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第 1 会 場
(西館⚑F テルサホール)
午前の部 8：50～11：45

YIAセッション 1
演題 1-1～5（8：50～9：25) 座長：泉 家 康 宏（大阪市立大学 循環器内科学)

志 賀 浩 治（綾部市立病院 循環器内科)

1-1 下腿の動脈・静脈疾患に対してカテーテル・外科的治療を要した強皮症合併難治性下肢潰瘍
の一例

（京都第一赤十字病院 心臓センター 循環器内科) 池村奈利子

1-2 心筋梗塞の急性期に急性下肢虚血を発症し異なった下肢の転帰となった⚒症例
（京都第一赤十字病院 心臓センター 循環器内科) 西村 哲朗

1-3 右膝窩動脈瘤に対する人工血管置換術後に発症した type2 endoleak の一例
（京都第二赤十字病院) 桐井 陽祐

1-4 経カテーテル大動脈弁置換術後の急性期における心不全増悪因子の検討
（大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学) 岡井 主

1-5 僧帽弁置換術後の perivalvular leakage による溶血性貧血と置換術後大動脈弁位流速亢進で心
不全を来した一例

（京都大学医学部付属病院循環器内科) 石村 亮治

YIAセッション 2
演題 1－6～10（9：25～10：00) 座長：尾 野 亘（京都大学 循環器内科学)

中 村 隆 志（済生会滋賀県病院 循環器内科)

1-6 ランチージ徴候が病態評価に有用であった心不全の⚑例
（松下記念病院 リハビリテーション科) 笠井 健一

1-7 感染性心内膜炎による複雑な三尖弁病変に対して人工腱索を用いて三尖弁形成術を行った一
例

（京都第二赤十字病院) 夫 悠

1-8 心房細動アブレーションにより予後改善が期待される心不全症例とは？
―適応基準・介入タイミングの検討―

（三菱京都病院 心臓内科) 川治 徹真

1-9 心房細動が僧帽弁閉鎖不全症をともなった急性非代償性心不全の予後に与える影響について
の検討

（奈良県立医科大学 循環器内科) 平井香衣子

1-10 肺血栓塞栓症を発症した遺伝性アンチトロンビンⅢ欠損症の一例
（兵庫医科大学病院 循環器内科) 髙亀 武弘
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YIAセッション 3
演題 1-11～15（10：00～10：35) 座長：計 良 夏 哉（京都中部総合医療センター 循環器内科)

穂 積 健 之（和歌山県立医科大学 循環器内科)

1-11 偶発的に見つかった上行大動脈多発嚢状瘤の⚑例
（国立病院機構 京都医療センター 循環器内科) 青野 佑哉

1-12 淡路島急性心不全横断研究から日本の急性心不全発症を概算する
（兵庫県立淡路医療センター) 藤本 恒

1-13 長期ステロイド服用中に発症した急性細菌性心膜炎の一例
（近江八幡市立総合医療センター 循環器内科) 木村 英希

1-14 前立腺癌治療中に低Ｋ血症を伴う体重増加をきたした⚑例
（神鋼記念病院) 米田 幸世

1-15 感染性心内膜炎に対する外科手術後に再発し，重篤な経過をたどった一例
（滋賀県立総合病院 循環器内科) 回渕 祥太

YIAセッション 4
演題 1-16～20（10：35～11：10) 座長：泉 知 里（国立循環器病研究センター 心臓血管内科)

山 下 智 也（神戸大学 循環器内科学)

1-16 感染性脳動脈瘤破裂を合併した感染性心内膜炎の一例
（奈良県西和医療センター 循環器内科) 服部 悟治

1-17 塞栓リスクが高い左室内巨大血栓に対して抗凝固療法が奏功した一例
（京都第一赤十字病院 循環器内科) 片岡 瑛亮

1-18 初回急性心不全患者に対するトルバプタンの腎保護効果
（関西医科大学総合医療センター) 金 宏美

1-19 Drug-Eluting Stent の再狭窄病変に対し Drug-Coated Balloon による治療後，慢性期に冠動
脈瘤を生じた⚑例

（JCHO神戸中央病院) 田谷 俊彦

1-20 当院での IVUS stuck に関する検討
（国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 循環器内科) 清水 智弘

YIAセッション 5
演題 1-21～25（11：10～11：45) 座長：野 原 隆 司（枚方公済病院)

古 川 裕（神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科)

1-21 4 種類の第⚒，⚓世代 薬剤溶出性ステントの血管内修復過程の違いについての光干渉断層法
による解析

（大阪労災病院) 松廣 裕

1-22 左回旋枝の高度石灰化を伴う高度狭窄病変に対して Rotablator と新規の Cutting Balloon が
有効であった一例

（関西労災病院) 中尾 匠
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1-23 CTO PCI における 3Dワイヤリング法の learning curve
（桜橋渡辺病院) 田中 康太

1-24 薬物負荷心筋シンチグラフィ検査施行中に急性冠症候群を発症した⚑例
（JCHO神戸中央病院) 田谷 俊彦

1-25 カルフィゾミブによる薬剤性心不全の一例
（神鋼記念病院 循環器内科) 桑原 直也

第 2 会 場
(東館⚒F 第⚑＋⚒＋⚓セミナー室)

午前の部 8：50～11：45

虚血性心疾患 1
演題 2-1～5（8：50～9：25) 座長：朝 倉 正 紀（兵庫医科大学 循環器内科・冠疾患内科)

木 下 法 之（康生会武田病院 循環器内科)

2-1 ステント再狭窄に対する薬剤コーティングバルーンの効果の検討
（加古川中央市民病院 循環器内科) 辻本 誠長

2-2 de-novo lesion の急性冠症候群に対する薬剤塗布バルーン治療を行った例
（ツカザキ病院 循環器内科) 萩倉 新

2-3 小児の移植心冠動脈病変に対して薬剤バルンを用いた経皮的冠動脈インターベンションを
行った一例

（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科) 横井 研介

2-4 冠動脈拡張症に合併したACSに対して異なる治療戦略をとった⚒症例
（洛和会音羽病院 心臓内科) 駒井 翼

2-5 エキシマレーザーが有効であった十二指腸潰瘍穿孔合併STEMI の一例
（洛和会音羽病院 心臓内科) 太田悠太郎

虚血性心疾患 2
演題 2-6～10（9：25～10：00) 座長：石 坂 信 和（大阪医科大学 循環器内科)

小 林 智 子（京都桂病院 心臓血管センター内科)

2-6 LADに CTO病変を有する⚓枝冠動脈閉塞の重症ACS症例を救命しえた⚑例
（京都中部総合医療センター) 坂上 雄

2-7 ステント血栓症をOCTで確認した一症例
（康生会武田病院 循環器センター) 宮井 伸幸

2-8 破綻プラークのデブリスを血管内視鏡ガイド下に効果的に除去できたACSの一例
（大阪暁明館病院心臓血管病センター) 高橋 覚
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2-9 左冠動脈前下行枝の慢性完全閉塞を含む重症多枝病変を背景に生じた急性冠症候群に対する
緊急血行再建術

（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 伊藤 之康

2-10 広範囲虚血・高度大動脈弁狭窄症の超高齢ショック患者に終末期意思決定の変遷の後 IABP
併用 PCI を行った一例

（京都第一赤十字病院 心臓センター 循環器内科) 白神 彬子

虚血性心疾患 3
演題 2-11～15（10：00～10：35) 座長：木 島 洋 一（大阪府済生会中津病院 循環器内科)

平 田 健 一（神戸大学 循環器内科学)

2-11 ACSを発症したFH症例でPCSK9阻害薬を導入前後に経時的にステント内評価を行った⚑例
（大阪警察病院 循環器内科) 尾松 卓

2-12 Perfusion Balloon が有効であったSTEMI の一例
（大阪労災病院 循環器内科) 中村 仁

2-13 Very late stent thrombosis による STE-ACSを発症した⚑例
（康生会 武田病院 循環器センター) 中村 玲雄

2-14 RCA 末梢の特発性冠動脈解離による ST 上昇型急性心筋梗塞に対し，ワイヤーによる
fenestration が奏功した一例

（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

2-15 心筋梗塞後の滲出型心破裂に対して保存的加療で改善を得たが，慢性期に心室瘤をみとめた
一例

（八尾市立病院 循環器内科) 峯 健太朗

虚血性心疾患 4
演題 2-16～20（10：35～11：10) 座長：加 藤 美保子（市立大津市民病院 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)

2-16 消化管出血を契機として発症したACSの一例
（JCHO神戸中央病院) 下田 義晃

2-17 CPAの原因精査で高度冠動脈石灰化病変を認めた若年女性の⚑例
（八尾市立病院 循環器内科) 篠田 幸紀

2-18 第⚓世代DESが⚒枝同時に亜急性閉塞を来したCYP2C19 poor metabolizer の⚑例
（京都市立病院 循環器内科)松永 晋作

2-19 心停止に至ったKounis 症候群の一例
（京都岡本記念病院 循環器内科) 福井 健人

2-20 アブレーション中の心タンポナーデにより冠動脈の虚血悪化をきたした一例
（関西電力病院 循環器内科) 宮川浩太郎
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虚血性心疾患 5
演題 2-21～25（11：10～11：45) 座長：井 手 盛 子（大阪大学 循環器内科学)

藤 田 博（京都第二赤十字病院 循環器内科)

2-21 治療戦略に苦慮したRCA-CTOを含む重症⚓枝病変を有するACSの⚑例
（近江八幡市立総合医療センター) 戸村 暢成

2-22 特発性冠動脈解離による急性心筋梗塞と考えられた中年男性の一例
（済生会滋賀県病院 循環器内科) 山崎江来良

2-23 脳梗塞と心筋梗塞を同時発症したと考えられる⚑例
（済生会滋賀県病院 循環器内科) 水谷 駿介

2-24 血栓塞栓による急性心筋梗塞を発症した冠動脈拡張症の⚑例
（加古川中央市民病院 循環器内科) 市川 靖士

2-25 冠攣縮による心室細動から蘇生し社会復帰しえた若年成人女性の⚑例
（耳原総合病院) 梁 泰成

第 3 会 場
(東館⚒F 中会議室)
午前の部 8：50～11：45

不整脈 1
演題 3-1～5（8：50～9：25) 座長：井 上 耕 一（桜橋渡辺病院 循環器内科)

野 田 崇（国立循環器病研究センター 心臓血管内科)

3-1 Marshall Bundle の関与が示唆されたRidge Related Reentry の一例
（滋賀県立総合病院 循環器内科) 灘濵 徹哉

3-2 左肺部分切除数年後に発症した発作性心房細動に対して肺静脈隔離術が有効であった一例
（JCHO星ヶ丘医療センター 循環器内科) 松本 專

3-3 持続性心房細動再発に対し AdvisorTM HD Grid catheter を用いた high resolution mapping が
有用だった⚑症例

（大津赤十字病院 臨床工学技術科) 堀井 亮聡

3-4 偽性心室頻拍と疑われた肥大型心筋症に伴う心房細動の一例
（兵庫医科大学 循環器内科・冠疾患科) 福原 英二

3-5 当院での薬物抵抗性心房細動に対する高周波ホットバルーンカテーテルを用いた肺静脈隔離
術の使用経験

（市立岸和田市民病院) 田口 護
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不整脈 2
演題 3-6～10（9：25～10：00) 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)

武 居 明日美（神戸労災病院 循環器内科)

3-6 逆伝導 slow pathway と同一の再早期部位に心房端を持つケント束に対するアブレーション
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

3-7 心室期外刺激でStim-His 間隔の延長により引き起こされた偽性 jump-up 現象の⚑例
（大阪労災病院) 浮田 康平

3-8 Unusual long RP tachycardia の一例
（大阪労災病院 循環器内科) 江神 康之

3-9 両方向の旋回がみられたAVNRTの一例
（市立大津市民病院) 車古 大樹

3-10 2：1 房室伝導を認め心房頻拍との鑑別に難渋したAVNRTの⚑例
（八尾市立病院) 井上 創輝

不整脈 3
演題 3-11～15（10：00～10：35) 座長：石 橋 一 哉（済生会京都府病院 循環器内科)

是 恒 之 宏（国立病院機構大阪医療センター)

3-11 左室流出路起源心室性期外収縮に対して経中隔アプローチが有効であった冠静脈入口部閉鎖
を伴った⚑症例

（大阪労災病院 循環器内科) 松永 泰治

3-12 Focal AT を伴った心房静止の一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 大倉 孝史

3-13 左室偽性腱索を起源とする心室性期外収縮にアブレーションを施行した一例
（大阪労災病院 循環器科) 矢野 正道

3-14 レートコントロールに難渋した頻脈性不整脈に対して房室結節アブレーションが奏功した高
齢透析患者の一例

（JCHO大阪病院 循環器内科) 江田 優子

3-15 ICD ショック作動した持続性心室頻拍に対してカテーテルアブレーションが奏功した陳旧性
心筋梗塞の⚑症例

（大阪労災病院 循環器内科) 松永 泰治

不整脈 4
演題 3-16～20（10：35～11：10) 座長：井 上 啓 司（京都第二赤十字病院 循環器内科)

岡 嶋 克 則（加古川中央市民病院 循環器内科)

3-16 アブレーション術前に左側Kent 束を見抜けなかった左脚ブロック合併WPW症候群の⚑例
（JCHO神戸中央病院) 大岡 順一

3-17 カテーテルアブレーション中に空気塞栓にて右冠動脈閉塞を来した一例
（大阪労災病院 循環器内科) 安元 浩司
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3-18 当院における心房細動アブレーション中の心タンポナーデ発生についての検討
（JCHO大阪病院 循環器内科) 廣瀬 江祐

3-19 His 束ペーシングによって完全左脚ブロックが correction された発作性完全房室ブロックの
一例

（大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学) 吉山 智貴

3-20 完全内臓逆位における修正大血管転位術後に生じた心房粗動の一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 大倉 孝史

不整脈 5
演題 3-21～25（11：10～11：45) 座長：栗 田 隆 志（近畿大学病院 心臓血管センター)

山 下 宗一郎（高槻病院 不整脈センター)

3-21 下大静脈走行異常のためMicra 植込が不可能であった⚑例
（近江八幡市立総合医療センター) 濵岡 哲郎

3-22 心房波オーバーセンシングを認めたHis 束ペーシングの一例
（ベルランド総合病院 心臓病センター 循環器内科) 柳下 知哉

3-23 留置後32年を経過したリード抜去後に出血性合併症を来したペースメーカ感染の一例
（神戸大学 医学部 附属病院 循環器内科) 矢冨 敦亮

3-24 右上大静脈欠損型の左上大静脈遺残症例に対してペースメーカー留置術を行った⚑例
（京都市立病院 循環器内科) 岩谷 拓馬

3-25 両室ペースメーカへのアップグレードにリード抜去術が有用であった一例
（大阪大学大学院 医学系研究科 循環器内科学) 中野 智彰

第 3 会 場
(東館⚒F 中会議室)

午後の部 13：10～14：55

不整脈 6
演題 3-26～30（13：10～13：45) 座長：貝 谷 和 昭（大津赤十字病院 循環器内科)

鎌 倉 令（国立循環器病研究センター 心臓血管内科)

3-26 永久ペースメーカー移植後慢性期にペーシング不全と血性心嚢液貯留を来たした一例
（京都第二赤十字病院 循環器内科) 井上 啓司

3-27 無症候性QT延長症候群の⚑例
（滋賀医科大学 内科学講座 循環器内科) 西川 拓磨

3-28 高齢者QT延長症候群の一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 藤岡 歩
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3-29 レボフロキサシンの関与が疑われた Torsade de Pointes を発症した⚑例
（JCHO大阪病院 循環器内科) 山本 将平

3-30 ダビガトラン 300mg 投与下で残存した左心耳血栓が強心薬追加で消失する経過を経食道エ
コーで観察しえた一例

（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

弁膜症 1
演題 3-31～35（13：45～14：20) 座長：神 﨑 秀 明（国立循環器病研究センター 心臓血管内科)

山 野 哲 弘（京都府立医科大学 循環器内科学・臨床検査部)

3-31 TAVI 後の感染性疣贅による塞栓性急性心筋梗塞の一例
（医療法人社団 石鎚会 田辺中央病院 循環器内科) 山本 啓太

3-32 経カテーテル的大動脈弁置換術後，止血中にST上昇を来した一例
（神戸大学医学部附属病院 循環器内科) 高橋 悠

3-33 血管内視鏡で弁口を観察しえた重症大動脈弁狭窄症の⚑例
（大阪暁明館病院 心臓血管病センター) 武輪 光彦

3-34 CoreValve Evolut R 展開中に生じた左冠動脈閉塞をChimney stenting で回避した一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 彌重 匡輝

3-35 OPCAB＋TAVI 後にＡ型急性大動脈解離をきたした一例
（和歌山県立医科大学 外科学第一講座) 藤本 貴大

弁膜症 2
演題 3-36～40（14：20～14：55) 座長：松 村 嘉 起（大阪市立総合医療センター 循環器内科)

林 英 宰（河内総合病院 心臓血管センター)

3-36 重症大動脈弁狭窄症により心内膜下梗塞を発症した一例
（済生会京都府病院 循環器内科) 坂東 沙織

3-37 大動脈弁感染性心内膜炎に合併する弁周囲感染の診断におけるCTと経食道心エコー図の比較
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 高松 一明

3-38 エタノール処理自己心膜を用いて僧帽弁後尖拡大を施行した一例
（京都府立医科大学 心臓血管外科) 権代 竜郎

3-39 P3 逸脱による僧帽弁閉鎖不全に対して経皮的僧帽弁クリップ術が著効した⚑例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 角谷 慶人

3-40 心室内同期不全を伴う重症僧帽弁逆流に対し，弁形成術と術直後からの両室ペーシングが奏
功した⚑例

（大阪市立総合医療センター 循環器内科) 中逵 賢一
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第 4 会 場
(東館⚒F 視聴覚研修室)
午前の部 8：50～11：45

末梢血管 1
演題4-1～5（8：50～9：25) 座長：飯 田 修（関西労災病院 循環器内科)

横 井 宏 和（洛和会音羽病院 心臓内科)

4-1 TAE施行時の塞栓物質逸脱によるALI に対し EVTで救肢に成功した一例
（済生会滋賀県病院 循環器内科) 内橋 基樹

4-2 慢性完全閉塞病変のステント治療後に血栓性閉塞を繰り返す病変に対して VIABAHN 留置が
有効であった⚑例

（京都市立病院) 中島 規雄

4-3 IABP バルーンカテーテルの抜去困難に対して経カテーテル的にBailout した一例
（神戸大学医学部附属病院 循環器内科) 鳥羽 敬義

4-4 浅大腿動脈ステント内血栓を血管内視鏡により詳細に観察し得た重症下肢虚血の⚑例
（大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科) 山崎 貴紀

4-5 ステントグラフト留置⚑年後に生じた Edge restenosis に対して血管内イメージングにて病
変を評価した一例

（関西労災病院 循環器内科) 畑 陽介

末梢血管 2
演題 4-6～10（9：25～10：00) 座長：岡 部 太 一（日本生命病院 循環器内科)

椿 本 恵 則（京都第二赤十字病院 循環器内科)

4-6 橈骨動脈アプローチ（TRA)で治療し得た外腸骨動脈の完全閉塞病変の一例
（森之宮病院) 西庵 邦彦

4-7 下肢切断後も治療に難渋した重症下肢虚血の一例
（京都社会事業財団 西陣病院) 北村 亮治

4-8 血管内視鏡がステント閉塞の機序が解明に有用であった一例
（大阪労災病院 循環器内科) 河村明希登

4-9 気管支動脈瘤による気道出血に対して気管支動脈塞栓術を施行した一例
（近江八幡市立総合医療センター 循環器内科) 安土 佳大

4-10 急性動脈閉塞を発症した静脈うっ滞性潰瘍を合併する Leriche 症候群に対し集学的治療を
行った一例

（京都第一赤十字病院 健診部) 松原 勇樹
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末梢血管 3
演題 4-11～15（10：00～10：35) 座長：上 月 周（大阪府済生会中津病院 循環器内科)

全 完（京都府立医科大学 循環器内科学)

4-11 急性下肢動脈閉塞症で発見された末期膵臓癌の一例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 山本 丈史

4-12 両側腎動脈狭窄症に対してPTRAを施行した症例
（京都大学 医学部 附属病院) 米田 史哉

4-13 血管内治療により跛行が改善した両側膝窩動脈補足症候群の⚑例
（森之宮病院 循環器内科) 山上 将央

4-14 Viabahn 再留置後の再閉塞に対してカテーテル血栓溶解療法が奏功した⚑例
（京都第二赤十字病院 循環器内科) 谷 遼太郎

4-15 本態性血小板血症合併の重症虚血肢に対して経皮的血管形成術を含めた集学的治療を行い救
肢し得た一例

（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 庄司 圭佑

末梢血管 4
演題 4-16～20（10：35～11：10) 座長：粟 野 孝次郎（北播磨総合医療センター 循環器内科)

西 野 雅 巳（大阪労災病院 循環器内科)

4-16 DOAC内服中に胃大網動脈から腹腔内出血し，ショックを呈した慢性心不全の一例
（地方独立行政法人 市立吹田市民病院) 田中 克弥

4-17 Fibromuscular dysplasia in Japan: a preliminary report from a multicenter observational study
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 角谷 慶人

4-18 冠動脈に限局した string of beads 所見を認めた線維筋性異形成症の一例
（国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 循環器内科) 松尾 清成

4-19 経皮的に右腕頭動脈に挿入された透析用カテーテルに対するBailout
（宇治徳洲会病院 心臓血管外科) 白木 宏長

4-20 Monorail タイプ頸動脈ステント治療におけるダブルワイヤー手技の有用性
（育和会記念病院 循環器内科) 河原田修身

感染性心内膜炎
演題 4-21～25（11：10～11：45) 座長：阿 部 幸 雄（大阪市立総合医療センター 循環器内科)

益 永 信 隆（JCHO星ヶ丘医療センター 循環器内科)

4-21 Abiotrophia defectiva による感染性心内膜炎の一例
（天理よろづ相談所病院 循環器内科) 小島 秀規

4-22 授乳中の妊産婦女性に起こった感染性心内膜炎の一例
（近江八幡市立総合医療センター 循環器内科) 安土 佳大

4-23 播種性スケドスポリジウム感染症の治療経過中に心筋播種を発症した一例
（大津赤十字病院 循環器科) 見保 充則
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4-24 感染性心内膜炎による僧帽弁置換術後10年後に発症した人工弁感染性心内膜炎の一例
（康生会武田病院 循環器内科) 山崎 敬史

4-25 伝染性単核球症の急性期に感染性心内膜炎を合併した一例
（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

第 4 会 場
(東館⚒F 視聴覚研修室)
午後の部 13：15～15：23

心膜・腫瘍 1
演題 4-26～30（13：10～13：45) 座長：片 村 真 紀（琵琶湖大橋病院 循環器内科)

平 居 秀 和（大阪府済生会野江病院 心臓血管外科)

4-26 成人結節性硬化症に合併した心横紋筋腫を観察しえた⚒症例
（大阪市立大学大学院 医学研究科 循環器内科学) 田村聡一郎

4-27 右室充実性腫瘍の診断に経カテーテル的腫瘍生検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

4-28 偶然発見された右房内脂肪腫に対して外科的切除を施行した一例
（大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学) 金 泰完

4-29 ST 上昇型心筋梗塞との鑑別に苦慮した肺腺癌の心筋浸潤の一例
（京都市立病院 循環器内科) 岩越 響

4-30 精巣腫瘍を患う若年男性に発生した右房内腫瘤
（京都府立医科大学大学院 医学研究科 心臓血管外科学) 池本 公紀

心膜・腫瘍 2
演題 4-31～35（13：45～14：20) 座長：岩 倉 克 臣（桜橋渡辺病院 循環器内科)

宮 坂 陽 子（関西医科大学 内科学第二講座)

4-31 診断に苦慮した収縮性心膜炎の一例
（関西医科大学総合医療センター) 合田 智彦

4-32 特発性の心膜炎が遠隔期に収縮性心膜炎へ進行した一例
（京都第二赤十字病院 循環器内科) 山中 亮悦

4-33 結核性 Effusive Constrictive Pericarditis に対する一手術例
（大阪市立総合医療センター) 新田目淳孝

4-34 内科的治療に抵抗性であった特発性収縮性心膜炎に対して外科的心膜剥離術が奏功した一例
（大阪警察病院 循環器内科) 大野 純一

4-35 短期間に再発した急性心膜炎の一例
（大阪医科大学 循環器内科) 藤吉 秀樹
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心膜・腫瘍 3
演題 4-36～40（14：20～14：55) 座長：伊 藤 隆 英（大阪医科大学 循環器内科)

松 尾 あきこ（京都第二赤十字病院 循環器内科)

4-36 非透析患者で偶発的に発見されたCalcified amorphous tumor（CAT）の一例
（京都市立病院 循環器内科) 中村 陵子

4-37 全身性塞栓症を発症した左房内腫瘤の一例
（兵庫医科大学病院 循環器内科冠疾患内科) 尾下 武

4-38 胸痛を契機に発見された巨大右室内腫瘍の一例
（愛仁会高槻病院 循環器内科) 上村 航也

4-39 食道癌術前の十二誘導心電図で完全房室ブロックを認め，右心室内に転移性心臓腫瘍が判明
した一例

（医療法人 警和会 大阪警察病院) 筒井 悠美

4-40 右房内下大静脈入口部に形成された Chiari network が捕捉した血栓により右房内腫瘤が形成
された⚑例

（大阪医科大学付属病院 心臓血管外科) 鈴木 達也

心膜・腫瘍 4
演題 4-41～44（14：55～15：23) 座長：栗 本 律 子（洛和会音羽病院 心臓内科)

松 室 明 義（洛西ニュータウン病院)

4-41 IgG4 関連冠疾患と思われる冠病変に，ステロイド治療が奏功した⚑例
（市立大津市民病院) 車古 大樹

4-42 心タンポナーデを生じたウイルス性急性心膜炎
（JCHO京都鞍馬口医療センター) 菅 孝臣

4-43 手掌筋膜炎と多発関節炎を呈しステロイドが奏効した腫瘍随伴症候群による心膜液貯留の一例
（神戸市立医療センター 中央市民病院 循環器内科) 舛本 慧子

4-44 狭心症を疑い施行した心筋シンチグラフィが診断の契機となった乳癌の⚑例
（済生会滋賀県病院 循環器内科) 階元 聡
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第 5 会 場
(東館⚒F 第⚙会議室)
午前の部 10：50～11：53

先天性 1
演題 5-1～5（10：50～11：25) 座長：石 井 克 尚（関西電力病院 循環器内科)

山 野 倫 代（京都府立医科大学 循環器内科学)

5-1 肺動脈弁に感染性疣贅を形成した修正大血管転位症の一例
（大阪大学大学院 医学系研究科 循環器内科学) 中野 智彰

5-2 胸痛を主訴に受診した左側心外膜欠損症の⚑例
（京都中部総合医療センター 循環器内科) 小野 拳史

5-3 成人期に BTシャント瘤を認めた単心室患者の一例
（兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科) 月城 泰栄

5-4 右冠尖―右房瘻縫合閉鎖術後に発症した若年性脳梗塞の⚑例
（済生会滋賀県病院 循環器内科) 高原 在良

5-5 大動脈弁上狭窄症術後成人期再狭窄，冠動脈瘤，左室求心性肥大の仮想手術シミュレーショ
ンでの虚血評価

（京都府立医科大学付属病院 循環器内科) 瀧上 雅雄

先天性 2
演題 5-6～9（11：25～11：53) 座長：田 中 秀 和（神戸大学 循環器内科学)

谷 口 貢（大阪府済生会富田林病院 循環器内科)

5-6 60歳代で診断されたBland-White-Galand 症候群の⚑例
（市立豊中病院 循環器内科) 宮岡 愛

5-7 3 つの閉鎖栓を使用して経皮的閉鎖が可能であった心房中隔欠損症の一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 中村 猛

5-8 成人期に肺血管拡張薬投与後，遺残シャントを閉鎖しえた肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損，主要
体肺側副動脈の一例

（大阪大学大学院 医学系研究科 循環器内科学) 塚本 泰正

5-9 platypnea-orthodeoxia syndrome の⚑例
（彦根市立病院 循環器内科) 辻 俊比古
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第 6 会 場
(東館⚓F Ａ＋Ｂ＋Ｃ会議室)
午前の部 8：50～11：45

学生・初期研修医セッション 1
演題 6-1～5（8：50～9：25) 座長：河原田 修 身（育和会記念病院 循環器内科)

斎 藤 能 彦（奈良県立医科大学 循環器内科)

6-1 感染を伴った Rutherford 分類⚖の重症虚血肢・糖尿病性足壊疽に対して集学的治療を実施し
た一例

（京都第一赤十字病院 心臓センター 循環器内科) 金子 絢

6-2 遺残座骨動脈を有する右下肢閉塞性動脈硬化症に対して経皮的下肢動脈形成術が著効した一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 片岡 伸貴

6-3 急性肺血栓塞栓症を合併した巨大特発性上大静脈瘤の⚑例
（和歌山県立医科大学 循環器内科) 寺脇 平真

6-4 カテーテル治療が奏功した中心静脈カテーテルの長期留置により生じた上大静脈（SVC）症
候群の⚑例

（京都府立医科大学) 木原 清香

6-5 遺伝性プロテインＣ欠損症が疑われた深部静脈血栓症の一例
（草津総合病院 循環器内科) 中川 渥裕

学生・初期研修医セッション 2
演題 6-6～10（9：25～10：00) 座長：川 上 利 香（奈良県立医科大学 循環器内科)

坂 田 泰 史（大阪大学 循環器内科学)

6-6 運動負荷カテーテル検査にて治療方針を決定した直視下交連切開術後僧帽弁狭窄症の一例
（大阪大学医学部附属病院 卒後教育開発センター) 坂本 麻衣

6-7 急性心不全を併発した重度大動脈弁狭窄症に対し緊急経カテーテル大動脈弁留置術が奏功し
た一症例

（関西労災病院) 横井 千佳

6-8 卵円孔開存のある患者に右室リード抜去後発症した高度三尖弁閉鎖不全に対して外科的治療
を施行した⚑例

（奈良県立医科大学 胸部・心臓血管外科) 前川 浩毅

6-9 運動負荷心臓超音波検査が治療方針の決定に有用であった労作時息切れの⚑例
（関西医科大学 第二内科) 戸上 竜一

6-10 川崎病遠隔期に合併したスリット状冠動脈狭窄に対してOCTガイド下PCI を施行した⚑例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 山崎 皓亮
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学生・初期研修医セッション 3
演題 6-11～15（10：00～10：35) 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)

白 山 武 司（京都府立医科大学 循環器内科学)

6-11 心房中隔側に偏移した三尖弁下大静脈峡部焼灼ラインの gapを Rhythmiaを用いて解析し得
た⚑例

（関西労災病院) 咲尾 隆滋

6-12 認知症治療薬により薬剤性洞不全症候群を呈した一例
（近畿大学病院 循環器内科) 寺田 長央

6-13 Mitral isthmus line 作成後に回旋枝から起始する洞結節動脈が閉塞し PCI を施行した発作性
心房細動の一例

（大阪府済生会泉尾病院) 楠本 健人

6-14 ベプリジルとファモチジンの併用にて顕在化した薬剤性QT延長症候群の⚒症例
（社会医療法人 愛仁会 千船病院 循環器内科) 福田 祥直

6-15 両側肺静脈隔離術が著効した発作性心房頻拍症の⚑例
（一般財団法人 甲南会 六甲アイランド甲南病院) 藤本 圭祐

学生・初期研修医セッション 4
演題 6-16～20（10：35～11：10) 座長：松 井 由美恵（大阪府済生会泉尾病院 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)

6-16 Electrical storm を来した Brugada 症候群の一例
（神戸大学附属病院) 髙田 謙

6-17 ペースメーカー留置を回避できたジスチグミン臭化物によるコリン作動性クリーゼの一例
（北播磨総合医療センター 循環器内科) 中井 彩希

6-18 僧帽弁置換術後の難治性心不全に対して心臓再同期療法を実施した⚑例
（紀南病院 循環器科) 水野 剛志

6-19 SGLT2 阻害薬の導入により治療方針の変更に至った心不全の一例
（JCHO神戸中央病院 循環器内科) 井出 文枝

6-20 心房頻拍を契機に心不全の増悪を来した Fallot 四徴症根治術後肺動脈狭窄残存の一例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 佐藤美沙希

学生・初期研修医セッション 5
演題 6-21～25（11：10～11：45) 座長：岡 田 隆（京都市立病院 循環器内科）

谷 口 泰 代（兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科)

6-21 骨髄増殖性疾患に伴う肺高血圧症に対しエンドセリン受容体拮抗薬が奏効した一例
（加古川中央市民病院) 坂元 美季

6-22 帝王切開直後にショックとなった肺血栓塞栓症の一例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 中井 久登
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6-23 Ponatinib による薬剤性肺高血圧症を呈した一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 野々村美保

6-24 心不全との鑑別に苦慮した肺胞蛋白症の⚑例
（兵庫県立淡路医療センター) 小畑 権大

6-25 Ａ波と誤認する巨大Ｌ波を認めた慢性心不全の⚑例
（兵庫医科大学病院 臨床研修センター) 大野 裕子

第 6 会 場
(東館⚓F Ａ＋Ｂ＋Ｃ会議室)
午後の部 13：10～15：16

虚血性心疾患 6
演題 6-26～30（13：10～13：45) 座長：民 田 浩 一（西宮渡辺心臓脳・血管センター 循環器内科)

兵 庫 匡 幸（京都第一赤十字病院 循環器内科)

6-26 可逆性脳血管攣縮症候群（RCVS)による陳旧性脳梗塞とループス腎炎とに AMI を合併した
44歳女性

（公立学校共済組合近畿中央病院 循環器内科) 高島 聡士

6-27 Oozing 型左室破裂を合併した急性心筋梗塞に対し，経皮的冠動脈形成術先行で良好な心機能
予後を得られた一例

（地域医療機能推進機構大阪病院 循環器内科) 安村かおり

6-28 責任病変の判断に苦慮した二枝閉塞の急性心筋梗塞の一例
（八尾市立病院 循環器内科) 福岡 秀忠

6-29 難治性心室頻拍に対し左室形成術，冷凍凝固術を施行した⚑例
（京都府立医科大学 心臓血管外科) 法里 優

6-30 初診時の心電図変化が軽微であった左主幹部完全閉塞による急性心筋梗塞の⚑例
（松下記念病院) 酒井千恵子

虚血性心疾患 7
演題 6-31～34（13：45～14：13) 座長：谷 口 良 司（兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科)

塚 本 正 樹（明石市立市民病院 循環器内科)

6-31 家族性高コレステロール血症（FH）を背景に合計⚖枝の病変を呈した親子の症例
（明石医療センター 心臓血管・不整脈センター) 近都 正幸

6-32 急性下壁心筋梗塞に心室中隔穿孔を合併した一例
（大阪急性期・総合医療センター 心臓内科) 上田 薫平

6-33 右総大腿動脈穿刺部出血による後腹膜出血に第⚓腰動脈破裂を伴った⚑例
（大阪労災病院) 栁川 恭佑
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6-34 IMPELLA 2.5 挿入後に溶血による急性腎障害が疑われた⚑例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 瀧上 雅雄

心筋炎・心筋症 5
演題 6-35～39（14：13～14：48) 座長：猪 野 靖（和歌山県立医科大学 循環器内科)

平 田 久美子（大阪教育大学 教育学部)

6-35 補助循環による循環管理を要した激症型たこつぼ型心筋症の一例
（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

6-36 難聴・糖尿病を合併した心不全の一例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 嶋村 友美

6-37 たこつぼ症候群発症による急性非代償性心不全を複数回来した⚑例
（奈良県立医科大学 循環器内科学) 小池 脩平

6-38 初回心不全治療経過中に脳梗塞を発症し，後に心アミロイドーシスと診断し得た一例
（市立伊丹病院 循環器内科) 嶋本 新作

6-39 経年的な左室肥大の進行を観察したトランスサイレチン心アミロイドーシスの⚑例
（松下記念病院 臨床検査科) 江後 京子

心筋炎・心筋症 6
演題 6-40～43（14：48～15：16) 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)

藤 田 亮 子（枚方公済病院 循環器内科)

6-40 診断に苦慮した心アミロイドーシスの一例
（近江八幡市立総合医療センター) 金子 優作

6-41 血清学的検査を契機にALアミロイドーシスと診断したHFpEF の一例
（国立病院機構 京都医療センター 循環器内科) 池田 周平

6-42 心不全を契機に診断したATTRアミロイドーシスの一例
（天理よろづ相談所病院 循環器内科) 美馬 響

6-43 薬剤性心筋障害を疑う経過で発症した心アミロイドーシスの一例
（市立福知山市民病院) 中村 俊祐
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第 7 会 場
(東館⚓F Ｄ会議室)
午前の部 8：50～11：52

学生・初期研修医セッション 6
演題 7-1～5（8：50～9：25) 座長：酒 井 宏（滋賀医科大学 循環器内科)

澤 芳 樹（大阪大学 心臓血管外科学)

7-1 側副血行路の灌流圧変化が末梢塞栓の原因と考えられた急性前壁心筋梗塞の⚑例
（松下記念病院) 白井 衿帆

7-2 卵巣腫瘍に伴うTrousseau 症候群の経過中に急性心筋梗塞・僧帽弁閉鎖不全症を発症した一例
（大津赤十字病院) 宮本 哲也

7-3 巨大冠動脈瘤内血栓により心筋梗塞を発症した一例
（淀川キリスト教病院 臨床研修センター) 梅田 昴

7-4 意識消失発作を主訴に来院したMINOCAの一例
（大阪医科大学 循環器内科) 矢野 裕介

7-5 高齢の不明熱精査から診断した Large-vessel giant cell arteritis（LV-GCA）の一例
（国家公務員共済組合連合会 大手前病院 循環器内科) 山本 大悟

学生・初期研修医セッション 7
演題 7-6～10（9：25～10：00) 座長：塩 島 一 朗（関西医科大学 内科学第二講座)

濱 岡 建 城（宇治徳洲会病院 小児循環器・川崎病センター)

7-6 腸骨動脈瘤ステントグラフト内挿術後，尿路感染症を契機に感染性動脈瘤破裂を認めた一例
（神戸大学 医学部 医学科) 山岸 陽助

7-7 結核性胸腹部大動脈瘤破裂と考えられた⚑例
（彦根市立病院 循環器内科) 井上 拓也

7-8 70歳代で診断され外科的治療に成功した右室二腔症の⚑例
（和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科) 谷口 元城

7-9 成人先天性心疾患の血行動態および心機能評価としての 4D flow MRI の解析経験
（京都府立医科大学 心臓血管外科・心臓血管血流解析学講座) 森地 裕子

7-10 非典型的な臨床経過を辿り，診断に難渋した開胸術後の心臓障害後症候群と考えられた一例
（神戸大学医学部医学科) 中東亜嵯子
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学生・初期研修医セッション 8
演題 7-11～15（10：00～10：35) 座長：立 川 弘 孝（近江八幡市立総合医療センター 循環器内科)

葭 山 稔（大阪市立大学 循環器内科学)

7-11 Calcified amorphous tumor の⚑例
（和歌山県立医科大学 循環器内科) 福井 里美

7-12 心嚢液から診断され経過中に心室細動をきたした心臓原発NK細胞リンパ腫の一例
（大阪赤十字病院 心臓血管センター) 比谷 里美

7-13 大動脈弁閉鎖不全症が原因で左室内腔に疣贅を生じた感染性心内膜炎の一例
（京都府立医科大学附属北部医療センター) 張 里宇

7-14 脳梗塞の発症を契機に発見された感染性心内膜炎の一例
（育和会記念病院 初期研修医) 大山 葵

7-15 たこつぼ型心筋症により左室流出路狭窄の増悪をきたした，閉塞性肥大型心筋症の一例
（神戸大学医学部附属病院 総合臨床教育センター) 佐藤 康枝

学生・初期研修医セッション 9
演題 7-16～20（10：35～11：10) 座長：勝間田 敬 弘（大阪医科大学 胸部外科)

宮 崎 俊 一（大阪府済生会富田林病院)

7-16 難治性胸水を呈した超高齢者心不全の一例
（公立学校共済組合近畿中央病院 循環器内科) 宮崎 暁人

7-17 若年者の心室中部閉塞性肥大型心筋症に対して集学的治療を検討した一例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 藤田奈穂子

7-18 急性心筋炎様病態で発症した褐色細胞腫の一例
（兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科) 齊藤 貴之

7-19 感冒様症状に続く呼吸困難感にて受診し拡張型心筋症様の心エコー所見を呈した急性心不全
の一例

（和歌山県立医科大学付属病院 循環器内科) 長澤 美穂

7-20 出血性胃癌を合併した狭心症に対して stent-less PCI を施行した一例
（京都第一赤十字病院 心臓センター 循環器内科) 芳村 純

学生・初期研修医セッション 10
演題 7-21～26（11：10～11：52) 座長：北 風 政 史（国立循環器病研究センター 心臓血管内科)

藤 井 謙 司（桜橋渡辺病院)

7-21 病理解剖により急性心筋梗塞による心破裂と診断し得た一例
（市立伊丹病院 循環器内科) 寺川 拓弥

7-22 明らかな原因疾患を認めなかった心室中隔穿孔の一例
（大手前病院 循環器内科) 城野 碧

7-23 発作性心房細動に起因したと考えられる冠動脈塞栓症の⚑例
（京都中部総合医療センター 循環器内科) 城野 孝夫
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7-24 2 回目の PCI 施行時に複数の冠動脈で冠攣縮とステント血栓症を繰り返した Kounis 症候群
の一例

（神戸大学医学部附属病院 循環器内科) 岩田 長瑠

7-25 原発性アルドステロン症に冠攣縮性狭心症を合併した一例
（加古川中央市民病院) 松濱 考志

7-26 心臓造影MRI が診断の一助となった冠攣縮性狭心症の一例
（大阪市立総合医療センター 教育研修センター) 松木 葵

第 7 会 場
(東館⚓F Ｄ会議室)

午後の部 13：10～15：30

心筋炎・心筋症 1
演題 7-27～31（13：10～13：45) 座長：大 谷 朋 仁（大阪大学 循環器内科学)

小 原 幸（京都薬科大学 臨床薬理学)

7-27 心臓サルコイドーシスとの鑑別にフレカイニド負荷が有用であったＡ型WPW症候群の一例
（神戸大学医学部附属病院 循環器内科) 津田 大輔

7-28 興味深い心エコ－図所見を示した心臓サルコイドーシスの⚑例
（松下記念病院 循環器内科) 川俣 博史

7-29 心臓限局性サルコイドーシスが疑われた左室真性瘤の一例
（近江八幡市立総合医療センター 循環器内科) 宗像 潤

7-30 持続性心室頻拍を契機に診断に至った心臓サルコイドーシスの⚑例
（洛和会音羽病院 心臓内科) 山崎 真也

7-31 Native T1 mapping にて心筋性状評価が可能であったファブリー病の一例
（医療法人社団石鎚会 田辺中央病院 循環器内科) 西澤 信也

心筋炎・心筋症 2
演題 7-32～36（13：45～14：20) 座長：佐 藤 幸 人（兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科)

水 野 麗 子（奈良県立医科大学 中央臨床検査部)

7-32 急性骨髄性白血病寛解14年後に発症した慢性心筋炎の一例
（大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学) 小野田真保

7-33 インフルエンザＡ型感染を契機に発症した急性心筋炎の一例
（京都中部総合医療センター 循環器内科) 田坂 聡

7-34 ステロイド・免疫抑制療法が奏功した多発性筋炎に合併した急性壊死性好酸球性心筋炎の一例
（洛和会音羽病院 心臓内科) 花房 克行
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7-35 ステロイド不応性であったが免疫抑制剤追加にて心機能の改善を認めた劇症型心筋炎の⚑例
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 瀬川 貴嗣

7-36 経過中に心室細動を来した心筋炎で心臓磁気共鳴画像が治療方針決定に有用であった一例
（京都第二赤十字病院 循環器内科) 藤本 智貴

心筋炎・心筋症 3
演題 7-37～41（14：20～14：55) 座長：金 井 恵 理（天理医療大学 医療教育研究センター)

羽 渓 優（兵庫県立淡路医療センター 循環器内科)

7-37 インフルエンザを契機とした心不全を繰り返した⚑例
（近畿大学病院 循環器内科) 杉本啓史郎

7-38 抗凝固療法を施行していたにも拘らず，左室内血栓を強く疑った劇症型心筋炎の⚑例
（滋賀医科大学付属病院 循環器内科) 植村 裕樹

7-39 多発筋炎による心筋炎と横隔膜炎により呼吸不全を呈した症例
（奈良県立医科大学 循環器内科) 名古路貴志

7-40 劇症型ウイルス性心筋炎で遷延する右心不全に対し長期ECMOを使用した一例
（医療法人社団さくら会 高橋病院 循環器科) 山田 健志

7-41 左室右房交通を合併した感染性心内膜炎の一例
（京都岡本記念病院 循環器内科) 福井 健人

心筋炎・心筋症 4
演題 7-42～46（14：55～15：30) 座長：中 川 義 久（滋賀医科大学 循環器内科)

橋 村 一 彦（阪和記念病院 心臓血管センター)

7-42 急性心不全で発見された周産期心筋症による若年低左心機能の一例
（大津赤十字病院 循環器内科) 東谷 暢也

7-43 拡張型心筋症に対して植込型左室補助人工心臓装着術後，難治性心室頻拍と右心不全加療に
難渋した一例

（神戸大学医学部附属病院 循環器内科) 山下健太郎

7-44 植込型補助人工心臓の離脱後に再度心機能低下を来した拡張型心筋症の一例
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 山口 聡

7-45 トラスツズマブ投与38ケ月後に心不全を呈し，回復が遷延した乳癌患者の⚑例
（綾部市立病院) 高倉 駿

7-46 乳癌治療経過中の心機能低下を定期的に観察できた症例
（大阪医科大学 循環器内科) 藤阪 智弘
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第 8 会 場
(西館⚓F 第⚒会議室)
午前の部 8：50～10：42

学生・初期研修医セッション 11
演題 8-1～6（8：50～9：32) 座長：木 村 剛（京都大学 循環器内科学)

高 橋 敬 子（兵庫医科大学 循環器内科・冠疾患内科)

8-1 peak CPK 19000 の重症心筋梗塞を救命しえた一例
（京都第一赤十字病院 心臓センター循環器内科) 伊藤 史晃

8-2 責任病変の同定に難渋した冠動脈起始異常の急性冠症候群の⚑例
（関西医科大学 第二内科) 山本真太郎

8-3 IMPELLA 2.5 support 下に治療しえたVF蘇生後の重症三枝病変の一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 西村 俊輔

8-4 本態性血小板増多症に合併した器質的狭窄により不安定狭心症を発症した若年女性の一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 村上 貴英

8-5 高血圧症加療中に低ナトリウム血症を来した⚑例
（和歌山県立医科大学付属病院 循環器内科) 松田真以子

8-6 塩酸リトドリンにより心房粗動が誘発されたファロー四徴症術後妊婦の一例
（加古川中央市民病院) 苔原つばさ

心不全 1
演題 8-7～11（9：32～10：07) 座長：後 藤 葉 一（公立八鹿病院)

小 林 成 美（神戸大学 循環器内科学)

8-7 重症心不全患者における安静時消費エネルギーについての検討
（大阪大学 医学系研究科 循環器内科) 坂本 陽子

8-8 非代償性心不全急性期におけるスポット尿所見と心筋負荷の関連
（兵庫医科大学病院 循環器内科) 東 晃平

8-9 心不全症例での左室駆出率と運動耐容能の検討
（松下記念病院 循環器科) 張本 邦泰

8-10 当院における睡眠時無呼吸症候群に対するCPAP治療脱落例の検討
（京都第二赤十字病院 循環器内科) 入江 大介

8-11 運動療法，栄養介入を含めた包括的な介入により改善を認めた高齢CRTの⚑例
（京都府立医科大学 循環器腎臓内科) 白石 裕一
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心不全 2
演題 8-12～16（10：07～10：42) 座長：瀧 原 圭 子（大阪大学 キャンパスライフ健康支援センター)

安 村 良 男（尼崎中央病院 循環器内科)

8-12 持続性心房細動と左脚ブロックを合併した心不全患者の⚑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

8-13 CRT-P 植え込み後に対側気胸を来した一例
（京都府立医科大学付属病院 循環器内科) 高井 重樹

8-14 PMI 後の超高齢患者に認められた立ちくらみが，ADL レスポンス調整により改善したことを
観察し得た⚑例

（(医)相志和診会 岩間循環器内科 循環器内科) 岩間 一

8-15 薬剤誘発性高血圧症が原因と考えられた急性心不全の一例
（近江八幡市立総合医療センター) 金子 優作

8-16 蛸壺型心筋症に類似した巨大陰性Ｔ波の二相性変化を認めた脚気心の⚑例
（りんくう総合医療センター 循環器内科) 中谷 佳裕

第 8 会 場
(西館⚓F 第⚒会議室)
午後の部 13：10～15：30

大動脈 1
演題 8-17～21（13：10～13：45) 座長：猪 子 森 明（北野病院 心臓センター循環器内科)

種 池 里 佳（大阪大学 循環器内科学)

8-17 診断に苦慮した上行大動脈瘤破裂右房内穿破の⚑例
（近江八幡市立総合医療センター) 戸村 暢成

8-18 外傷性急性大動脈解離（Stanford B 型）の一例
（近江八幡市立総合医療センター) 後藤 大輝

8-19 心不全加療に難渋した腹部大動脈狭窄の一例
（神戸赤十字病院 循環器内科) 竹内真理子

8-20 限局性腹部大動脈狭窄病変に対して血管内治療をおこなった⚒症例
（明石市立市民病院 循環器内科) 中村 英夫

8-21 交通外傷による大動脈部分断裂に対し胸部大動脈ステントグラフト内挿術を施行した⚑例
（大津赤十字病院 循環器内科) 野村真之介
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大動脈 2＋静脈
演題 8-22～26（13：45～14：20) 座長：竹 花 一 哉（関西医科大学 内科学第二講座)

沼 田 智（京都府立医科大学 心臓血管外科学）

8-22 大動脈粥腫に対するPCSK9 阻害薬による脂質低下療法の効果
（大阪市立総合医療センター 心臓血管外科) 村上 貴志

8-23 Ａ型大動脈解離で一時的に冠動脈閉塞をきたした可能性が示唆された一例
（兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科) 庄田 光彦

8-24 EVAR 後の総腸骨動脈瘤拡大により腹部大動脈瘤切迫破裂を来たし，追加処置によって救命
した⚑例

（滋賀県立総合病院 循環器内科) 岸森 健文

8-25 先天性血友病Ａ既往の腹部大動脈瘤（108mm）患者に対して人工血管置換術を施行した一例
（天理よろづ相談所病院 心臓血管外科) 上田 遼馬

8-26 Iliac compression syndrome に対して静脈インターベンションを行なった⚑例
（八尾市立病院 循環器内科) 植野 啓介

肺 1
演題 8-27～31（14：20～14：55) 座長：浅 田 聡（関西電力病院 循環器内科)

中 西 直 彦（京都府立医科大学 循環器内科学)

8-27 大動脈弁狭窄症を合併した慢性血栓塞栓性肺高血圧症の一例
（近江八幡市立総合医療センター) 深井 邦剛

8-28 直接経口抗凝固薬（DOAC）内服中に間質性肺障害を発症した⚒例について
（京都社会事業財団 西陣病院 内科) 角田 聖

8-29 血栓溶解に抗凝固薬三剤の切替えを要した急性肺動脈血栓塞栓症の一例
（尼崎中央病院 循環器内科) 中川 彰人

8-30 急速に進行した悪性腫瘍を伴う肺高血圧の⚑例
（関西医科大学 第二内科) 松木 理奈

8-31 大動脈炎症候群の慢性期に肺高血圧症を呈した一例
（近江八幡市立総合医療センター) 深井 邦剛

肺 2
演題 8-32～38（14：55～15：30) 座長：沢 田 尚 久（京都第一赤十字病院 循環器内科)

中 川 靖 章（京都大学 循環器内科学)

8-32 末梢性肺動脈性狭窄症に対し，PALMAZ stent を留置した一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 津端 英雄

8-33 左肺癌術後に偶発的に診断された左上肺静脈断端血栓症の一例
（京都第一赤十字病院 循環器内科) 小澤 孝明
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8-34 Pulmonary tumor thrombotic microangiopathy（PTTM）に対し早期診断と治療介入が奏効し
た一例

（関西電力病院 循環器内科) 本出 圭

8-35 当院における回収可能型下大静脈フィルターDENALI®回収の現状
（洛和会音羽病院 心臓内科) 柳内 隆

8-36 本態性血小板増多症に合併した慢性血栓塞栓性肺高血圧症の一例
（近江八幡市立総合医療センター) 深井 邦剛
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