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Ａ 会 場
(12F 特別会議場)

午前の部 8：50～11：31

YIAセッション 1
演題 Ａ-1～4（8：50～9：18) 座長：木 島 祥 行（JCHO星ヶ丘医療センター)

成 子 隆 彦（大阪市立総合医療センター)

A-1 経大動脈弁的に摘出し得た僧帽弁位Calcified amorphous tumor の⚒例
（大阪急性期・総合医療センター) 伴田 一真

A-2 重症肺疾患合併肺高血圧症における運動耐容能低下要因としての呼吸循環動態の検討
（神鋼記念病院 臨床工学室) 木村 健人

A-3 浅大腿膝窩動脈病変に薬剤溶出性ステント留置⚒ヶ月後に血管内視鏡学的評価を施行し得た
⚑例

（関西労災病院) 中尾 匠

A-4 僧帽弁形成術後に発症した若年性僧帽弁狭窄症
（近江八幡市立総合医療センター 循環器内科) 木村 英希

YIAセッション 2
演題 A-5～8（9：18～9：46) 座長：朝 倉 正 紀（兵庫医科大学)

市 川 稔（市立東大阪医療センター循環器内科）

A-5 慢性腎不全を合併した低心機能かつ右心負荷著明なうっ血性心不全に対し、低用量ミルリノ
ンが奏功した⚑例

（市立東大阪医療センター 循環器内科) 木村 鎬成

A-6 非小細胞肺がん患者におけるオシメルチニブ投与と心機能障害に関する検討
（大阪国際がんセンター 腫瘍循環器科) 鎌田 梨沙

A-7 超高齢の急性心不全入院患者におけるworsening renal function の予後に与える影響
（兵庫県立淡路医療センター 循環器内科) 小田島 進

A-8 急性心不全における脾臓容積と予後の関連
（大阪医科大学 循環器内科) 前田 大智

YIAセッション 3
演題 A-9～13（9：46～10：21) 座長：西 野 雅 巳（大阪労災病院)

相 庭 武 司（国立循環器病研究センター)

A-9 左房前壁で common isthmus を描出できた dual loop atrial tachycardia の一例
（大阪医科大学附属病院 循環器内科) 高山 仁実

A-10 心房細動アブレーションをおこない，カテコラミン離脱に成功した虚血性心筋症の一例
（大阪警察病院 循環器内科) 井戸 允清
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A-11 致死性不整脈を合併したジギタリス中毒の一例
（大阪府済生会中津病院 循環器内科) 瀬尾 英伸

A-12 巨大左室内腫瘍を伴うコントロール不良の心室頻拍に対して、外科的腫瘍摘出術が有効で
あった一例

（大阪警察病院 心臓血管外科) 山名 史男

A-13 心外膜心臓再同期療法と皮下植込み型除細動器併用療法の併用に配慮が必要であった一例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 石井奈津子

YIAセッション 4
演題 A-14～18（10：21～10：56) 座長：林 英 宰（河内友紘会河内総合病院)

石 坂 信 和（大阪医科大学)

A-14 左室流出路狭窄から中部狭窄に移行し，2回の PTSMA で治療した閉塞性肥大型心筋症の⚑
例

（明石医療センター) 野田 翼

A-15 当院における IMPELLA を用いた劇症型心筋炎の治療成績
（大阪大学医学部附属病院 循環器内科) 佐藤 嘉洋

A-16 左室内を占拠する均一なエコー輝度の構造物から早期診断に繋がった好酸球性心内膜心筋炎
の一例

（県立尼崎総合医療センター 循環器内科) 髙橋 直也

A-17 偏位性僧帽弁逆流性MRと病歴から感染性心内膜炎を疑い確定診断し得た症例
（国立病院機構大阪医療センター) 松村未紀子

A-18 感染性心内膜炎に対する大動脈弁置換術後の大動脈弁輪直下に発生した左室仮性瘤にパッチ
閉鎖を施行した⚑例

（大阪急性期・総合医療センター 心臓血管外科) 柿澤 佑実

YIAセッション 5
演題 A-19～23（10：56～11：31) 座長：林 孝 俊（兵庫県立淡路医療センター)

上 田 恭 敬（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター)

A-19 肥大型心筋症に冠攣縮を併発した心肺蘇生後の一例
（大阪市立総合医療センター 循環器内科) 加島 裕美

A-20 頚椎症術前発症の多枝病変急性心筋梗塞に対して stentless-PCI を施行し，3剤併用抗血栓療
法を回避し得た一例

（京都第一赤十字病院 心臓センター 循環器内科) 片岡 瑛亮

A-21 心電図同期造影CT遅延相により診断された急性心筋梗塞後左室破裂の⚑例
（桜橋渡辺病院 循環器内科) 田中 宏和

A-22 特発性冠動脈解離の⚓症例
（堺市立総合医療センター内科統括部) 浜崎 健弥

A-23 急性冠症候群におけるHealed plaques の特徴と臨床経過に与える影響への検討
（大阪労災病院 循環器内科) 中村 仁
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Ｂ 会 場
(10F 1001)

午前の部 8：50～11：17

肺・静脈 1
演題 B-1～4（8：50～9：18) 座長：習 田 龍（大阪労災病院)

大 郷 剛（国立循環器病研究センター)

B-1 運動療法とリオシグアトの併用が運動耐容能の改善に有用であった慢性血栓塞栓性肺高血圧
症の⚑例

（パナソニック健康保険組合 松下記念病院 リハビリテーション科) 橋本 伸吾

B-2 肺腫瘤の組織標本が診断の参考となった慢性肺血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH）の⚑例
（一般財団法人 住友病院 循環器内科) 廣瀬 崇人

B-3 慢性血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH）患者におけるサブトラクション造影CTによる機能的
肺血流評価の可能性

（大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学) 山口 智大

B-4 JAK2 V617F 遺伝子変異を有する本態性血小板血症に慢性血栓塞栓性肺高血圧症を合併した
一例

（大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学) 小野田真保

肺・静脈 2
演題 B-5～8（9：18～9：46) 座長：中 西 宣 文（大阪なんばクリニック)

上 田 仁（国立循環器病研究センター 肺循環科)

B-5 肺高血圧の原因として複数の要因が示唆された成人先天性骨形成不全症の一例
（京都第一赤十字病院循環器内科) 小澤 孝明

B-6 急性肺動脈血栓塞栓症による心肺停止症例にVA-ECMO導入と血栓吸引術で救命し得た一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 竜野 稜子

B-7 急性僧帽弁閉鎖不全症による肺高血圧症に対して nitric oxide 吸入療法が奏効した⚑例
（市立長浜病院) 洞井 和彦

B-8 意識障害にて搬送され右室・肺動脈等に多発静脈内ガス像を認めた一例
（国立病院機構大阪医療センター 循環器内科) 尾崎 立尚

肺・静脈 3
演題 B-9～12（9：46～10：14) 座長：鷹 野 譲（市立東大阪医療センター)

小 向 賢 一（ひだか病院 循環器内科)

B-9 慢性閉塞性肺疾患（COPD）に合併した重症肺高血圧症患者に肺血管拡張薬が著効した一例
（関西電力病院 循環器内科) 豊田なつみ

B-10 関節リウマチに対する免疫抑制薬使用後に急性肺血管反応試験への反応が改善した⚑例
（国立研究開発法人 国立循環器病研究センター) 菊地 泰基
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B-11 急速進行性の肺動脈炎に伴う肺高血圧症に対してPSL が著効した一例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 舟橋紗耶華

B-12 減量により大幅な肺高血圧の改善がみられた高度肥満症例
（大阪医科大学 循環器内科) 奥野 隆祐

肺・静脈 4
演題 B-13～16（10：14～10：42) 座長：渡 部 徹 也（大阪急性期・総合医療センター)

中 西 直 彦（京都府立医科大学大学院医学研究科 循環器内科学)

B-13 血栓性血小板減少性紫斑病に合併した深部静脈血栓症にリバーロキサバン強化療法が著効し
た一例

（国立病院機構大阪医療センター 循環器内科) 中村 雅之

B-14 帝王切開術後右卵巣静脈血栓症に対しワーファリンが著効した一例
（近江八幡市立総合医療センター 循環器内科) 宗像 潤

B-15 外傷治療経過中の臥床に伴い心肺停止を来した広範型肺塞栓症の一例
（京都第一赤十字病院 心臓センター 循環器内科) 白神 彬子

B-16 右総腸骨静脈慢性完全閉塞による難治性浮腫に対し経皮的静脈形成術が有効であった⚑例
（市立東大阪医療センター 循環器内科) 坂本 大輔

弁膜症 1
演題 B-17～21（10：42～11：17) 座長：岩 倉 克 臣（桜橋渡辺病院 循環器内科)

天 木 誠（国立循環器病研究センター)

B-17 経皮的僧帽弁クリップ留置術直後より持続性心室頻拍を繰り返した一例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 舟橋紗耶華

B-18 経カテーテル治療にて治療しえた連合弁膜症による高齢心不全の一例
（大阪急性期・総合医療センター) 香山 京美

B-19 経食道心エコーで過小評価したバルーン大動脈弁形成術後の急性大動脈弁閉鎖不全症
（関西医科大学第二内科) 原 宏幸

B-20 虚血性僧帽弁閉鎖不全症に対して回旋枝のPCI が有効であった一例
（（独)国立病院機構大阪医療センター 循環器内科) 篠内 和也

B-21 バルーン大動脈弁形成術（BAV）にて人工呼吸器離脱し退院可能となった一例
（近畿中央病院 循環器内科) 高 伸介
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Ｂ 会 場
(10F 1001)

午後の部 14：10～15：20

先天性 1
演題 B-22～26（14：10～14：45) 座長：城 戸 佐知子（兵庫県立こども病院 循環器内科)

橘 公 一（八尾市立病院)

B-22 ファロー四徴症心内修復術後遠隔期にʠ心音五重奏ʡを呈した高度肺動脈弁逆流症の一例
（神戸大学医学部附属病院 循環器内科) 藤田 紘

B-23 心室細動からの蘇生に難渋した Fontan 術後・右胸心成人患者の一例
（国立病院機構大阪医療センター 循環器内科) 佐々木 駿

B-24 術前に診断し得た，高齢者の孤立性冠静脈洞型心房中隔欠損症の一例
（神戸医療センター 循環器内科) 永井 駿

B-25 70代で初めて診断された静脈洞型心房中隔欠損症の一例
（大阪医科大学 循環器内科) 藤吉 秀樹

B-26 冠静脈洞型心房中隔欠損症による右心不全症状を呈した高齢女性の⚑例
（大阪急性期総合医療センター) 藤田 岳史

先天性 2
演題 B-27～31（14：45～15：20) 座長：安 岡 良 典（国立病院機構大阪南医療センター循環器科)

西 尾 ま ゆ（大阪府済生会千里病院 循環器内科)

B-27 胸痛を契機に診断された先天性左室憩室症の成人例
（医療法人回生会宝塚病院) 長谷川 峻

B-28 MICS アプローチにて修復し得た冠静脈洞型心房中隔欠損症の⚑例
（大阪急性期・総合医療センター) 伴田 一真

B-29 Fallot 四徴症心内修復術後の再手術困難な重症右心不全に対し経皮的心房中隔形成術を施行
した⚑例

（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 堀 友亮

B-30 特殊な血行動態を呈し，成人期まで生存し得たUhl 病の一例
（神戸大学医学部附属病院 循環器内科) 三和 圭介

B-31 著明な右心，冠静脈洞の拡大を認め，心臓 CT 検査にて unroofed coronary sinus と診断しえ
た⚑例

（JR大阪鉄道病院) 藤原 義大
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Ｃ 会 場
(10F 1002)

午前の部 8：50～11：31

心筋炎・心筋症 1
演題 C-1～5（8：50～9：25) 座長：大 郷 恵 子（国立循環器病研究センター 病理部)

松 本 賢 亮（神戸大学大学院医学研究科)

C-1 IMPELLA のアップグレードによる左室 unloading が奏功した劇症型心筋炎の⚑例
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 播磨 綾子

C-2 完全房室ブロックに伴う頻回の心停止のため経皮的補助人工心肺を要した小児の劇症型心筋
炎の一例

（大阪医科大学 循環器内科) 井上 雅巨

C-3 急性心筋梗塞が疑われ心筋シンチで局所型たこつぼ型心筋症の診断に至った一例
（大阪警察病院 循環器内科) 堀内 恒平

C-4 肥大型心筋症に特徴的な身体所見の頻度
（松下記念病院 循環器内科) 川﨑 達也

C-5 心不全入院を繰り返す治療抵抗性の孤立性左室緻密化障害の⚑例
（箕面市立病院) 永井 崇博

心筋炎・心筋症 2
演題 C-6～10（9：25～10：00) 座長：岩 永 善 高（近畿大学医学部 循環器内科)

大 西 俊 成（桜橋渡辺病院 心臓血管センター 内科)

C-6 トランスサイレチン型心アミロイドーシスの一例
（大阪医科大学 循環器内科) 奥野 隆祐

C-7 多発する心室性期外収縮の管理に難渋した虚血性心筋症の一例
（医療法人 川崎病院 循環器内科) 高田 昌紀

C-8 心房細動アブレーション治療後に心機能が改善した心不全の⚑例
（国立病院機構大阪医療センター 循環器内科) 家原 卓史

C-9 急性期に VT storm を呈した劇症型心筋炎の⚑例
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 山口 聡

C-10 急激な経過を辿ったALアミロイドーシスによる急性心不全の一例
（奈良県立医科大学 循環器内科) 名古路貴志

心筋炎・心筋症 3
演題 C-11～15（10：00～10：35) 座長：田 巻 庸 道（天理よろづ相談所病院)

世 良 英 子（大阪大学 循環器内科学)

C-11 PTSMA術後に一過性のMR増大による循環動態破綻を認めた⚑例
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 向井 隆
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C-12 胸痛を自覚後に新規の収縮期心雑音を認めた⚑例
（関西医科大学 第二内科) 寺中 若菜

C-13 心タンポナーデを呈したいわゆるたこつぼ型心筋症の一例
（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

C-14 植込型左室補助人工心臓から離脱可能であったアドリアマイシン心筋症の⚑例
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 瀬川 貴嗣

C-15 在宅療養を希望する点滴強心薬離脱困難な末期心不全患者への支援
（兵庫医科大学病院 看護部) 山城由紀子

心筋炎・心筋症 4
演題 C-16～19（10：35～11：03) 座長：中 川 理（市立豊中病院）

谷 口 達 典（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学)

C-16 ACE阻害薬およびβ遮断薬が有用であったトラスツズマブによる薬剤性心筋症の⚑例
（国立病院機構 大阪南医療センター 循環器科) 砂山 勇

C-17 冠攣縮性狭心症による意識消失を伴った急性心膜炎の一例
（大阪警察病院 循環器内科) 安達賢太郎

C-18 複数の心室瘤を有し，心室頻拍を伴った非虚血性心筋症の一例
（大阪大学大学院 医学系研究科 循環器内科学) 佐藤 如雄

C-19 形態評価にコントラスト心エコー図が有用であった両心室中部閉塞性心筋症の⚑例
（松下記念病院 臨床検査科) 秋山 恵子

心筋炎・心筋症 5
演題 C-20～23（11：03～11：31) 座長：佐 藤 幸 人（兵庫県立尼崎総合医療センター)

合 田 亜希子（兵庫医科大学)

C-20 β遮断薬併用療法により心機能の改善が得られた，DCMの二症例
（八尾市立病院 循環器内科) 乾 礼興

C-21 妊娠初期に発症した急性心筋炎の⚑例
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 小川 翔

C-22 異常筋束が原因となった左室流出路狭窄と僧帽弁閉鎖不全症に対し外科的治療が奏功した⚑
例

（加古川中央市民病院 循環器内科) 市川 靖士

C-23 トランスサイレチン型アミロイドーシスと診断した⚒例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 萬川 和
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Ｃ 会 場
(10F 1002)

午後の部 13：10～15：16

心筋炎・心筋症 6
演題 C-24～28（13：10～13：45) 座長：安 村 良 男（尼崎中央病院 循環器内科)

田 中 秀 和（神戸大学大学院 循環器内科学分野)

C-24 HFpEF における急性心不全回復後のE/eʼ の上昇持続
（河内総合病院 循環器内科) 林 英宰

C-25 心室頻拍を契機に診断されたトランスサイレチン型心アミロイドーシスの⚑例
（神戸市立医療センター中央市民病院) 宮脇 規壽

C-26 腸管虚血を合併し救命できなかった劇症型好酸球性心筋炎の一例
（大阪医科大学付属病院) 野村 悠文

C-27 たこつぼ型心筋症を合併したCapnocytophaga canimorsus（C. canimorsus）感染症の一例
（京都中部総合医療センター 循環器内科) 小野 拳史

C-28 急性心不全を呈した周産期心筋症の一例
（近江八幡市立総合医療センター) 金子 優作

心筋炎・心筋症 7
演題 C-29～33（13：45～14：20) 座長：山 田 貴 久（大阪急性期・総合医療センター)

廣 岡 慶 治（大阪府済生会千里病院 循環器内科)

C-29 不整脈源性右室心筋症との鑑別を要した心サルコイドーシスの一例
（和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科) 横山 真央

C-30 オシメルチニブによる薬剤性心筋障害の一例
（北播磨総合医療センター 循環器内科) 山本 真子

C-31 Pazopanib による心筋障害が低心機能の原因と考えられたうっ血性心不全の⚑例
（京都第二赤十字病院 循環器内科) 岩谷 拓馬

C-32 大動脈弁狭窄症を合併した閉塞性肥大型心筋症に対しPTSMAが奏功した⚑例
（近江八幡市立総合医療センター) 戸村 暢成

C-33 βミオシン重鎖（MHY7）に遺伝子異常を認めた家族性左室緻密化障害の一家系
（新宮市立医療センター 循環器内科) 谷本 貴志

大動脈
演題 C-34～37（14：20～14：48) 座長：当 麻 正 直（兵庫県立尼崎総合医療センター)

北 林 克 清（JCHO大阪病院)

C-34 成人型大動脈縮窄症に対し外科的治療を行った⚑例
（天理よろづ相談所病院 心臓血管外科) 多良 祐一
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C-35 B 型解離性大動脈瘤術後遠隔期に発症した上行大動脈解離例
（耳原総合病院 心臓血管外科) 井上 剛裕

C-36 器質化肺炎を契機に発見された高安動脈炎の一例
（大阪市立大学 大学院 医学研究科 循環器内科学) 島田 裕希

C-37 拡大する弓部大動脈下の嚢状瘤から IgG4 関連動脈周囲炎が疑われた一例
（大阪労災病院 循環器内科) 野原 大彰

末梢血管
演題 C-38～41（14：48～15：16) 座長：伊 達 基 郎（国立病院機構大阪医療センター 循環器内科)

柏 瀬 一 路（兵庫医科大学）

C-38 長期経過を有するバージャー病に血管内治療を行った⚒症例
（音羽病院 心臓内科) 太田悠太郎

C-39 Open Stent Graft 法を用いた全弓部大動脈人工血管置換術後，SINE を認めた慢性胸部大動脈
瘤に対する⚑手術例

（大阪医科大学付属病院 心臓血管外科) 鈴木 達也

C-40 急性下行大動脈閉塞，急性心不全に対し緊急ステントグラフト内挿術を施行し救命した⚑例
（大津赤十字病院 循環器内科) 野村真之介

C-41 高度石灰化大動脈閉塞に対してバルーン拡張型ステントグラフトを留置した⚑例
（西宮渡辺心臓脳・血管センター 血管外科 外科) 畑田 充俊

Ｄ 会 場
(10F 1003)

午前の部 8：50～11：45

虚血性心疾患 1
演題 D-1～5（8：50～9：25) 座長：小 林 智 子（京都桂病院 心臓血管センター)

樋 口 義 治（大阪警察病院)

D-1 腫瘍塞栓による急性心筋梗塞を発症した腎盂癌の一例
（大阪国際がんセンター 腫瘍循環器科) 安居 琢

D-2 PCI 後の感染性冠動脈瘤に対して冠動脈バイパス術と冠動脈瘤切除を施行した⚑例
（大阪市立総合医療センター) 西矢 健太

D-3 心室の全領域にピロリン酸の集積を認めた重症虚血性心疾患の⚑例
（松下記念病院 循環器内科) 川俣 博史

D-4 急性前壁中隔心筋梗塞に合併した左室内血栓症に対して抗凝固療法が著効した一症例
（八尾市立病院 循環器内科) 上田 薫平
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D-5 非心臓手術の術前にMICS CABGを施行した⚒症例
（大阪市立総合医療センター) 新田目淳孝

虚血性心疾患 2
演題 D-6～10（9：25～10：00) 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)

D-6 Impella および経皮的心肺補助装置の併用により救命し得た左主幹動脈を責任病変とする急性
心筋梗塞の一例

（大阪労災病院 循環器内科) 東野奈生子

D-7 二期的に rotational atherectomy を施行した calcified nodule を伴う STEMI の一例
（洛和会 音羽病院 心臓内科) 藪田 順紀

D-8 Cutting balloon 回収時の留置後⚑年経過したステントの部分剥離の一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 庄司 圭佑

D-9 薬剤コーテッドステントと第⚒世代薬剤溶出性ステント留置⚑年後の血管内視鏡所見の比較
（国立病院機構大阪医療センター 循環器内科) 小杉 隼平

D-10 FFR と Resting index の不一致を認めた症例に対してPCI を行った⚑例
（加古川中央市民病院 循環器内科) 辻本 誠長

虚血性心疾患 3
演題 D-11～15（10：00～10：35) 座長：岡 村 篤 徳（桜橋渡辺病院 循環器内科)

中 西 道 郎（国立循環器病研究センター)

D-11 PCSK9 阻害薬による脂質性プラークの安定化を図った上で方向性冠動脈粥腫切除術を施行
し得た⚑例

（大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学) 松本 直己

D-12 低体温により発見が遅れた右室梗塞の⚑例
（奈良県西和医療センター) 花房龍太郎

D-13 急性冠症候群を繰り返した冠動脈拡張症の一例
（大阪府済生会野江病院 循環器内科) 小倉 和浩

D-14 狭心症に対する待機的PCI 後に Post-cardiac Injury Syndrome を発症した一例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 米田 史哉

D-15 アプローチの違いにより engage 可能なガイドカテーテルが異なる理由を術中心臓 CT 画像
から確認し得た一例

（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科) 横井 研介
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虚血性心疾患 4
演題 D-16～20（10：35～11：10) 座長：片 岡 亨（ベルランド総合病院 心臓病センター循環器内科)

石 原 隆 行（関西労災病院)

D-16 EES 留置 5年後に発症した very late stent thrombosis を複数の血管内イメージングで観察し
た一例

（洛和会音羽病院 心臓内科) 花房 克行

D-17 Impella5.0 が PCPS + IABP の代替となり心原性ショック離脱に成功した一例
（大阪労災病院 循環器内科) 河村明希登

D-18 冠動脈血栓塞栓症による急性心筋梗塞が誘因と考えられたたこつぼ型心筋症の⚑例
（大阪府済生会千里病院 循環器内科) 坂谷 彰哉

D-19 発作性心房細動による塞栓症にて左冠動脈主幹部閉塞を来した一例
（京都中部総合医療センター) 田坂 聡

D-20 エベロリムス溶出性ステント留置⚒年後に遅発性ステント血栓症を同時発症した一例
（枚方公済病院) 澤田 好江

虚血性心疾患 5
演題 D-21～25（11：10～11：45) 座長：民 田 浩 一（西宮渡辺心臓脳・血管センター)

三 浦 弘 之（国立循環器病研究センター）

D-21 第⚑世代 DES 留置後の超遠隔期ステント内再狭窄に POBA 施行後に近位部塞栓となり
ショックに至った症例

（地方独立行政法人 市立東大阪医療センター) 李 京美

D-22 PCI 前に遅延造影MRI による心筋バイアビリティー評価を行った慢性完全閉塞の一例
（新宮市立医療センター 循環器内科) 谷本 貴志

D-23 IMPELLA を用いて救命しえた左主幹部急性心筋梗塞の一例
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 田中 克尚

D-24 高度石灰化病変に対して，Optical coherence tomography を併用したOrbital atherectomy が
有効であった一例

（大阪労災病院 循環器内科) 豊島 拓

D-25 Impella サポート下に治療し得た，心原性ショックを合併した急性心筋梗塞の⚑例
（大阪労災病院 循環器内科) 浮田 康平
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Ｄ 会 場
(10F 1003)

午後の部 13：10～14：55

虚血性心疾患 6
演題 D-26～29（13：10～13：38) 座長：森 田 孝（大阪急性期・総合医療センター)

藤 久 和（神戸掖済会病院 循環器内科)

D-26 HIV 感染症患者の冠動脈および大動脈に Lipid rich plaque を認めた一例
（国立大阪医療センター) 上田 泰大

D-27 若年で心筋梗塞を発症した家族性コレステロール血症の29歳男性の⚑例
（済生会滋賀県病院循環器内科) 水谷 駿介

D-28 非 ST上昇型急性心筋梗塞を契機に発見されたANCA関連血管炎の⚑例
（高槻病院 循環器内科) 竹内 仁一

D-29 Cypher ステント留置13年後に生じた再狭窄病変の病理学的評価
（大阪警察病院 循環器内科) 福島 貴嗣

虚血性心疾患 7
演題 D-30～34（13：38～14：13) 座長：東 野 順 彦（東宝塚さとう病院)

志 手 淳 也（大阪府済生会中津病院)

D-30 難治性労作時胸痛の精査で診断した運動誘発性冠攣縮性狭心症の一例
（国立病院機構大阪南医療センター 循環器科) 園浦 拓龍

D-31 攣縮時の冠動脈を IVUSで観察しえた急性冠症候群の一例
（大阪府済生会千里病院 循環器内科) 西尾 まゆ

D-32 ECPELLA による管理で待機的に Ope を行った心原性ショックを伴った VSR 合併 LADAMI
の一例

（加古川中央市民病院 循環器内科) 米原 昇吾

D-33 高度石灰化部位における covered stent 留置後の病変を内視鏡にて観察し得た⚑例
（大阪急性期・総合医療センター 心臓内科) 阿部 誠

D-34 心筋酸素需要と供給の不均衡による周術期心筋梗塞の一例
（関西労災病院) 川浪 翔大

心膜炎
演題 D-35～39（14：20～14：55) 座長：藤 田 知 之（国立循環器病研究センター 心臓外科)

和 田 暢（国立循環器病研究センター 不整脈科)

D-35 感染性心内膜炎に対するデバイス抜去後の再植込みにリードレスペースメーカを選択した一例
（関西電力病院 循環器内科) 豊田なつみ
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D-36 FDG-PET が有用であったCRT-Dリード感染の一例
（天理よろづ相談所病院 循環器内科) 山﨑 誠太

D-37 大動脈弁置換及び僧帽弁形成術後早期にMRSA感染性心内膜炎を発症した一例
（大阪警察病院 心臓血管外科) 河住 亮

D-38 壊死性筋膜炎に合併した primary mural endocarditis の一例
（大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学) KIM ANDREW T

D-39 感染性心内膜炎の経過中に脳出血を発症した一例
（市立伊丹病院) 小竹悠理香

Ｅ 会 場
(10F 1004＋1005)

午前の部 8：50～11：10

学生・初期研修医セッション 1
演題 E-1～5（8：50～9：25) 座長：永 井 義 幸（りんくう総合医療センター 循環器内科)

中 川 義 久（滋賀医科大学 内科学講座 循環器内科)

E-1 仮性動脈瘤に対するVIABAHN留置後に endoleak をきたして再止血を要した⚑例
（兵庫医科大学病院 循環器内科冠疾患内科) 砂川 卓哉

E-2 高度石灰化病変にクロッサーカテーテルが stuck し外科的回収を要した一例
（大阪労災病院循環器内科) 阿部 優

E-3 腎静脈瘤を合併した腎動静脈瘻に対して，血管塞栓術を施行した一例
（京都大学医学部附属病院循環器内科) 鮑 炳元

E-4 バルサルバ洞仮性動脈瘤破裂により右房穿破を来たした一例
（滋賀医科大学 医学部 医学科 6年) 玉岡 幸記

E-5 感染性大動脈瘤の⚑例
（京都桂病院 心臓血管センター・内科 初期研修医) 加藤 雅晃

学生・初期研修医セッション 2
演題 E-6～10（9：25～10：00) 座長：葭 山 稔（大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学)

坂 田 泰 史（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学)

E-6 たこつぼ型心筋症発症を契機に S字中隔にて流出路狭窄を引き起こし，胸痛の原因が判明し
た一例

（赤穂市民病院 初期研修医) 千田 有紗

E-7 超高齢発症の多発性筋炎に合併した急性心筋炎の一例
（独立行政法人 国立病院機構 大阪南医療センター 臨床研修医) 生駒 龍興

－ 28 －

Ｅ

会

場



  Page 14

E-8 心臓MRI が急性心筋炎の診断の契機となった⚑例
（大阪医科大学 循環器内科) 森 麻奈斗

E-9 心アミロイドーシスに心筋炎を合併し劇症型の経過を辿った一例
（京都第一赤十字病院 心臓センター 循環器内科) 筧 侑典

E-10 全身動脈硬化性病変を有した低 HDL-C 血症に対しペマフィブラ－トが脂質の改善に有効
だった⚑例

（北播磨総合医療センター) 増田 理沙

学生・初期研修医セッション 3
演題 E-11～15（10：00～10：35) 座長：栗 田 隆 志（近畿大学病院心臓血管センター)

竹 田 泰 治（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学)

E-11 植込み後⚗年を経過したペースメーカーのジェネレータ交換⚒時間後にペーシング不能と
なった一例

（草津総合病院 循環器内科) 野村 啓介

E-12 ヒスペーシングが心不全治療に奏功した一例
（JCHO星ヶ丘医療センター 臨床研修室) 姫島 知樹

E-13 ASD閉鎖デバイス挿入後の心房頻拍に対しアブレーション治療を行った一例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 中井 久登

E-14 ARGP領域へのクライオアブレーションの追加により SVCの firing が消失した発作性心房細
動の一例

（大阪府済生会泉尾病院 循環器内科) 布川 裕人

E-15 不整脈原性右室心筋症（ARVC）を背景に発症した持続性心室頻拍を救命し得た⚑例
（地方独立行政法人 市立東大阪医療センター) 藤岡 智宏

学生・初期研修医セッション 4
演題 E-16～20（10：35～11：10) 座長：松 室 明 義（洛西ニュータウン病院 循環器内科)

安 部 晴 彦（国立病院機構大阪医療センター 循環器内科)

E-16 複数の動脈硬化性疾患を有し，治療戦略の決定に苦慮した一例
（関西労災病院 循環器内科) 新屋敷 佳

E-17 Bridge to TAVI 目的の緊急BAVが有効であった症例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 緒方 梨沙

E-18 先天性一尖弁に伴う重症大動脈弁狭窄症の一例
（大阪医科大学 循環器内科) 近藤あゆか

E-19 重度大動脈弁狭窄症にATTR心アミロイドーシスを合併した一例
（京都大学医学部付属病院循環器内科) 石村 亮治

E-20 胸部大動脈瘤破裂に伴う心嚢内穿破をきたしたが神経学的後遺症を残さず救命しえた一例
（神戸掖済会病院 循環器内科) 山本 健太
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Ｆ 会 場
(10F 1006＋1007)

午前の部（8：50～11：10)

学生・初期研修医セッション 5
演題 F-1～5（8：50～9：25) 座長：的 場 聖 明（京都府立医科大学 循環器内科)

古 川 善 郎（大阪急性期・総合医療センター)

F-1 発症直前心エコー図で存在を認めなかった, 肺癌患者に生じた僧帽弁疣贅の一例
（京都第一赤十字病院 心臓センター 循環器内科) 芳村 純

F-2 診断に苦慮した若年者の感染性心内膜炎の一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 村上 貴英

F-3 Submitral aneurysm をマルチモダリティーにて評価し得た⚑例
（大阪労災病院 循環器内科) 杉野亜矢子

F-4 黄視症を呈したジギタリス中毒の⚑例
（松下記念病院 臨床研修医) 春名 優甫

F-5 経カテーテル大動脈弁置換術後に感染性心内膜炎を合併し長期の抗菌薬投与を行った⚑例
（京都大学医学部附属病院循環器内科) 坂上 功次

学生・初期研修医セッション 6
演題：F-6～10（9：25～10：00) 座長：星 田 四 朗（八尾市立病院)

赤 阪 隆 史（和歌山県立医科大学・循環器内科)

F-6 心電図変化に先行し左室壁運動異常を認めたたこつぼ心筋症の一例
（六甲アイランド甲南病院 循環器科) 高橋 良輔

F-7 再発時に壁運動異常のパターンが異なっていた，たこつぼ心筋症の一例
（大阪医科大学附属病院 循環器内科) 三木茉吏伽

F-8 ドブタミンによる薬剤性好酸球増多が心不全を増悪させた非虚血性心筋症の一例
（大阪大学 卒後教育開発センター) 久保 茂世

F-9 抗ミトコンドリア抗体と抗セントロメア抗体陽性を示した心筋症の一例
（京都医療センター 循環器内科) 硲 達也

F-10 Veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation 下の劇症型心筋炎に血栓性微小血管障
害症を合併した例

（枚方公済病院循環器内科) 島田 大揮

学生・初期研修医セッション 7
演題 F-11～15（10：00～10：35) 座長：谷 口 泰 代（兵庫県立姫路循環器病センター)

泉 家 康 宏（大阪市立大学 循環器内科)

F-11 急激に発症した高齢男性の1群肺高血圧症の⚑例
（滋賀医科大学 医学部付属病院 医師臨床教育センター) 髙木 俊祐
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F-12 原発性滲出性リンパ腫類似リンパ腫（PEL-LL）に肺動脈性肺高血圧症を合併した一例
（神鋼記念病院 循環器内科) 難波 晃平

F-13 診断，治療に苦慮した前毛細血管性肺高血圧症の一例
（公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院) 山本 真也

F-14 症状発症から約14時間後に死亡した進行胃癌による微小肺動脈腫瘍塞栓が疑われた⚑症例
（大阪府済生会千里病院 初期研修医) 石山 福道

F-15 急激な門脈圧上昇に伴い肺高血圧の悪化を認め死の転帰をとった一例
（神鋼記念病院 循環器内科) 田中 優也

学生・初期研修医セッション 8
演題 F-16～20（10：35～11：10) 座長：向 井 幹 夫（大阪国際がんセンター 成人病ドック科)

神 崎 秀 明（国立循環器病研究センター 心臓血管内科)

F-16 脳梗塞発症を契機に診断された左房粘液腫の一例
（大阪医科大学 循環器内科) 中村 暢洋

F-17 非典型的な右房粘液腫の一例
（関西電力病院 循環器内科) 相馬 凱大

F-18 両心房内に異常構造物を認めた担癌患者の一症例
（関西医科大学第二内科) 喜多 瑛世

F-19 ニボルマブにて消失した左房内腫瘍の一例
（兵庫県立西宮病院 循環器内科) 齊藤 貴之

F-20 肝膿瘍からの直接波及が疑われた感染性心外膜炎の一例
（市立東大阪医療センター) 福岡 大史

Ｆ 会 場
(10F 1006＋1007)

午後の部（13：10～15：30)

不整脈 6
演題 F-21～25（13：10～13：45) 座長：安 岡 良 文（近畿大学病院 循環器内科)

増 田 正 晴（関西労災病院)

F-21 ICDを植え込まずに経過観察中に心室細動を発症したBrugada 症候群の⚑例
（新宮市立医療センター 循環器内科) 谷本 貴志

F-22 潜因性脳梗塞に対する insertable cardiac monitoring 植え込み後に洞不全症候群を認めた⚒例
（兵庫医科大学 循環器内科・冠疾患内科) 貴島 秀行

－ 31 －

Ｆ

会

場



  Page 17

F-23 Ripple Mapping によって⚓種類の focal source を同定しえた，心房細動アブレーション後の
心房頻拍の⚑例

（滋賀県立総合病院 循環器内科) 灘濵 徹哉

F-24 上大静脈隔離後遷延する洞不全を生じたが，翌日に回復した一例
（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

F-25 Vargal response 時に IRAF を起こす SVC trigger 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

不整脈 7
演題 F-26～30（13：45～14：20) 座長：平 田 明 生（大阪警察病院 循環器内科)

江 神 康 之（大阪労災病院）

F-26 PSVT に対してアブレーション施行後に偽痛風を発症した高齢女性の一例
（JCHO大阪病院) 末谷 悠人

F-27 皮下植込み型除細動器の留置後感染に内科的治療が奏功した一例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科 不整脈科) 市原 慎也

F-28 運動中の洞性頻脈に対して不適切作動を生じた皮下植込み型除細動器の⚑例
（関西労災病院) 上松 弘幸

F-29 Double snare technique を用いて Floating Micra を安全に回収し得た一例
（大阪急性期・総合医療センター 心臓内科) 田村 勇人

F-30 心室瘤を伴う肥大型心筋症の心室頻拍に対する内科的治療に難渋し，心室瘤切除と冷凍凝固
術を施行した一例

（大阪警察病院 循環器内科) 筒井 悠美

弁膜症 2
演題 F-31～35（14：20～14：55) 座長：川 野 成 夫（河内総合病院 循環器内科）

真 野 敏 昭（関西労災病院)

F-31 臥位エルゴ負荷により三尖弁に離開が生じ三尖弁逆流が増悪した心不全合併不整脈原性右室
心筋症の一例

（国立病院機構 大阪医療センター) 飯田 吉則

F-32 SLE に伴う進行性僧帽弁狭窄症による難治性心不全を発症し，緊急僧帽弁置換術を施行した
⚑例

（近畿大学医学部 循環器内科) 大西 教平

F-33 重度の ARによるNYHA4 度の心不全の高齢者へ胸骨上半切開（UHS）AVRを施行した⚑例
（関西電力病院 心臓血管外科) 小澤 達也

F-34 Bridge to decision として IMPELLA を用い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) 三好 徹

F-35 VSDに合併した動脈弁輪部拡張，大動脈弁閉鎖不全症，大動脈弁下狭窄に対して大動脈基部
置換術を施行した⚑例

（大阪赤十字病院 心臓血管外科) 髙﨑 直
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弁膜症 3
演題 F-36～40（14：55～15：30) 座長：宮 川 繁（大阪大学 心臓血管外科)

山 野 哲 弘（京都府立医科大学 循環器内科学・臨床検査部)

F-36 冠動脈バイパス術後 Child B 肝機能障害を伴う三尖弁閉鎖不全に対し右側開胸にて三尖弁形
成術を施行した一例

（京都府立医科大学 心臓血管外科) 法里 優

F-37 TAVI 弁留置後に，Safari が抜去困難となった一例
（神戸大学医学部附属病院 循環器内科) 福山 裕介

F-38 Trifecta 人工弁の人工弁機能不全に対して再大動脈弁置換術を要した一例
（天理よろづ相談所病院 循環器内科) 濱口 侑大

F-39 Platypnea-orthodeoxia syndrome を呈した特発性三尖弁腱索断裂の一例
（済生会滋賀県病院 循環器内科) 牧野 真大

F-40 経カテーテル大動脈弁留置術術後に左冠尖亜閉塞による急性心不全を来した⚑例
（大阪急性期・総合医療センター 心臓内科) 河合 努

Ｇ 会 場
(10F 1008)

午前の部 8：50～11：10

学生・初期研修医セッション 9
演題 G-1～5（8：50～9：25) 座長：木 村 剛（京都大学 循環器内科)

野 口 暉 夫（国立循環器病研究センター 心臓血管内科)

G-1 高血圧緊急症の原因として褐色細胞腫とクッシング症候群の合併が疑われた片側副腎腫瘍の
一例

（国立病院機構大阪医療センター) 國分 祐樹

G-2 右室枝単独梗塞による心室細動を診断し得た一例
（神戸大学医学部附属病院 循環器内科) 山本 裕貴

G-3 腎動脈ステント留置術と降圧療法にて全周性の心内膜下虚血が消失した⚑例―負荷 perfusion
MRI による評価―

（市立川西病院) 西浦 由貴

G-4 心筋梗塞発症後急性期に心嚢水貯留を認めた急性心膜炎の一例
（天理よろづ相談所病院 総合診療教育部) 北井 順也

G-5 たこつぼ心筋症が疑われた覚醒剤による急性心筋梗塞の一例
（川崎病院 循環器内科) 山口 天慶
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学生・初期研修医セッション 10
演題 G-6～10（9：25～10：00) 座長：斎 藤 能 彦（奈良県立医科大学 循環器内科)

平 田 健 一（神戸大学大学院医学研究科 内科学講座・循環器内科学)

G-6 心電図異常を契機に発見された巨大冠動脈瘤を伴う冠動脈瘻の一例
（和歌山県立医科大学 循環器内科) 高木 拓也

G-7 心エコー図検査にて右房内巨大血栓を観察しえた肺動脈塞栓症の一例
（京都第一赤十字病院 心臓センター 循環器内科) 二木ひとみ

G-8 肺サルコイドーシスによる肺高血圧症の一例
（神戸大学 医学部 附属病院 循環器内科) 相内志津子

G-9 エンドセリン拮抗薬とプロスタサイクリン製剤の併用治療追加が奏効した間質性肺炎由来肺
高血圧の一例

（神鋼記念病院 循環器内科) 中村 航大

G-10 中枢性の慢性肺動脈血栓症に対して肺動脈内膜剥離術を行った一例
（京都大学医学部附属病院循環器内科) 鈴木 優太

学生・初期研修医セッション 11
演 G-11～15（10：00～10：35) 座長：藤 井 謙 司（桜橋渡辺病院 循環器内科)

宮 崎 俊 一（大阪府済生会富田林病院)

G-11 造影カテーテルで冠動脈解離を生じた⚑例
（日本生命病院 循環器内科) 大西 彩乃

G-12 心外膜心筋炎と冠れん縮性狭心症の合併が疑われた⚑例
（奈良県西和医療センター) 末長 遼子

G-13 複数病変に観血的加療を要した冠拡張薬抵抗性の異型狭心症
（淀川キリスト教病院 臨床研修センター) 末廣 和子

G-14 外来心臓リハビリテーションを中止するたびに心不全増悪を繰り返す左室形成術後の陳旧性
心筋梗塞の一例

（京都第一赤十字病院 心臓センター循環器内科) 伊藤 史晃

G-15 発症の時系列を観察できたKounis 症候群の⚑例
（松下記念病院 循環器内科) 渡邉 聖瑠

学生・初期研修医セッション 12
演題 G-16～20（10：35～11：10) 座長：古 川 裕（神戸市立医療センター中央市民病院)

岡 田 昌 子（JCHO大阪病院 臨床検査科)

G-16 補助循環装置を要した頻脈誘発性心筋症による心原性ショックの一例
（市立奈良病院 臨床研修センター) 辻 麟太郎

G-17 治療に難渋した若年発症の抗ミトコンドリア抗体陽性心不全の⚑例
（市立東大阪医療センター 循環器内科) 池上真理子
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G-18 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症に劇症型心筋炎を合併した一例
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 坂本 麻衣

G-19 非小細胞肺癌に対する Durvalumab による免疫治療中に免疫関連有害事象による心筋炎をき
たした一例

（田附興風会 北野病院) 土井 究

G-20 周産期心筋症を背景に vascular type の心不全を発症した一例
（大阪警察病院 循環器内科) 上田 眞以

Ｇ 会 場
(10F 1008)

午後の部 13：10～15：16

心膜・腫瘍 1
演題 G-21～25（13：10～13：45) 座長：藤 田 雅 史（大阪国際がんセンター 腫瘍循環器科)

宮 坂 陽 子（関西医科大学 第⚒内科・循環器内科)

G-21 心臓腫瘍の生検により心臓原発悪性リンパ腫の確定診断がつき早期に治療開始し得た一例
（関西電力病院 循環器内科) 中谷 晋

G-22 右心不全症状を契機に診断に至った心嚢原発B細胞リンパ腫の一例
（近江八幡市立 総合医療センター) 後藤 大輝

G-23 血性心囊液貯留を呈し，難治性胸水から診断に至ったリンパ腫の一例
（大阪医科大学 循環器内科) 蓬莱 亮斗

G-24 イマチニブにより心膜液貯留，甲状腺機能低下をきたした KIT（CD117）陽性消化管間質腫
瘍の一例

（市立貝塚病院) 中 聡夫

G-25 心エコーにて偶発的に発見された下大静脈腫瘍栓を伴う肝細胞癌の一例
（兵庫医科大学 循環器内科・冠疾患内科) 保科 凜

心膜・腫瘍 2
演題 G-26～30（13：45～14：20) 座長：彦 惣 俊 吾（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学)

坂 本 陽 子（大阪大学 循環器内科)

G-26 口腔底癌との関連が疑われた細菌性心膜炎の一例
（兵庫医科大学病院 循環器・腎透析内科) 高亀 武弘

G-27 安静時胸部圧迫感を契機に発見された心臓原発腫瘍の⚑例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 木村 晃久

G-28 巨大心室瘤に対し外科的手術を施行した⚑例
（関西医大総合医療センター 心臓血管外科) 飯藤 啓高
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G-29 両心室基部を円周状に取り巻く限局的な心膜石灰化により生じた収縮性心膜炎の一例
（神戸大学附属病院 循環器内科) 住本 恵子

G-30 心膜剥離術が奏功した結核性心外膜炎の一例
（JCHO大阪病院 循環器内科) 江田 優子

その他の疾患 1
演題 G-31～34（14：20～14：48) 座長：神 崎 裕美子（大阪医科大学 循環器内科)

間木野 泰 祥（県立西宮病院）

G-31 術中冠動脈造影検査が有用であった冠動脈瘤の一手術例
（宇治徳洲会病院) 森田 英男

G-32 Abiraterone 誘発性アルドステロン亢進に対するスピロノラクトン投与が前立腺癌増悪を引き
起こした一例

（神鋼記念病院 循環器内科) 米田 幸世

G-33 徐脈を契機に診断に至った筋強直性ジストロフィーの一例
（洛和会音羽病院 心臓内科) 駒井 翼

G-34 医原性浅大腿仮性動脈瘤及び深大腿動脈瘻に対して超音波ガイド下トロンビン注入が有効で
あった一例

（国立病院機構 国立大阪医療センター) 高安幸太郎

その他の疾患 2
演題 G-35～38（14：48～15：16) 座長：長谷川 新 治（JCHO大阪病院 循環器内科)

國 重 めぐみ（JCHO大阪みなと中央病院)

G-35 発作性上室性頻拍に対するカテーテルアブレーション直後に急激な血圧低下をきたした一例
（京都大学医学部附属病院循環器内科) 山本 丈史

G-36 急性肺血栓塞栓症加療後に残存する肺高血圧精査にて心房中隔欠損症を診断し得た成人男性
の⚑例

（公立学校共済組合近畿中央病院 循環器内科) 高 伸介

G-37 薬物治療抵抗性のうっ血性心不全に対し，axillo-femoral bypass が奏効した⚑例
（神鋼記念病院) 桑原 直也

G-38 労作時呼吸困難と食思不振を主訴に来院し，AL型アミロイドーシスの診断に至った一例
（市立豊中病院) 山本 隆盛
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Ｈ 会 場
(10F 1009)

午前の部 8：50～11：45

不整脈 1
演題 H-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)

田 中 耕 史（桜橋渡辺病院不整脈科）

H-1 食道カテーテル挿入後の食道造影中に正中側への偏移を生じた右側食道の一例
（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

H-2 徐脈頻脈症候群に対しカテーテルアブレーション施行後，洞停止に伴う失神を認めリチウム
中毒が判明した一例

（ベルランド総合病院 心臓病センター 循環器内科) 吉迫 祐太

H-3 アブレーションの戦略に苦慮した inappropriate sinus tachycardia（IST）の一例
（独立行政法人 労働者健康安全機構 神戸労災病院) 木全 玲

H-4 PR 延長を伴う通常型房室結節リエントリー性頻拍に対し，逆行性速伝導路へのアブレー
ションで根治しえた一例

（大阪市立総合医療センター 循環器内科) 藤澤 直輝

H-5 逆行性側副伝導路の確認に工夫を要した⚒症例
（彦根市立病院 循環器内科) 椙本 晃

不整脈 2
演題 H-6～10（9：25～10：00) 座長：和 泉 匡 洋（公立学校共済組合近畿中央病院）

南 口 仁（大阪大学大学院医学研究科 循環器内科学)

H-6 心房細動アブレーション施行例における冠動脈石灰化スコアに関する検討
（JCHO星ヶ丘医療センター 循環器内科) 松本 專

H-7 アブレーション後3枝ブロックが顕在化し，完全房室ブロックへ移行したWPW症候群の一
例

（ベルランド総合病院 循環器内科) 柳下 知哉

H-8 下大静脈－三尖弁輪間峡部線状焼灼術中に房室ブロックを伴う冠攣縮性狭心症が誘発された
一例

（ベルランド総合病院 循環器内科) 谷 賢一

H-9 左上大静脈遺残（PLSVC）を合併した心房粗細動および冠静脈洞起源心房頻拍の⚑例
（市立東大阪医療センター) 吉田 聡

H-10 His 束ペーシングで左脚ブロックが補正された，完全房室ブロックの一例
（国立病院機構 京都医療センター 循環器内科) 小川 尚
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不整脈 3
演題 H-11～15（10：00～10：35) 座長：水 野 裕 八（大阪大学大学院 循環器内科学)

平 尾 優 子（桜橋渡辺病院 心臓・血管センター 循環器内科)

H-11 ペースメーカ局所感染から抗菌薬不応性の持続性菌血症をきたした一例
（大阪大学大学院 医学系研究科 循環器内科学) 中野 智彰

H-12 房室結節枝動脈の冠虚血に対してPCI を行い完全房室ブロックが消失した一例
（りんくう総合医療センター) 岡田 健助

H-13 クライオバルーンアブレーションによる肺静脈隔離術後に胃内容物排出遅延を認めた⚑例
（大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学) 曽根さつき

H-14 心房細動を合併した低心機能患者に対してカテーテルアブレーションを施行した頻脈誘発性
心筋症の一例

（大手前病院) 宮崎 直子

H-15 永久型下大静脈フィルターを介して発作性心房細動に対するカテーテルアブレーションを施
行した⚑例

（加古川中央市民病院 循環器内科) 藤井 寛之

不整脈 4
演題 H-16～20（10：35～11：10) 座長：井 上 耕 一（桜橋渡辺病院 心臓血管センター)

前 田 惠 子（東住吉森本病院 循環器内科)

H-16 薬物療法に不応の拡張型心筋症患者において ICDからHOT-CRT へアップグレードした⚑例
（大阪労災病院 循環器内科) 栁川 恭佑

H-17 無症候性発作性心房細動・心房粗動に対してアブレーションを行い，機能性三尖弁逆流の減
少が得られた一症例

（国立病院機構大阪医療センター 循環器内科) 大橋 拓也

H-18 肺静脈隔離術後に原因不明の嚥下痛と食思不振が持続し左房食道瘻が疑われた一例
（北播磨総合医療センター) 藤田 文香

H-19 肢帯型筋ジストロフィーに心房静止を伴った一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 平尾 木綿

H-20 完全房室ブロックでDDDペースメーカーを植え込み一年以内に心機能が低下した一例
（大津赤十字病院 循環器内科) 岡林真梨恵

不整脈 5
演題 H-21～25（11：10～11：45) 座長：峰 隆 直（兵庫医科大学 内科学循環器・腎透析内科)

三 好 美 和（JCHO大阪病院 循環器内科)

H-21 大動脈無冠尖からの通電が有効であったATP感受性心房頻拍の一例
（大津赤十字病院 循環器内科) 大井 磨紀

H-22 HD-gridTMを使用した 3DマッピングによりCTI の伝導ブロックが証明された一例
（JCHO星ヶ丘医療センター 循環器内科) 蘆田 健毅
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H-23 心臓大血管手術後の頻脈性不整脈に対する低用量塩酸ランジオロールの心拍数抑制効果の検討
（医仁会武田総合病院 心臓血管外科) 岸田 賢治

H-24 完全左脚ブロックを伴った高度房室ブロックに左脚ペーシングを施行した一例
（市立奈良病院 循環器内科) 汪 洋

H-25 皮下植込み型除細動器から経静脈植込み型除細動器への変更を要した若年の不整脈原性右室
心筋症の⚑例

（国立循環器病研究センター病院 心臓血管内科) 掛橋 昇太
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