科）

渡 部 徹 也（八尾市立病院 循環器内科）

Ｇ-29 下肢動脈慢性完全閉塞性病変の病理学的検討
（育和会記念病院 循環器内科) 河原田修身

Ｇ-30 大腿膝窩動脈病変に対し薬剤コーティングバルーンによる血管内治療後に異なる血管内超音
波所見を認めた 2例

（関西労災病院 循環器内科) 奥野 翔太

Ｇ-31 SFA 閉 SFA 塞にステントグラフトとベアメタルステントを留置し慢性期に血管内視鏡・
IVUSにて観察しえた一例

（大阪労災病院 循環器内科) 安永 元樹

Ｇ-32 下肢末梢動脈へ自己拡張型ステントを留置後の遠隔期再狭窄において新生内膜の異常所見が
観察された 2症例

（兵庫医科大学 循環器内科・冠疾患内科) 三木孝次郎
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末梢血管 3
演題 Ｇ-33～37（14：03～14：38) 座長：飯 田 修（関西労災病院 循環器内科）

東 森 亮 博（岸和田徳州会病院 循環器内科）

Ｇ-33 鼠径靭帯以下高度石灰化病変に対するPICKINGテクニック
（育和会記念病院 循環器内科) 河原田修身

Ｇ-34 下腿動脈バイパスグラフト閉塞に対する血管内治療手技の考察
（育和会記念病院 循環器内科) 河原田修身

Ｇ-35 VIABAHN 留置後の急性下肢虚血に対して Fogarty カテーテルによる血栓除去術を施行した
一例

（大阪赤十字病院) 梶谷 憲司

Ｇ-36 左腎動脈の高度狭窄を含む腹部大動脈の高度石灰化による亜閉塞に対して EVT を施行した 1
例

（八尾市立病院 循環器内科) 植野 啓介

Ｇ-37 膝窩動脈瘤に対してステントグラフトを用いて血管内治療を施行した一例
（関西労災病院) 豊島 拓

末梢血管 4
演題 Ｇ-38～42（14：38～15：13) 座長：中 川 雅 之（神戸市立西神戸医療センター 循環器内科）

栁 生 剛（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

Ｇ-38 Rendezvous technique for inferior vena cava filter retrieval
（育和会記念病院 循環器内科) 河原田修身

Ｇ-39 巨大腎動脈瘤に対しコイル塞栓術を行った 1例
（宇治徳洲会病院 心臓血管外科) 川上 敦司

Ｇ-40 IABP シースによる後腹膜出血に対して血管内治療を行った一例
（八尾市立病院 循環器内科) 篠田 幸紀

Ｇ-41 線維性異形成症候群による腎動脈狭窄に対してステント留置術を施行した 1例
（八尾市立病院) 峯 健太朗

Ｇ-42 第一肋骨の変形により右上肢に広範囲に血栓閉塞を来した動脈性胸郭出口症候群の 1例
（京都大学医学部附属病院 心臓血管外科) 中村 真
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Ｈ 会 場
(ルーム⚙)

午前の部 8：50～11：38

学生・初期研修医セッション 9
演題 Ｈ-1～6（8：50～9：32) 座長：泉 家 康 宏（大阪市立大学 循環器内科学）

谷 口 泰 代（兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科）

Ｈ-1 当初鑑別困難であったアミオダロンによる間質性肺炎で入院しステロイドが奏効した一例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 中井 久登

Ｈ-2 右心カテーテル検査が診断に有用であった原発不明の肺動脈微小腫瘍塞栓（PTTM）合併肺
高血圧症の一例

（北播磨総合医療センター 循環器内科) 中 智孝

Ｈ-3 肺塞栓および深部静脈血栓症に対してヘパリン治療の効果が不十分であった旅行者外国人の
一例

（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 岸本 拓也

Ｈ-4 心房細動カテーテルアブレーション術後に薬剤性が疑われる急性低ナトリウム血症を生じた
1例

（関西労災病院 循環器内科/不整脈科) 深田 晃生

Ｈ-5 著明な起立時心拍数上昇を呈した心嚢穿刺後心嚢血気腫の一例
（大阪南医療センター 循環器科) 小川 敦史

Ｈ-6 Carey Coombs 雑音を伴う究極 III 音の一例
（神戸大学医学部附属病院 循環器内科) 神尾 翼

学生・初期研修医セッション 10
演題 Ｈ-7～12（9：32～10：14) 座長：岡 嶋 克 則（加古川中央市民病院 循環器内科）

栗 田 隆 志（近畿大学医学部附属病院 心臓血管センター）

Ｈ-7 下大静脈－三尖弁輪峡部通電により右冠動脈の血腫圧排，閉塞をきたした一例
（神戸大学医学部附属病院 循環器内科) 溝口 智子

Ｈ-8 偽性心室頻拍により頻脈依存性心筋症をきたした心不全の一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 野々村美保

Ｈ-9 心腔内エコー下心房中隔穿刺を施行した右心房中隔腫瘤の 2例
（兵庫医科大学 循環器内科・冠疾患内科) 宇佐美亜由子

Ｈ-10 アブレーション中に心房細動から肺静脈内心房頻拍に移行した一例
（兵庫医科大学 循環器内科) 二宮 花衣

Ｈ-11 房室結節回帰性頻拍に対してクライオアブレーションを施行した一例
（大阪大学医学部附属病院 卒後教育開発センター) 鈴木 貴博

Ｈ-12 頻回の意識消失をきたした間欠性WPW症候群の一例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 平尾 勇介
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学生・初期研修医セッション 11
演題 Ｈ-13～18（10：14～10：56) 座長：斎 藤 能 彦（奈良県立医科大学 循環器内科）

平 田 健 一（神戸大学 循環器内科学）

Ｈ-13 TAVI 予定中に急変し，AVR施行したがHIT を合併し治療に難渋した高齢女性の 1例
（加古川中央市民病院 循環器内科) 宮沢 嘉英

Ｈ-14 透析低血圧を合併した大動脈弁狭窄症に対してバルーン大動脈弁形成術（BAV）を施行した
一例

（赤穂市民病院 循環器科) 森内 航生

Ｈ-15 難治性感染性心内膜炎の経過中に急性大動脈弁逆流を発症した一例
（大津赤十字病院) 安藤 徳紀

Ｈ-16 整形外科術後に重症大動脈弁狭窄症と急性冠症候群による急性非代償性心不全を発症した 1
例

（大阪急性期・総合医療センター 心臓内科) 里村 洋樹

Ｈ-17 三尖弁置換術後に僧帽弁閉鎖不全症の増悪をきたした 1例
（田附興風会医学研究所北野病院 循環器内科) 山本 裕貴

Ｈ-18 フレイルティの高い慢性腎臓病患者に対して経カテーテル的大動脈弁留置術を施行した一例
（神戸大学医学部附属病院 循環器内科) 塚本 祥太

学生・初期研修医セッション 12
演題 Ｈ-19～24（10：56～11：38) 座長：泉 知 里（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

古 川 裕（神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科）

Ｈ-19 交通外傷を契機に発症したと考えられる重症僧帽弁閉鎖不全症の一例
（天理よろづ相談所病院 総合診療教育部) 坂本 慧

Ｈ-20 Becker 型筋ジストロフィーを合併した先天性心疾患に対する開心術の 1例
（京都府立医科大学小児医療センター 小児心臓血管外科) 北田 琢哉

Ｈ-21 先天性左冠動脈起始異常手術に伴う肺動脈弁逆流に対し，血流解析を基に右心弁膜症手術を
施行した成人例

（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 藤岡 真央

Ｈ-22 Ross-Konno 術後遠隔期右心不全に対し 4Dimaging を駆使し右室流出路再再建・三尖弁形
成・右側Maze 施行した 1例

（京都府立医科大学附属病院 小児心臓血管外科) 中井 理絵

Ｈ-23 僧帽弁閉鎖不全症を合併した成人期動脈管開存症の手術例
（大阪医科大学医学部附属病院 心臓血管外科) 牧浦 琢朗

Ｈ-24 腹部大動脈人工血管置換術と経カテーテル的大動脈弁留置術のハイブリッド手術を施行した
一例

（和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科) 武田 淳平
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Ｈ 会 場
(ルーム⚙)

午後の部 13：00～14：59

その他・全般 1
演題 Ｈ-25～29（13：00～13：35) 座長：鎌 倉 令（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

藤 田 亮 子（枚方公済病院 循環器内科）

Ｈ-25 高度肥満と閉塞性睡眠時無呼吸症候群への介入で改善を得られたHFpEF の一例
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 山口 聡

Ｈ-26 Heart failure with recovered EF 患者における proBNP分子比
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 木村 晃久

Ｈ-27 機能性MRを伴う慢性心不全に対して IABPが著効した症例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 西村 光平

Ｈ-28 くも膜下出血に神経原性肺水腫およびたこつぼ型心筋症を合併した一例
（国立神戸医療センター 循環器内科) 岩井 秀浩

Ｈ-29 Cannon sound に加えて複数の過剰心音を聴取した 3度房室ブロックの 1例
（松下記念病院 循環器内科) 張本 邦泰

その他・全般 2
演題 Ｈ-30～33（13：35～14：03) 座長：城 戸 佐知子（兵庫県立こども病院 循環器内科）

松 尾 あきこ（京都第二赤十字病院 循環器内科）

Ｈ-30 ベントール術後の抗生剤重症薬疹と誤認し，のちにメキシレチンに起因した薬剤性過敏症症
候群が判明した一例

（大津赤十字病院) 上田 遼馬

Ｈ-31 無症候で診断し得た左肺底区動脈大動脈起始症の一例
（大阪市立大学大学院 循環器内科学) 福田 浩平

Ｈ-32 腎腫瘍・下大静脈腫瘍塞栓加療中に右房巨大血栓・右肺動脈内血栓を形成し，緊急血栓摘出
術を施行した 1例

（京都大学医学部附属病院 心臓血管外科) 山本 涼

Ｈ-33 Cardiobacterium による感染性心内膜炎が疑われた脳卒中の一例
（西宮協立脳神経外科病院) 安藤 友孝
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肺循環
演題 Ｈ-34～41（14：03～14：59) 座長：大 郷 剛（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）

中 西 直 彦（京都府立医科大学 循環器内科学）

Ｈ-34 Noonan 症候群に合併した膠原病関連肺動脈性肺高血圧症に肺血管拡張薬初期併用療法が奏
功した一例

（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 堀 悠

Ｈ-35 気腫合併肺線維症（CPFE）に合併した LVEFの保たれた心不全（HFPEF）の 2例
（川西市立病院 循環器内科) 中川 雄介

Ｈ-36 急性右心不全を契機に全身性エリテマトーデスの診断に至った一例
（近江八幡市立総合医療センター 循環器内科) 安土 佳大

Ｈ-37 一年間イロプロスト吸入療法を継続できた肺気腫合併重症肺動脈性肺高血圧症の一例
（神鋼記念病院 循環器内科) 澤田 好江

Ｈ-38 重症肺動脈性肺高血圧症において心臓MRI T1 mapping 法で右室び漫性線維化が示唆された 1
剖検例

（国立循環器病研究センター) 謝 新

Ｈ-39 血管炎による肺高血圧症が疑われた一剖検例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 三角 香世

Ｈ-40 重症肺高血圧症を伴う心房中隔欠損症に対してʠtreat and repair strategyʡが奏功した 2症
例

（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 平川今日子

Ｈ-41 慢性血栓塞栓性肺高血圧症における肺動脈バルーン形成術治療後における肺血管拡張薬中止
の安全性評価

（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 新谷 康広
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