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A　　　会　　　場
（1003） 

午前の部　9：00～11：30

医療安全・医療倫理に関する講演会
（9：00～10：30）

会長挨拶（10：30～10：35）　　会長　小　室　一　成
（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学　教授）

Special Lecture 1（特別講演１）（10：35～11：30）
「Long-term outcomes of coronary drug-eluting stent 

with biodegradable and permanent polymer」

Chair：Issei Komuro（Osaka University）
Lecturer：Junbo Ge（Fudan University, China）

Co-organized by：Abbott Vascular Japan Co., Ltd.　
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A　　　会　　　場
（1003） 

午後の部　13：00～16：00

特別講演２（13：00～14：00）
「症例で考える不整脈診療」

座長：木村　剛（京都大学大学院循環器内科学）　　　　
講師：村川裕二（帝京大学医学部附属溝口病院第四内科）

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社　

English Session
　（14：00～16：00）　Chairs： Hiroaki Matsubara（Kyoto Prefectural University of Medicine） 

Ichiro Shiojima（Kansai Medical University）

Keynote： Cytokine-based cell therapy for patients with myocardial infarction (MAGIC-CELL 
program) : Past, present & future

（Seoul National University Hospital, Korea）　Hyo-Soo Kim

１　 Tc-99m Sestamibi Washout is a Useful Method to Assess Cardiac Mitochondrial 
Function and the Increased Risk of a Failing Heart: A Translational Approach to 
Understand the Metabolic State of the Heart

（Cardiovascular Center, The Tazuke Kofukai Medical  
Research Institute, Kitano Hospital）　Takao Kato

２　 The impact of mesenchymal stem cells transplantation on long-term prognosis in 
patients with non-ischemic/ischemic cardiomyopathy

（National Cerebral and Cardiovascular Center Hospital,  
Department of Cardiovascular Medicine）　Takeshi Yagyu

３　 Evaluation of the Prospective Observation of Erythropoietin-administration for the 
Treatment of Acute Myocardial Infarction (EPO-AMI-II Study): A Randomized Controlled 
Clinical Trial

（Department of Cardiovascular Medicine, Osaka University Hospital）　Shuichiro Higo

４　LEF-1 Has a Possible Important Role in ROCK1 Gene Regulation
（Takeuchi Gene Center Ltd.）　Hidekazu Takeuchi
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B　　　会　　　場
（1001） 

午前の部　8：30～11：43

YIA セッション（1）
演題　Ｂ−1～8（8：30～9：30）　座長　 石　坂　信　和（大阪医科大学循環器内科） 

増　山　　　理（兵庫医科大学内科学循環器内科）

Ｂ−1  脳イベント予防の観点からの冠動脈バイパス法の検討：症例に応じた On/Off-Pump
選択と Pump 時間短縮の重要性

（大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科）　鎌田　創吉

Ｂ−2  DES 留置後における VLST 最も有用な画像動態的予測因子は何か―冠動脈造影、血
管内視鏡、OCT による検討

（大阪労災病院循環器内科）　森　　直己

Ｂ−3 無症候性破綻プラークの経過および狭窄度進行に寄与する因子に関する検討
（大阪警察病院循環器内科）　和田　春子

Ｂ−4 ViewIT が有用であった一例
（桜橋渡辺病院心臓血管センター循環器内科）　織原　良行

Ｂ−5 末梢保護デバイスがステントにスタックし、回収に難渋した一例
（桜橋渡辺病院循環器内科）　東　　晃平

Ｂ−6 大動脈腸骨動脈性疾患に対する S.M.A.R.T ステントの長期成績
（関西労災病院循環器内科）　飯田　卓馬

Ｂ−7 当院における線維筋性異型性の臨床的特徴と経皮的腎動脈形成術の中期成績
（岸和田徳洲会病院循環器科）　藤原　昌彦

Ｂ−8 左室補助人工心臓装着患者の術後歩行獲得経過
（大阪大学医学部附属病院リハビリテーション部）　神田　龍馬

YIA セッション（2）
演題　Ｂ−9～16（9：40～10：40）　座長　 川　合　宏　哉（神戸大学大学院循環器内科分野） 

木　村　　　剛（京都大学大学院循環器内科学）

Ｂ−9 補助人工心臓の適応を検討した周産期心筋症の検討
（国立循環器病研究センター移植部）　渡邉　琢也

Ｂ−10 Macrocytosis（MCV ＞100）は心不全の予後の独立した規定因子である
（奈良県立医科大学第１内科）　上田　友哉
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Ｂ−11 原発性肺高血圧症に合併した難治性右心不全に対してトルバプタンが著効した１例
（関西医科大学第二内科）　山口眞由子

Ｂ−12  左室流入路波形における E 波と A 波の重なりは重症心不全における簡便な CRT レ
スポンダーの予測指標となる

（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）　南口　　仁

Ｂ−13  非僧帽弁疾患に付随した心房細動に対する肺静脈隔離術の遠隔成績と予後規定因子
に関する検討

（大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科）　甲斐沼　尚

Ｂ−14 虚血性心筋症患者の ICD 作動予測における Tl 心筋血流シンチの有用性の検討 
（大阪警察病院循環器内科）　岡田　真人

Ｂ−15 高齢まで無症状で経過した房室中隔欠損の一例
（大阪市立大学医学部循環器病態内科学）　片山　　恒

Ｂ−16  肺扁平上皮癌に対する放射線照射1年後に収縮性心膜炎を来たし急速な転帰を辿った
一例

（兵庫県立尼崎病院循環器内科）　清中　崇司

心不全・弁膜症
演題　Ｂ−17～23（10：50～11：43）　座長　 上　松　正　朗（関西労災病院） 

桑　原　宏一郎（京都大学大学院内分泌代謝内科学）

Ｂ−17 当院での ASV（オートセット CS）を使用した急性心不全治療の傾向について
（市立福知山市民病院循環器内科）　西尾　　学

Ｂ−18 Impedance cardiography による肺動脈楔入圧予測能の比較検討
（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）　谷口　達典

Ｂ−19  クリニカルシナリオ１および２の急性心不全における来院時 Proportional pulse 
pressure の有用性検討

（大阪府済生会千里病院心臓血管センター循環器内科・千里救命救急センター）　川上　将司

Ｂ−20  脳梗塞急性期に大動脈弁狭窄症および僧帽弁閉鎖不全症に対して緊急手術を施行し
救命しえた症例

（医誠会病院循環器内科）　米満　祐一

Ｂ−21 老人性心アミロイドーシスを合併した low-flow low gradient 大動脈弁狭窄症の一例
（国立循環器病研究センター心臓血管内科）　今津　美樹

Ｂ−22 膠原病による大動脈弁退縮像を示した大動脈弁閉鎖不全症の２例
（兵庫県立尼崎病院）　革島　真奈

Ｂ−23 Ross 手術後に AR の再発を認めた一例
（京都府立医科大学附属病院循環器内科）　今井　　鮎
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B　　　会　　　場
（1001） 

午後の部　13：00～17：55

心不全
演題　Ｂ−24～30（13：00～13：53）　座長　 佐々木　達　哉（国立病院機構大阪南医療センター） 

廣　谷　信　一（兵庫医科大学内科学循環器内科）

Ｂ−24 動静脈シャント造設後、うっ血性心不全を繰り返し発症した一例
（大阪府立急性期・総合医療センター）　山本　泰士

Ｂ−25 急性膵炎に合併した心不全および著名な体液貯留にトルバプタンが奏効した１例
（公立学校共済組合近畿中央病院循環器内科）　二木　克之

Ｂ−26  Tolvaptan 併用投与により限外濾過を回避できた心不全と末期腎不全を合併する急性
肺水腫の1例

（川崎病院循環器内科）　竹内　庸浩

Ｂ−27 トルバプタンにより透析導入を回避できた末期腎不全の１例
（大津赤十字病院循環器科）　原　　正剛

Ｂ−28 トルバプタン15mg 単回投与で大量利尿が得られた症例
（和泉市立病院循環器内科）　藤田澄吾子

Ｂ−29 当院にけるトルバプタン単回投与の検討
（和泉市立病院循環器内科）　白井　伸幸

Ｂ−30 高齢者心不全症例におけるトルバプタンの有用性・安全性の検討
（星ヶ丘厚生年金病院循環器内科）　宮下　洋平

心膜・腫瘍（1）
演題　Ｂ−31～36（16：20～17：06）　座長　 神　吉　佐智子（大阪医科大学心臓血管外科） 

塩　井　哲　雄（京都大学大学院循環器内科学）

Ｂ−31 左房粘液種が発熱の原因と考えられた１例
（姫路赤十字病院循環器内科）　武知かおる

B −32 黄色腫を合併した右心房原発悪性リンパ腫の一例
（舞鶴共済病院心臓血管外科）　林田　恭子
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Ｂ−33 心嚢内 chronic expanding hematoma の一例
（北野病院心臓センター）　木村　昌弘

Ｂ−34 大動脈弁輪に心臓腫瘤を認め大動脈弁置換術を施行した一例
（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科）　木戸　高志

Ｂ−35 開胸心筋生検で確定診断した心臓血管脂肪腫の１症例
（尼崎中央病院循環器科）　武輪　光彦

Ｂ−36 上室性頻拍を伴う左房瘤に対して外科的介入をした一例
（京都大学医学部附属病院循環器内科）　川治　徹真

心膜・腫瘍（2）
演題　Ｂ−37～41（17：16～17：55）　座長　 浅　沼　博　司（京都府立医科大学先進循環器病治療学） 

西　田　　　誠（大阪大学保健センター）

Ｂ−37 IgG4関連疾患と考えられた収縮性心膜炎の一例
（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）　福島　直樹

Ｂ−38 急性心膜炎の発症に抗 CCP 抗体陽性早期関節リウマチの関与が疑われた症例
（高槻病院循環器内科）　安武　秀記

Ｂ−39  冠攣縮から急性心筋梗塞を発症し，梗塞後心外膜炎・心タンポナーデを合併した一
例

（りんくう総合医療センター循環器内科）　村木　良輔

Ｂ−40　血液培養陰性で起因菌の特定が困難であった感染性心内膜炎の１例
（大阪厚生年金病院循環器内科）　向井　　隆

Ｂ−41  急性心不全を呈した高齢感染性心内膜炎に対し急性期に外科手術を行い，奏功した
一例

（兵庫県立淡路病院内科）　竹重　　遼
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C　　　会　　　場
（1002） 

午前の部　8：30～11：36

不整脈（1）
演題　Ｃ−1～5（8：30～9：09）　座長　 白　山　武　司（京都府立医科大学附属病院循環器内科） 

武　居　明日美（神戸労災病院）

Ｃ−1  ICD ポケット感染後の遺残 lead による菌血症から化膿性脊椎炎を発症し治療に難渋
した１例

（大阪赤十字病院心臓血管センター不整脈科）　山内　洋平

Ｃ−2 ICD 植え込み時に high DFT を認めた Fabry 病の一例
（関西労災病院循環器内科）　神田　貴史

Ｃ−3 ICD 植え込み後、心房リード血管外離脱を認めた症例
（大阪府立急性期・総合医療センター心臓内科）　高橋　怜嗣

Ｃ−4  CRTD の心外膜留置型左室リードがポケット入口部で本体と肋骨に圧迫されて断線
したと推測された一例

（大阪厚生年金病院循環器内科）　佐伯　　一

Ｃ−5  心臓再同期療法への grade up の際、閉塞した鎖骨下静脈に対する側副血行路を通し
て左室リードを留置した一例

（京都大学医学部附属病院循環器内科）　八幡　光彦

不整脈（2）
演題　Ｃ−6～13（9：19～10：19）　座長　 森　田　　　孝（大阪府立急性期・総合医療センター） 

渡　部　徹　也（関西労災病院）

Ｃ−6 肺動脈弁狭窄症術後に wide QRS 頻拍を呈し治療に難渋した１例
（神戸市立医療センター中央市民病院）　羽渓　　健

C −7 大動脈弁下起源の心室性期外収縮の２例
（東宝塚さとう病院）　矢吹　正典

Ｃ−8  Ensite NavX にて通常型心房粗動様の Macro Reentry が認められた開心術後左房 AT
の１例

（星ヶ丘厚生年金病院循環器内科）　宮下　洋平
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Ｃ−9  十年来の慢性心房細動を伴う心室頻拍、心停止例に肺静脈隔離による洞調律維持で
心室頻拍の改善を認めた一例

（関西医科大学付属枚方病院循環器内科）　吉田　　進

Ｃ−10  心腔内除細動を要したカテーテルアブレーション後に一過性の心房ペーシング不全
を認めた一症例

（大阪労災病院循環器内科）　井手本明子

Ｃ−11 ステロイド治療により完全房室ブロックが改善した心臓サルコイドーシスの一例
（国家公務員共済組合連合会枚方公済病院）　山内　亮子

Ｃ−12 Global Thrombosis Test（GTT）を用いた新規抗凝固薬の薬効評価
 （神戸労災病院循環器内科）　乙井　一典

Ｃ−13 当院での出血性疾患症例における抗凝固療法適用の妥当性評価
（市立豊中病院循環器科）　福岡　秀忠

不整脈（3）
演題　Ｃ−14～22（10：29～11：36）　座長　 伊　藤　　　誠（滋賀医科大学循環器内科・不整脈センター） 

井　上　耕　一（桜橋渡辺病院）

Ｃ−14  上大静脈を起源とする心房細動に対し上大静脈隔離後、上大静脈内の高頻度興奮が
消失した一例

（大阪府立急性期・総合医療センター）　小津賢太郎

Ｃ−15  アデノシン三リン酸投与で誘発される心房性期外収縮に対しての通電が有効であっ
た発作性心房細動の一例

（馬場記念病院循環器科）　中西　弘毅

Ｃ−16 肥大型心筋症に合併した持続性心房細動に対しアブレーションし根治した一例
（兵庫県立尼崎病院循環器内科）　鯨　　和人

Ｃ−17  下部肺静脈共通幹を伴った発作性心房細動にカテーテルアブレーションを行った１
例

（大阪府済生会泉尾病院循環器内科）　山本　　聖

Ｃ−18  non PV focus の上室性期外収縮（PAC）の同定に３次元マッピングシステムが有用
であった１例

（大阪医科大学）　岡本　祐典

Ｃ−19 カテーテルアブレーションが有効であった upper loop reentry の１例
（大阪府済生会泉尾病院循環器内科）　山本　　聖

Ｃ−20 顕著な lower common pathway が示唆された両方向性房室結節回帰性頻拍症の一例
（市立岸和田市民病院循環器内科）　塩路　圭介
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Ｃ−21  右側中隔弁輪部副伝導路に対して三尖弁弁上に留置したマッピングカテを目印に弁
下部から通電し成功した一例

（市立岸和田市民病院循環器内科）　塩路　圭介

Ｃ−22  胸郭変形を伴う流出路起源の非持続性心室頻拍に対し CartoSound を用いてアブレー
ションを行った一例

（天理よろづ相談所病院循環器内科）　大西　尚昭

C　　　会　　　場
（1002） 

午後の部　13：00～17：30

末梢血管（1）
演題　Ｃ−23～30（13：00～14：00）　座長　 飯　田　　　修（関西労災病院） 

河原田　修　身（国立循環器病研究センター心臓血管内科）

Ｃ−23 人工血管置換術後右内腸骨動脈瘤に対して血管内治療にて治療し得た一例
（関西労災病院循環器内科）　土肥　智晴

Ｃ−24  左浅大腿動脈から前脛骨動脈にかけてのびまん性完全閉塞病変をエコーガイド下で
治療しえた CLI の１例

（橘会東住吉森本病院）　藤田　琢也

Ｃ−25 ルーリッシュ症候群に対して末梢インターベンションにて治療した１例
（医仁会武田総合病院）　武田　真一

Ｃ−26  バージャー病バイパス術後の重傷下肢虚血に対して内科、外科ハイブリッド治療に
より改善した１例

（兵庫県立淡路病院内科）　長澤　圭典

Ｃ−27 膝下動脈単独病変による重症虚血肢に対する血管内治療の安全性と有効性
（関西労災病院循環器内科）　岡本　　慎

Ｃ−28 当院における重症虚血肢 Rutherford 6に対する血管内治療成績の検討
（関西労災病院循環器内科）　白記　達也

Ｃ−29 当院における Zilver バスキュラーステントの使用経験
（近江八幡市立総合医療センター循環器内科）　本山晋一郎
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Ｃ−30 大腿膝窩動脈領域における Zilver stent の治療成績の検討
（関西労災病院循環器内科）　南都　清範

不整脈（4）
演題　Ｃ−31～38（14：10～15：10）　座長　 池　口　　　滋（滋賀県立成人病センター） 

静　田　　　聡（京都大学医学部附属病院循環器内科）

Ｃ−31 J 波増高後 VF に至った経緯を AED で記録出来た早期再分極症候群の１症例
（大阪労災病院循環器内科）　加藤　大志

Ｃ−32 ピルジカイニド負荷によってＪ点が顕在化した，心室細動蘇生後の一例
（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）　小西　正三

Ｃ−33  若年男性で心室細動の原因が心室細動の原因が J 波症候群（J wave syndrome）と
考えられた一例を報告する。

（関西医科大学附属枚方病院循環器・腎・内分泌代謝内科）　藤原　敬太

Ｃ−34 家族性 Brugada 症候群の一例
（大阪赤十字病院心臓血管センター循環器科）　芝本　　恵

Ｃ−35 失神を契機に発見された先天性 QT 症候群の一例
（関西労災病院循環器内科）　水上　雪香

Ｃ−36 心室細動蘇生後に早期再分極症候群と冠攣縮性狭心症を認めた２症例
（済生会滋賀県病院循環器科）　立石　周平

Ｃ−37 心房ペーシングが著効した治療抵抗性 electrical storm の一例
（琵琶湖大橋病院循環器内科）　畔柳　　彰

Ｃ−38  心筋梗塞後の electrical storm に対し、PCPS および体外式ペーシングを用いること
により救命しえた１例

（関西労災病院循環器内科）　渡部　徹也

末梢血管（2）
演題　Ｃ−39～44（15：20～16：06）　座長　 鷹　野　　　譲（星ヶ丘厚生年金病院） 

藤　　　久　和（神戸掖済会病院）

Ｃ−39 洞不全症候群を合併した弾性線維性仮性黄色腫の１例
（大阪医科大学循環器内科）　西田　裕介

Ｃ−40  全身の動脈硬化性病変を有し特徴的な皮膚所見と生検結果から弾性線維性仮性黄色
腫と診断し得た１例

（近畿大学医学部循環器内科）　宮地　佑希
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Ｃ−41  両側経皮的腎動脈形成術により持続的血液濾過透析と静注降圧薬を離脱できた急性
心不全の一例

（国立循環器病研究センター心臓血管内科）　知念　大悟

Ｃ−42  両側腎動脈塞栓による腎前性急性腎不全に対し緊急で PTRA を施行し維持透析を回
避できた一例

（近江八幡市立総合医療センター循環器内科）　和田　直敏

Ｃ−43 意識障害を伴う脳塞栓と同時発症したため診断に苦慮した急性上肢動脈閉塞の一例
（済生会滋賀県病院循環器内科）　波東　大地

Ｃ−44 長時間経過後に救肢しえた下肢急性動脈閉塞の１例
（近江八幡市立総合医療センター）　本山晋一郎

肺
演題　Ｃ−45～54（16：16～17：30）　座長　 瀧　原　圭　子（大阪大学保健センター） 

中　西　宣　文（国立循環器病研究センター研究所肺高血圧先端医療学）

Ｃ−45 慢性血栓閉塞性肺高血圧症に対し経皮的肺動脈バルーン拡張術が有効であった１例
（市立堺病院循環器内科）　長澤　　智

Ｃ−46 経皮的肺動脈形成術（BPA）が奏功した慢性血栓塞栓性肺高血圧症の３例
（京都第一赤十字病院救急科）　有原　正泰

Ｃ−47  肺動脈血栓内膜摘除術後残存肺高血圧を呈した患者に対しバルーン肺動脈拡張術が
有効であった一例

（国立循環器病研究センター）　辻　　明宏

Ｃ−48  重症右心不全を伴った中枢型肺血栓塞栓性肺高血圧症患者に対してバルーン肺動脈
拡張術を行い救命した一例

（国立循環器病研究センター心臓血管内科）　辻　　明宏

Ｃ−49  慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対する経皮的肺動脈形成術におけるプレッシャワイヤ
の有用性についての一考察

（京都第一赤十字病院救急科）　有原　正泰

Ｃ−50  Kartagener 症候群，全身性エリテマトーデスに肺高血圧症を合併した１症例
（京都大学医学部附属病院内分泌代謝内科）　森内　健史

Ｃ−51  著明な肺高血圧による急性心不全に対して低容量のエポプロステノールが著効した
一例

（医療法人明和病院循環器内科）　西山真知子

Ｃ−52 左心不全で発症した原発性マクログロブリン血症（WM）を伴った肺高血圧症の１例
（市立岸和田市民病院）　河合　喬文
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Ｃ−53  肺高血圧症を初発症状として診断された遺伝性出血性毛細血管拡張症（HHT）の一
例

（大阪大学医学部附属病院循環器内科）　正木　　豪

Ｃ−54 アルコール性肝硬変の経過中に発症した門脈肺高血圧症の一例
（奈良県立奈良病院循環器内科）　中野　知哉

D　　　会　　　場
（1006＋1007） 

午前の部　8：30～11：50

学生・初期研修医セッション（1）
演題　Ｄ−1～9（8：30～9：37）　座長　 大　北　　　裕（神戸大学大学院心臓血管外科分野） 

神　崎　裕美子（大阪医科大学循環器内科）

Ｄ−1 腕頭動脈に限局した感染性動脈瘤の１例
（京都大学医学部附属病院 初期臨床研修センター）　田尻雄二朗

Ｄ−2 炎症性腹部瘤の二例─緊急手術を要した症例とステロイド著効例─
（大阪市立総合医療センター循環器内科）　赤松加奈子

Ｄ−3 急速な拡大傾向を示した腹部大動脈瘤の一例
（国家公務員共済組合連合会大手前病院心臓センター）　佐々木　優

Ｄ−4 心房細動の精査中に偶然発見された未破裂バルサルバ洞動脈瘤の１例
（松下記念病院循環器科）　牧野　陽介

Ｄ−5  大動脈弁無冠尖（NCC）から左房（LA）への valsalva 洞破裂を認めた症例の心音の
検討

（京都府立医科大学附属病院循環器内科）　傳　　和眞

Ｄ−6  短期間のうちに緊急手術を要する上行大動脈解離に進展した aortic intramural 
hematoma の一例

（関西労災病院循環器内科）　明神　悠太

Ｄ−7 浅大腿動脈領域に対する薬物溶出性ステント留置後のステント血栓症症例
（関西労災病院循環器内科）　石田　　智

Ｄ−8 重症虚血肢に対して、血管内治療が奏功した一例
（大阪医科大学循環器内科）　金田　一真
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Ｄ−9  難治性深部静脈血栓症に対して、アンチトロンビン製剤投与下カテーテル治療が有
用であった一例

（関西医科大学第二内科）　中村　　愛

学生・初期研修医セッション（2）
演題　Ｄ−10～16（9：47～10：40）　座長　 大　竹　重　彰（大阪警察病院） 

平　田　久美子（和歌山県立医科大学循環器内科）

Ｄ−10 未破裂冠動脈瘤を合併した冠動脈肺動脈瘻の１手術例
（川崎病院循環器内科）　吉原　永貴

Ｄ−11 3D 経食道心エコーにより評価し得た platypnea orthodeoxia syndrome の一例
（関西医科大学第二内科）　佐々木俊治

Ｄ−12 先天性大動脈二尖弁に右冠動脈起始異常を合併した一症例
（東大阪市立総合病院循環器内科）　大井　　香

Ｄ−13 当院において経皮的心房中隔欠損閉鎖術をおこなった ASD の１例
（天理よろづ相談所病院循環器内科）　長野　広之

Ｄ−14 慢性肺塞栓症および再発性奇異性脳塞栓症を合併した本態性血小板血症の１例
（国立病院機構神戸医療センター内科）　山田　裕一

Ｄ−15 ワーファリン治療中に発症した頚椎硬膜外血腫の一例
（市立伊丹病院循環器内科）　樫原　優子

Ｄ−16 CPR に伴う肝動脈損傷を来たし、選択的塞栓術にて救命し得た一症例
（大阪警察病院循環器内科）　李　　京美

学生・初期研修医セッション（3）
演題　Ｄ−17～24（10：50～11：50）　座長　 藤　尾　　　慈（大阪大学大学院循環器内科学） 

穂　積　健　之（大阪市立大学大学院循環器病態内科学）

Ｄ−17 代償性の過収縮では無い左室流出路狭窄を伴ったたこつぼ型心筋症の一例
（大阪医科大学附属病院）　野原　悠貴

Ｄ−18 ペースメーカー植え込み後にたこつぼ型心筋症を合併した一例
（兵庫医科大学病院循環器内科）　井上　義人

Ｄ−19 左室心筋の線維化が急速に進行した肥大型心筋症の１例
（松下記念病院循環器科）　山端　康之

Ｄ−20 肥大型心筋症に合併した仮性心室瘤の一例
（兵庫医科大学卒後臨床研修センター）　曽山　裕子
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Ｄ−21 81歳で不整脈源性右室心筋症と診断された一例
（京都大学医学部附属病院循環器内科）　薗　　　誠

Ｄ−22  Adaptive Servo Ventilation (ASV) の急性効果として機能性僧帽弁逆流が改善した１
例

（大阪市立総合医療センター循環器内科）　中濱　賢治

Ｄ−23 大量 ACE 阻害薬投与が奏功した重症心不全患者の一例
（淀川キリスト教病院）　錦美　文香

Ｄ−24  従来の利尿剤によりコントロール困難となった重度の拡張不全症例に対するトルバ
ブタン投与の試み

（公立学校共済組合近畿中央病院循環器内科）　笹瀬謙太郎

D　　　会　　　場
（1006＋1007） 

午後の部　13：00～17：37

学生・初期研修医セッション（4）
演題　Ｄ−25～32（13：00～14：00）　座長　 城　谷　　　学（近畿大学医学部奈良病院循環器内科） 

宮　坂　陽　子（関西医科大学第二内科）

Ｄ−25  陳旧性心筋梗塞の加療中に完全房室ブロックが出現し MRI・PET-CT にて心サルコ
イドーシスと診断された１例

（近畿大学医学部附属病院）　田中　寛樹

Ｄ−26 サルコイドーシスが疑われたが診断にいたらなかった一例
（大阪医科大学循環器内科）　高井　朋聡

Ｄ−27 ステロイド投与により伝導障害の改善を認めた心サルコイドーシスの１例
（NTT 西日本大阪病院）　焦　　裕之

Ｄ−28 出産後３ヶ月目に急性うっ血性心不全を呈した一例
（関西労災病院循環器内科）　須永　晃弘

Ｄ−29 急性心不全で発症した褐色細胞腫クリーゼの一例
（府立急性期・総合医療センター）　瀬尾　昌裕

Ｄ−30 右室穿孔により死亡した biventricular apical ballooning syndrome の一例
（関西医科大学第二内科）　仲井　えり
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Ｄ−31 早期のステロイド治療が有効であった好酸球性心筋炎の１例
（耳原総合病院循環器内科）　植田祐美子

Ｄ−32  両心室ペースメーカ植込みにより短期間に Oscillatory　Ventilation の改善を認めた
心アミロイドーシスの一例

（京都府立医科大学附属病院循環器内科）　中村　雄一

心筋炎・心筋症（1）
演題　Ｄ−33～41（14：10～15：17）　座長　 是　恒　之　宏（国立病院機構大阪医療センター） 

坂　田　泰　史（大阪大学大学院循環器内科学）

Ｄ−33 奇異な左室菲薄化を呈した心ファブリー病の一例
（京都大学医学部附属病院検査部）　米田　智也

Ｄ−34 若年にて左室肥大と腎不全を認め Fabry 病と診断した一例
（国立病院機構京都医療センター循環器科）　益永　信豊

Ｄ−35 HOCM に対して永久ペースメーカー植込み術が著効した症例
（生長会府中病院循環器科）　石川　世良

Ｄ−36  肥大型心筋症における心内膜下虚血の診断：超音波組織性状とガドリニウム遅延像
影の比較

（松下記念病院循環器科）　川崎　達也

Ｄ−37 閉塞性肥大型心筋症と初期診断されていた大動脈弁下狭窄症の１例
（国立循環器病研究センター心臓血管内科）　堤　　　聡

Ｄ−38 高度肥満症に拡張型心筋症を発症した１症例
（京都大学医学部附属病院内分泌代謝内科）　伊藤　尚弘

Ｄ−39  左室流出路圧較差が認められたたこつぼ型心筋症患者の経過で、左室壁運動改善と
圧較差消失が認められた症例

（済生会泉尾病院）堀谷　啓太

Ｄ−40 たこつぼ心筋障害の亜急性期に心尖部肥厚を呈した一例
（国立循環器病研究センター心臓血管内科）　知念　大悟

Ｄ−41 たこつぼ型心筋症を短期間に繰り返し著名なアシドーシスをきたした一例
（大阪医科大学循環器内科）　和泉　賢一
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心筋炎・心筋症（2）
演題　Ｄ−42～49（15：27～16：27）　座長　 寺　崎　文　生（大阪医科大学教育機構） 

星　田　四　朗（八尾市立病院）

Ｄ−42 当院におけるトラスツマブ投与後の心機能障害に関する検討
（国立病院機構大阪医療センター循環器内科）　三浦　弘之

Ｄ−43  慢性心房細動を合併する拡張相肥大型心筋症に対し、アブレーションと心臓再同期
療法を施行した一例

（京都大学医学部附属病院循環器内科）　西川　隆介

Ｄ−44 PET を契機に診断に至った心サルコイドーシスの１例
（市立福知山市民病院循環器内科）　角谷　慶人

Ｄ−45 Ga SPECT-CT を用いて病態評価を行った心サルコイドーシスの一例
（一般財団法人住友病院）　牧野和香奈

Ｄ−46 心室性不整脈を契機に発見された心サルコイドーシスの一例
（医療法人川崎病院）　高井　研次

Ｄ−47  心肺停止にて搬送となり、冠攣縮性狭心症と心臓サルコイドーシスの合併と診断さ
れた１例

（大阪府済生会千里病院心臓血管センター循環器内科）　上田　暢彦

Ｄ−48 ミオパチーと心筋障害を合併したアミロイドーシスの一例
（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）　山田　憲明

Ｄ−49 ミトコンドリア病４例の検討
（奈良県立医科大学第１内科）　杉本　雅史

心筋炎・心筋症（3）
演題　Ｄ−50～57（16：37～17：37）　座長　 平　野　　　豊（近畿大学医学部循環器内科） 

室　生　　　卓（倫生会みどり病院）

Ｄ−50 激症型に移行後心筋生検で好酸球性心筋炎と判明した１例
（河内総合病院循環器内科）　竹内　元康

Ｄ−51 繰り返す心室細動で発症した高齢者、急性好酸球性心筋炎の一例
（国立循環器病研究センター心臓血管内科）　木村　義隆

Ｄ−52 重症心不全を呈しステロイド投与により劇的に改善した好酸球心筋炎の一例
（市立吹田市民病院循環器内科）　西良　雅己
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Ｄ−53  病理学的にリンパ球性心筋炎と診断されたが好酸球の関与が疑われ、ステロイドを
使用した劇症型心筋炎の１例

（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）　藏本　勇希

Ｄ−54 劇症型心筋炎後の治癒過程において慢性期に多彩な不整脈を認めた１例。
（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）　柴本　将人

Ｄ−55 心筋炎の経過を辿った不整脈源性右室心筋症の一例
（近畿大学医学部循環器内科）　小竹　康仁

Ｄ−56 薬剤性心筋症に対するカルベジロール内服を中止しえた症例
（国立病院機構大阪医療センター循環器内科）　三浦　弘之

Ｄ−57 心筋疾患の合併が疑われた CPA 蘇生後の一例
（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター循環器内科）　濱野　　剛

E　　　会　　　場
（1009） 

午前の部　8：30～11：50

虚血性心疾患（1）
演題　Ｅ−1～8（8：30～9：30）　座長　 小　谷　順　一（国立循環器病研究センター心臓血管内科） 

永　井　義　幸（りんくう総合医療センター）

Ｅ−1  本当に Easy Case か？ IVUS により解剖学的構造が理解でき，Strategy 決定に役立っ
た一例

（大阪大学医学系研究科先進心血管治療学）　横井　研介

Ｅ−2 冠動脈自然解離の急性期を血管内超音波で観察し得た１例
（兵庫医科大学病院循環器内科）　田丸　裕人

Ｅ−3  慢性完全閉塞への血行再建後に、中間病変を有する非閉塞枝の冠血流予備量比が上
昇した２例

（京都第二赤十字病院循環器内科）　五十殿弘二

Ｅ−4  左冠動脈主幹部ステント内狭窄病変に対する FFR の評価が有用であった重症心不全
合併急性心筋梗塞の一例

（近江八幡市立総合医療センター）　鬼界　雅一
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Ｅ−5  院外心肺停止から PCPS 下の PCI と CABG によって救命できた冠動脈瘤を呈する
若年者急性心筋梗塞の一例

（奈良県立三室病院心臓血管センター循環器内科）　土手　揚子

Ｅ−6  左主幹部病変に対し IABP、PCPS 併用下に PCI を施行し救命し得た急性心筋梗塞
の１例

（耳原総合病院循環器内科）　有馬　生悟

Ｅ−7 責任病変の同定に難渋した ACS の一例
（済生会滋賀県病院循環器内科）　山中　亮悦

Ｅ−8 左内胸動脈に対する PCI 中に内胸動脈のワイヤー穿孔を認めた１例
（大阪府立急性期・総合医療センター）　河合　　努

虚血性心疾患（2）
演題　Ｅ−9～16（9：40～10：40）　座長　 角　辻　　　暁（大阪大学大学院先進心血管治療学） 

西　野　雅　巳（大阪労災病院）

Ｅ−9  出血性合併症を繰り返した第一世代薬剤溶出性ステント留置患者の超遠隔期 OCT 画
像

（近江八幡市立総合医療センター循環器内科）　山本　啓太

Ｅ−10  IVUS では評価困難であった石灰化を伴う stent fracture による stent 内再狭窄に対
して FD-OCT にて診断しえた１例

（独立行政法人労働者健康福祉機構大阪労災病院循環器内科）　坂谷　彰哉

Ｅ−11  OCT がステント留置部位決定に有用であった症例
（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）　熊田　全裕

Ｅ−12 責任病変の同定に OCT が有用であった急性冠症候群の一例
（関西医科大学第二内科）　横井　　満

Ｅ−13  SES のステント再狭窄に対して ZES を留置するも再狭窄を来し、EES を留置する
ことで再狭窄を防ぎ得た一症例

（大阪警察病院循環器内科）　西本　裕二

Ｅ−14  Debranched TEVAR 後の RCA CTO 及び腕頭動脈狭窄に対する血行再建により広範
囲虚血を解除しえた CABG 後の一例

（国立循環器病研究センター心臓血管内科）　坂根　和志

Ｅ−15  血管内視鏡で観察されるステントの新生内膜被覆性状と血栓付着の関連性について
の検討

（関西労災病院循環器内科）　粟田　政樹
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Ｅ−16  急性冠症候群に留置したゾタロリムス溶出性ステントの血管内視鏡による留置４カ
月後の血管治癒の検討

（関西労災病院循環器内科）　石原　隆行

虚血性心疾患（3）
演題　Ｅ−17～24（10：50～11：50）　座長　 沢　田　尚　久（京都府立医科大学大学院循環器内科学・腎臓内科学） 

志　手　淳　也（大阪府済生会中津病院）

Ｅ−17 下壁心筋梗塞後に心室瘤を形成し，外科的治療を要した１症例
（大阪大学医学部附属病院循環器内科）　岩花　東吾

Ｅ−18 虚血性心筋症、心室瘤に SAVE 術施行した症例
（大阪警察病院循環器科）　福並　靖崇

Ｅ−19 急性心筋梗塞に合併した重複心破裂（心室中隔穿孔と左室自由壁破裂）の一例
（加古川東市民病院内科）　畑澤　圭子

Ｅ−20 心筋梗塞後左室自由壁破裂に対する２手術例
（市立長浜病院心臓血管外科）　岡田　泰司

Ｅ−21 急性冠症候群で torsade de pointes となり失神を起こしたと考えられた一例
（岸和田徳洲会病院循環器科）　福田　圭祐

Ｅ−22 多発する血栓症にて治療に難渋した急性心筋梗塞の１例
（晋真会ベリタス病院循環器科）　中小路知大

Ｅ−23 左前下行枝の心筋梗塞後，短期間で電撃性肺水腫を繰り返した一例
（神鋼病院循環器内科）　吉岡　隆之

Ｅ−24 心筋梗塞の治療経過中に回腸穿孔をきたした１例
（川崎病院循環器内科）　増田　重樹
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E　　　会　　　場
（1009） 

午後の部　13：00～17：45

虚血性心疾患（4）
演題　Ｅ−25～29（13：00～13：39）　座長　 藤　井　健　一（兵庫医科大学内科学循環器内科） 

的　場　聖　明（京都府立医科大学大学院循環器内科学・腎臓内科学）

Ｅ−25 AMI に対する PCI の約一時間後に他の部位で AMI を発症した一例
（済生会滋賀県病院循環器内科）　大野　和則

Ｅ−26 心肺蘇生に難渋した内臓逆位を合併する急性心筋梗塞による心肺停止の１例
（滋賀医科大学医学部循環器内科）　山本　　孝

Ｅ−27 卵円孔開存による奇異性塞栓が原因である可能性が考えられた急性心筋梗塞の１例
（姫路赤十字病院循環器内科）　西脇　紀之

Ｅ−28 IgG4関連血管炎を合併した急性心筋梗塞の一例
（大阪赤十字病院心臓血管センター循環器科）　徳永　元子

Ｅ−29 IgG4関連冠動脈周囲炎に伴う冠動脈内腔狭窄病変に対しステント治療を行った一例
（大阪医科大学循環器内科）　田中　　克

虚血性心疾患（5）
演題　Ｅ−30～34（13：49～14：28）　座長　 神　畠　　　宏（関西医科大学第二内科） 

西　川　永　洋（NTT 西日本大阪病院）

Ｅ−30 聴診により急性心筋梗塞後の後内側乳筋部分断裂を診断しえた一例
（松下記念病院循環器科）　張本　邦泰

Ｅ−31 ST 上昇型不安定狭心症の一例
（東大阪市立総合病院）　河合　健志

Ｅ−32  川崎病罹患後の小児期に CABG を施行され、その遠隔期に冠動脈障害の進行を認め
た２例

（国立病院機構京都医療センター循環器科）　山下　侑吾

Ｅ−33 腎動脈亜完全閉塞と右冠動脈完全閉塞を認めた心不全の１例
（康生会武田病院循環器センター）　宮井　伸幸

Ｅ−34 ソラフェニブ投与中に急性心筋梗塞を発症した１例
（国立病院機構神戸医療センター循環器科）　遠藤　泰子
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虚血性心疾患（6）
演題　Ｅ−35～42（14：38～15：38）　座長　 和　泉　匡　洋（公立学校共済組合近畿中央病院） 

岩　倉　克　臣（桜橋渡辺病院）

Ｅ−35 心臓 CT で判定が困難であった部位が vulnerable plaque と考えられた１例
（尼崎中央病院心臓血管センター）　大江　良子

Ｅ−36  造影困難症例における320列心電図同期単純 MDCT を用いた冠動脈 slab MIP 再構
築評価の有用性の検討

（大阪大学大学院医学系研究科先進心血管治療学寄附講座）　井手　盛子

Ｅ−37  冠動脈造影上は有意の狭窄病変を有せず、確定診断に MRI が有用であった右室梗塞
の１症例

（六甲アイランド甲南病院）　永野雄一朗

Ｅ−38 重症冠攣縮性狭心症が原因と考えられた心肺停止一蘇生例の検討
（近江八幡市立総合医療センター）　鬼界　雅一

Ｅ−39 冠動脈解離の発生に冠攣縮の関与が疑われる１例
（三田市民病院循環器科）　大岡　順一

Ｅ−40 薬物コントロールに難渋した安静時兼運動誘発性冠攣縮性狭心症の一例
（国立循環器病研究センター）　濱　　知明

Ｅ−41 薬剤抵抗性スパズムにより心肺停止に至った中年女性の一症例
（京都府立医科大学附属病院循環器内科）　駒井　翔太

Ｅ−42 胸部症状の詳細な問診が確定診断に有用であった１例
（三木市民病院循環器内科）　柏木　大嗣

虚血性心疾患（7）
演題　Ｅ−43～49（15：48～16：56）　座長　 朝　倉　正　紀（国立循環器病研究センター臨床研究部） 

平　岡　久　豊（住友病院）

Ｅ−43 熟考させられる難治性心室細動の急性期・慢性期対応
（大阪府済生会千里病院心臓血管センター循環器内科・千里救命救急センター）　谷口　雄亮

Ｅ−44 心原性ショックを呈する急性心筋梗塞例に IABP は不要！？ IMR からの検討
（大阪府済生会千里病院心臓血管センター循環器内科・千里救命救急センター）　伊藤　賀敏

Ｅ−45 低血糖発作を契機に診断された無症候性心筋虚血の１例
（松下記念病院循環器科）　酒井千恵子
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Ｅ−46  血清多価不飽和脂肪酸低値の患者は心筋梗塞後の心不全回避生存率が低く予後不良
である

（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）　原　　正彦

Ｅ−47 急性心筋梗塞（AMI）患者におけるストレス高血糖が心筋救済に及ぼす影響
（和歌山県立医科大学医学部循環器内科）　寺口　郁子

Ｅ−48  急性期の平均血糖変動幅（MAGE）は急性心筋梗塞（AMI）患者における心筋救済の
重要因子である

（和歌山県立医科大学医学部循環器内科）　寺口　郁子

Ｅ−49 急性心筋梗塞後二次予防における収縮期血圧の検討
（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）　松本　　専

先天性
演題　Ｅ−50～54（17：06～17：45）　座長　 上　野　高　義（大阪大学大学院先進心血管治療学） 

長谷川　新　治（大阪厚生年金病院）

Ｅ−50  小児期の ASD 根治術後，成人期に肺静脈還流異常症と静脈洞型 ASD の再発により
肺高血圧症をきたした１例

（国立病院機構京都医療センター循環器科）　高林　健介

Ｅ−51 右心不全を来した右室形態異常の一例
（京都大学医学部附属病院循環器内科）　矢野真理子

Ｅ−52 虚血性心疾患を伴う心不全発症を契機に三心房心が判明した一例　
（一般財団法人住友病院循環器内科）　正井久美子

Ｅ−53 20歳代で心雑音を契機に診断された Bland-White-Garland 症候群の１例
（赤穂市民病院循環器科）　小西　弘樹

Ｅ−54 左室型単心室症術後成人期に心室細動をきたし，救命しえた一例
（京都第二赤十字病院循環器内科）　谷垣　　徹
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F　　　会　　　場
（1008） 

午前の部　8：30～11：50

学生・初期研修医セッション（5）
演題　Ｆ−1～10（8：30～9：44）　座長　 栗　田　隆　志（近畿大学医学部附属病院心臓血管センター） 

福　並　正　剛（大阪府立急性期・総合医療センター）

Ｆ−1 若年に発症した持続する心房頻拍（AT）の一例
（馬場記念病院循環器科）　上津原卓人

Ｆ−2  Brugada 症候群の electorical storm に対して isoproterenol が著効し cilostazole で
ST 上昇の改善が見られた一例

（神戸大学医学部附属病院循環器内科）　吉田　尚史

Ｆ−3  WPW 症候群を合併した Ebstein 奇形に対し，カテーテルアブレーションを施行した
一例

（京都大学医学部附属病院循環器内科）　白神　桃子

Ｆ−4  大動脈弁無冠尖からの高周波通電にて根治し得た ATP 感受性心房頻拍（Iesaka 
AT）の一例。

（大阪医科大学循環器内科）　前田　大智

Ｆ−5  右心耳から低位心房中隔への心房リード留置変更が有効であった虚血性心筋症の１
例

（大阪大学医学部附属病院臨床研修センター）　渡邊　卓次

Ｆ−6 VVI 植え込み手術一ヵ月後に発症したペースメーカー症候群の一例
（大阪府済生会千里病院心臓血管センター循環器内科）　大杉　直人

Ｆ−7  テリパラチドで著明な高カリウム血症をきたし一時的ペースメーカーを必要とした
一例

（関西医科大学臨床研修センター）　中村　　嶺

Ｆ−8  心内心電図解析機能付き植え込み型除細動器にて早期に虚血を検出することができ
た陳旧性心筋梗塞の一例

（関西労災病院）　奥野　翔太

Ｆ−9  難治性の冠攣縮性狭心症にともなう致死性不整脈に対して ICD 植込み術を施行した
1例

（公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院）　川崎　有亮
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Ｆ−10  冠攣縮性狭心症によると思われる pulseless bradycardia に対し、ペースメーカ植込
みを施行した１例

（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）　尾崎　立尚

学生・初期研修医セッション（6）
演題　Ｆ−11～17（9：54～10：47）　座長　 久　保　隆　史（和歌山県立医科大学循環器内科） 

宮　崎　俊　一（近畿大学医学部循環器内科学）

Ｆ−11 急性心筋梗塞後心室中隔穿孔を合併し，保存的加療により観察しえた一例
（大阪府立急性期・総合医療センター）　佐藤　嘉洋

Ｆ−12 急性冠症候群の再発時に心室中隔穿孔を合併した一例
（ベルランド総合病院心臓病センター循環器内科）　谷　憲治郎

Ｆ−13 冠攣縮性狭心症により急性心筋梗塞を発症し，心室中隔穿孔に至った１例
（大阪府済生会吹田病院循環器内科）　金光　博樹

Ｆ−14 冠攣縮による急性心筋梗塞の一例
（大阪医科大学循環器内科）　渡辺　智彦

Ｆ−15 クエン酸シルデナフィル内服後に発症した急性心筋梗塞の一例
（大阪府済生会千里病院心臓血管センター循環器内科）　野間　俊樹

Ｆ−16  ベアメタルステント留置11年後にステント内動脈硬化によるプラーク破綻にて生じ
た急性冠症候群の一例

（関西医科大学第二内科）　橘高　翔子

Ｆ−17 血管造影での診断に苦慮した左冠動脈前下降枝起始部狭窄の一例　
（神戸掖済会病院循環器内科）　高田　良平

学生・初期研修医セッション（7）
演題　Ｆ−18～24（10：57～11：50）　座長　 秋　田　穂　束（神戸大学大学院総合内科学分野） 

高　橋　敬　子（兵庫医科大学内科学冠疾患科（医学教育センター））

Ｆ−18 慢性肺血栓塞栓症との鑑別が困難であった原発性肺血管肉腫の一例
（神戸大学医学部附属病院循環器内科）　遠藤　貴人

Ｆ−19 内頸静脈血栓症由来の肺動脈塞栓症の１症例
（公立南丹病院循環器内科）　竹下　秀祐

Ｆ−20 完全内臓逆位に急性肺塞栓症を合併した１例
（公立山城病院臨床研修医）　齋藤友充子

Ｆ−21 成人スティル病に合併した肺動脈性肺高血圧症の１症例
（京都大学医学部附属病院内分泌代謝内科）　北井悠一朗
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Ｆ−22  心不全と消化管出血を繰り返す高齢重症大動脈弁狭窄症に対して経皮的大動脈弁バ
ルーン形成術を施行した１例

（奈良県立医科大学第一内科）　岡本　　愛

Ｆ−23 重症三尖弁逆流により心房間相互作用が示唆された肺動脈性肺高血圧症の一症例
（兵庫医科大学卒後臨床研修センター）　奥野　圭佑

Ｆ−24 β遮断薬負荷が診断に有用であった大動脈弁狭窄症の一例
（兵庫医科大学卒後臨床研修センター）　池田　祥子

F　　　会　　　場
（1008） 

午後の部　13：00～16：48

学生・初期研修医セッション（8）
演題　Ｆ−25～31（13：00～13：53）　座長　 勝間田　敬　弘（大阪医科大学胸部外科学教室） 

林　　　英　宰（河内総合病院）

Ｆ−25  心室中隔欠損症に右心系感染性心内膜炎を合併し，治療効果判定に FDG-PET が有
用であった１例

（和歌山県立医科大学循環器内科）　森本　将矢

Ｆ−26  感染性心内膜炎における血流依存性血管拡張反応検査（FMD）と炎症反応の関連性
（市立奈良病院循環器科）　小川　真奈

Ｆ−27 巨大僧帽弁瘤穿孔を伴い緊急手術を要した感染性心内膜炎の一例
（関西医科大学第二内科）　田中真沙美

Ｆ−28  感染性心内膜炎による弁破壊に対して大動脈弁置換術を要した若年透析導入患者の
１例

（和歌山県立医科大学循環器内科）　小林　良平

Ｆ−29  右心系心臓デバイス感染性心内膜炎（CDRIE）に対する心腔内エコー図（ICE）の
経験

（京都府立医科大学附属病院循環器内科）　本田早潔子

Ｆ−30 病状の急速な進行を観察、治療し得た収縮性心膜炎の一例
（明石医療センター循環器内科）　倉石　真央
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Ｆ−31 心不全で発症した心臓腫瘍の一例
（松下記念病院循環器科）　鎌田　貴彦

血管（1）
演題　Ｆ−32～38（14：03～14：56）　座長　 倉　谷　　　徹（大阪大学大学院低侵襲循環器医療学） 

中　川　　　理（市立豊中病院）

Ｆ−32 胸部ステントグラフト内挿術後、急性腸管虚血を発症した一例
（京都大学医学部附属病院循環器内科）　西川　隆介

Ｆ−33  中枢側ネックの短い腹部大動脈瘤に対し、chimney 法を用いてステントグラフト内
挿術に成功した一例

（関西労災病院）　飯田　卓馬

Ｆ−34  Bentall 術後の解離性弓部瘤に対する３分枝付き人工血管及び Long Elephant Trunk
を用いた全弓部置換術の１例

（大阪労災病院心臓血管外科）　三宅　啓介

Ｆ−35 大動脈弓主要分枝多枝病変を有し失神を繰り返した一例
（三木市立三木市民病院循環器内科）　山脇　康平

Ｆ−36 術前血液培養の起炎菌に多重感染を起こしていた感染性弓部大動脈瘤の１手術症例
（神戸市立医療センター中央市民病院心臓血管外科）　左近　慶人

Ｆ−37 炎症性腹部大動脈瘤のステロイド治療評価に PET-CT が有用であった一例
（京都社会事業財団西陣病院）　角田　　聖

Ｆ−38 慢性炎症が持続し、腹部大動脈に特徴的な石灰化病変を認めた冠動脈疾患の一例
（大阪医科大学循環器内科）　前田　大智

血管（2）
演題　Ｆ−39～43（15：06～15：45）　座長　 泉　　　知　里（天理よろづ相談所病院） 

末　廣　茂　文（大阪市立大学大学院心臓血管外科学）

Ｆ−39 Stanford B 型急性大動脈解離に下腸間膜動脈領域の虚血性大腸炎を合併した一症例
（大阪警察病院循環器内科）　檜垣　彰典

Ｆ−40  ベントール手術後中枢側吻合部離解による肺動脈主幹部閉塞を生じた１例
（神戸市立医療センター中央市民病院心臓血管外科）　福永　直人

Ｆ−41 知的障害を伴う巨大大動脈弁輪拡張症の一例
（愛仁会高槻病院循環器内科）　高井　重樹

Ｆ−42 突然の右眼失明を来した高安動脈炎の１症例
（京都大学医学部附属病院内分泌代謝内科）　森野　隆広
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Ｆ−43 右上肢の冷感を契機に発見された両側鎖骨下動脈狭窄を伴う大動脈炎症候群の一例
（大阪医科大学循環器内科）　和田　有希

静脈，その他
演題　Ｆ−44～50（15：55～16：48）　座長　 木　島　祥　行（東大阪市立総合病院） 

水　野　麗　子（奈良県立医科大学中央臨床検査部）

Ｆ−44 肺血栓塞栓症による心肺停止を来たした多発性下肢静脈瘤の１例
（ベルランド総合病院心臓病センター循環器内科）　松崎　七緒

Ｆ−45 シャント側上肢の腫脹をきたし鎖骨下静脈血栓性閉塞が疑われた一例
（大阪労災病院循環器内科）　石山　絢野

Ｆ−46 亜急性肺血栓塞栓症に対し肺動脈血栓吸引術を施行し改善を認めた一症例
（NTT 西日本大阪病院循環器科）　西村　晃一

Ｆ−47  バルーン付き血管内超音波カテーテル（VIBETM）を用いた内シャント不全への
EVT（VAIVT）

（奈良県立三室病院心臓血管センター循環器内科）　岩間　　一

Ｆ−48 透析用ダブルルーメンカテーテルの一部が血管内に遺残した一例
（特定医療法人三栄会ツカザキ病院心臓血管外科）　金光　仁志

Ｆ−49 薬剤性肺炎の原因としてクロピドグレルが疑われた一例
（洛和会音羽病院心臓内科）　藤井　亜湖

Ｆ−50 原発性アルドステロン症に伴う高血圧性心疾患の一例
（大阪警察病院循環器内科）　杉原　隆太
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フォトセッション会場
（1005） 

午前の部　9：20～10：20

フォトセッション（1）
演題　Ｐ−1～5（9：20～10：20）　座長　 赤　阪　隆　史（和歌山県立医科大学循環器内科）

Ｐ−1  浅大腿動脈に留置したパクリタキセル溶出性ステントを留置2カ月後に血管内視鏡に
て観察し得た一例

（関西労災病院循環器内科）　石原　隆行

Ｐ−2 広範前壁中隔心筋梗塞後、十数年を経て突然発症した左室仮性瘤の一例
（国立循環器病研究センター心臓血管内科）　久松恵理子

Ｐ−3 冠動脈形成術中に左回旋枝右冠動脈洞起始が判明した一例
（京都府立医科大学附属病院循環器内科）　藤岡　　歩

Ｐ−4  OCT 上 プ ラ ー ク 内 に 多 数 の neovascularization を 認 め た Cardiac Allograft 
Vasculopathy の２例

（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）　市堀　泰裕

Ｐ−5  慢性完全閉塞病変にステント留置後、連続施行した OCT で観察しえたステント遠位
部に解離腔を認めた一例

（大阪労災病院循環器内科）　大西　裕之

フォトセッション（2）
演題　Ｐ−6～12（9：20～10：20）　座長　 平　田　健　一（神戸大学大学院循環器内科分野）

Ｐ−6 死亡時画像診断（Ai）により死亡時の病態が明らかにできた大動脈瘤破裂の一例
（関西医科大学附属枚方病院循環器・腎・内分泌代謝内科）　高橋　朋子

Ｐ−7 妊娠34週の女性の突然の胸痛
（田附興風会北野病院心臓センター）　南野　恵里

Ｐ−8 急性大動脈解離にて全周性に血管壁が解離し donut 状 enhancement を認めた一症例
（兵庫医科大学卒後臨床研修センター）　森　すみれ

Ｐ−9 急性心筋梗塞を契機に発見された Valsalva 洞瘤の一例
（国立循環器病研究センター心臓血管内科）　藤原　玲子
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Ｐ−10 脳塞栓症の原因検索で大動脈壁の有茎性血栓が判明した１症例
（東大阪市立総合病院循環器内科）　高木　　崇

Ｐ−11 心臓 MRIT2スター（T2*）強調画像が左房血栓の診断に有効であった１症例
（大阪医科大学総合内科）　神崎裕美子

Ｐ−12 顔面，下腿浮腫で来院した慢性肺血栓塞栓症の１例
（奈良県立医科大学）　菅原　　裕

フォトセッション（3）
演題　Ｐ−13～17（9：20～10：20）　座長　 中　谷　　　敏（大阪大学大学院保健学科）

Ｐ−13 難治性胸腹水を認めた結核性収縮性心膜炎の一例
（滋賀医科大学医学部呼吸循環器内科）　森本　政憲

Ｐ−14  左房に限局するガリウムの異常集積と，全周性左房内膜肥厚を認めた発作性心房細
動の一例

（大阪市立大学大学院医学研究科循環器病態内科学）　柴田　　敦

Ｐ−15  99mTc-HMDP 骨シンチグラフィの心筋異常集積を契機に発見された心アミロイドー
シスの一例

（奈良県立医科大学第一内科）　中野　知哉

Ｐ−16 左室および乳頭筋の断裂を生じた高エネルギー外傷の１例
（大阪市立総合医療センター循環器内科）　伊藤　　誠

Ｐ−17 心雑音で発見された右室二腔症の一例
（愛仁会高槻病院循環器内科）　高井　重樹


