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A　　　会　　　場
（Room D） 

午前の部　8：45～11：50

開会の辞（8：35～8：40）　　会長　木　村　　　剛
（京都大学大学院医学研究科循環器内科学教授）

YIA セッション　研究（1）
演題　A −1～8（8：45～9：41）　座長　 山　下　静　也（大阪大学循環器内科） 

木　村　　　剛（京都大学医学部附属病院循環器内科）

Ａ−1	 心臓病変のないサルコイドーシス症例で比較的心機能が低いものの特徴
（大阪医科大学循環器内科）　大関　道薫

Ａ−2	 重症筋無力症における心筋障害についての検討
（田附興風会医学研究所北野病院）　廣瀬紗也子

Ａ−3	 	移植心冠動脈病変における intraplaque	microvessel とプラーク量に関する検討～光
干渉断層法による観察～

（大阪大学循環器内科学）　市堀　泰裕

Ａ−4	 	Comparison	 between	 Biolimus	 A9-	 and	 Everolimus-	 Eluting	 Stents	 for	 Small	
Vessel	Disease:	OCT	Study.

（大阪労災病院循環器内科）　田中　彰博

Ａ−5	 循環器症例における血清 IgG4値高値と腎機能の関連について	
（大阪医科大学循環器内科）　嶋本　新作

Ａ−6	 腹部大動脈瘤における鉄の関与
（兵庫医科大学循環器内科）　澤田　　悠

Ａー7	 	開心術後の冠動脈 CT において偶然発見された unsuspected	pulmonary	embolism の
自然歴、長期予後の検討

（三菱京都病院心臓内科）　谷口　智彦

Ａー8	 循環器入院症例における血清リン値と BNP の関連について
（大阪医科大学循環器内科）　木澤　　隼
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YIA セッション　研究（2）
演題　A −9～15（9：41～10：30）　座長　 宮　崎　俊　一（近畿大学循環器内科） 

澤　　　芳　樹（大阪大学心臓血管外科）

Ａ−9	 低体重患者における心房細動の臨床的特徴　～伏見心房細動患者登録研究より～
（京都医療センター）　濱谷　康弘

Ａ−10	 持続性心房細動アブレーション後の再発に関する検討
（関西労災病院循環器内科）　神田　貴史

Ａ−11	 当院におけるデバイス保菌の現況とその解析
（大阪警察病院循環器内科）　岡田　真人

Ａ−12	 	房室結節回帰性頻拍（AVNRT）における antegrade	slow	pathway（ASP）の電気生
理的局在に関する検討

（神戸大学循環器内科）　鈴木　　敦

Ａ−13	 	重症虚血肢患者に対する血管内治療およびバイパス術後2年間の死亡予測因子とリス
ク層別化の検討

（関西労災病院循環器内科）　白記　達也

Ａ−14	 	浅大腿動脈に留置したパクリタキセル溶出性ステントの留置後早期の血管治癒の検
討

（関西労災病院循環器内科）　石原　隆行

Ａ−15	 抗老化遺伝子 klotho の血中濃度と循環器疾患の関連について
（大阪医科大学循環器内科）　岡本　祐典

特別講演（10：50～11：50）
「病院における有害事象の臨床疫学」

座長：木村　剛（京都大学循環器内科）　　　　　
講師：森本　剛（兵庫医科大学内科学総合診療科）
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B　　　会　　　場
（Room B-1） 

午前の部　8：45～11：43

YIA セッション　症例（1）
演題　B −1～5（8：45～9：20）　座長　 増　山　　　理（兵庫医科大学内科学循環器内科） 

斎　藤　能　彦（奈良県立医科大学第一内科）

Ｂ−1	 たこつぼ型心筋症に脳梗塞を合併した１例
（市立岸和田市民病院）　岩崎　優子

Ｂ−2	 急性非代償性心不全により発症したミトコンドリア脳筋症の１例
（国立循環器病研究センター　心臓血管内科）　森林　耕平

Ｂ−3	 ペースメーカ設定の適正化に運動負荷試験が有用であった１例
（京都大学循環器内科）　池上香緒里

Ｂ−4	 IVC フィルター留置後も再発性肺塞栓を生じた抗リン脂質抗体症候群の１例
（大阪府済生会野江病院循環器科）　丸山　将広

Ｂ−5	 聴診所見から強皮症に伴う肺動脈性肺高血圧症を早期診断しえた１例	
（市立福知山市民病院循環器内科）　角谷　慶人

YIA セッション　症例（2）
演題　B −6～10（9：20～9：55）　座長　 赤　阪　隆　史（和歌山県立医科大学循環器内科） 

平　田　健　一（神戸大学循環器内科）

Ｂ−6	 	ヨードアレルギーの重症慢性血栓塞栓性肺高血圧症患者においてガドリニウムを用
いたバルーン肺動脈形成術が有効である

（国立循環器病研究センター心臓血管内科部門肺循環科）　中村　知久

Ｂ−7	 	Williams 症候群の成人期先天性大動脈弁上狭窄症に対する Brom 変法を施行した１
例

（天理よろづ相談所病院心臓血管外科）　中塚　大介

Ｂ−8	 生存退院しえたフサリウム心内膜炎の１例
（田附興風会医学研究所北野病院心臓センター）　木村　昌弘

Ｂ−9	 内腸骨動脈瘤に対しコイル塞栓術施行後一過性脳虚血を認めた１例
（京都大学循環器内科）　樋上　裕起
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Ｂ−10	 	腹部臓器還流障害を伴った急性 B 型解離に対するステントグラフト治療後，逆行性
A 型解離をきたした１手術例

（天理よろづ相談所病院心臓血管外科）　堀　　裕貴

虚血性心疾患（1）
演題　B −11～17（10：05～10：54）　座長　 日　村　好　宏（彦根市立病院循環器科） 

北　口　勝　司（枚方公済病院循環器科）

Ｂ−11	 PCI 用ガイドワイヤーの統一評価システムの構築
（大阪大学先進心血管治療学）　岡山　慶太

Ｂ−12	 	当院における心臓リハ地域連携パス作成と心臓リハ指導外来（心臓病再発予防外来）
開設の効果

（三菱京都病院）　松本　祐子

Ｂ−13	 心筋梗塞 PCI 後の院内死亡予測因子
（湖東記念病院循環器科）　山路　正之

Ｂ−14	 ST 上昇型急性心筋梗塞患者における睡眠呼吸障害の合併頻度
（枚方公済病院心臓血管センター循環器科）　山本　貴士

Ｂ−15	 留置後５年におけるパクリタキセル溶出性ステントの病理像
（京都大学循環器内科）　山本絵里香

Ｂ−16　	動物実験における IVUS と FFR の矛盾～正常 LAD においてどうして FFR は低下す
るのか？～

（大阪府済生会千里病院心臓血管センター循環器内科）　伊藤　賀敏

Ｂ−17	 	特定健診患者における頸動脈 IMT 計測は冠動脈疾患検出のゲートキーパーとして有
用か

（兵庫県立尼崎病院循環器内科）　革島　真奈

虚血性心疾患（2）
演題　B −18～24（10：54～11：43）　座長　 藤　井　謙　司（桜橋渡辺病院循環器内科） 

田　村　俊　寛（天理よろづ相談所病院循環器内科）

Ｂ−18	 	SES 留置後7年以上の経過で PSS を伴う冠動脈瘤の増大および late	 catch-up によ
るステント内再狭窄を認めた１例

（天理よろづ相談所病院循環器内科）　高橋　佑典

Ｂ−19	 In-Stent	Neoatherosclerosis	を OCT にて観察し得た SES 留置７年後 VLST の１例
（関西医科大学第二内科）　田中真沙美
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Ｂ−20	 ステント新生内膜に多量の脂質成分と石灰化を示した急性心筋梗塞の１例
（奈良県立奈良病院循環器内科）　井上　文隆

Ｂ−21	 薬剤溶出性ステント留置２週間後に無症候性ステント血栓症を認めた１例
（京都桂病院心臓血管センター）　佐々木　諭

Ｂ−22	 	抗血小板剤中止に伴う遅発性ステント血栓症の１例：原因は薬剤溶出性ステント
か？生体吸収性ステントか？

（京都大学循環器内科）　塩見　紘樹

Ｂ−23	 ステント血栓症により治療に難渋したと考えられる１例
（奈良県立奈良病院循環器内科）　藤本　隆富

Ｂ−24	 シロリムス溶出ステント留置後に PSS を生じ OCT で観察した２症例
（京都大学循環器内科）　内藤　大輔

B　　　会　　　場
（Room B-1） 

午後の部　13：10～16：50

虚血性心疾患（3）
演題　Ｂ−25～31（13：10～13：59）　座長　 永　井　邦　彦（市立池田病院循環器内科） 

岩　永　善　高（近畿大学医学部循環器内科）

Ｂ−25	 	心拍再開まで1時間を要した CPA に対し PCPS，低体温療法を導入し，神経学的欠
落を認めず救命しえた AMI の１例	

（医仁会武田総合病院）　別府　浩毅

Ｂ−26	 リバロキサバン内服下での PCI 施行後に広範囲な出血をきたした一例	
（大阪医科大学循環器内科）　渡辺　智彦

Ｂ−27	 	左冠動脈前下行枝を責任とする急性心筋梗塞に右冠動脈内非閉塞性血栓症を合併し
た１例

（奈良県立医科大学附属病院第１内科）　石原　里美

Ｂ−28	 	たこつぼ型心筋症と鑑別を要した左前下行枝限局性冠攣縮に伴う心尖部心筋梗塞の
１例

（公立南丹病院循環器内科）　野村　哲矢
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Ｂ−29	 冠攣縮を誘発し急性冠症候群を合併したと考えられる急性大動脈解離の１例
（大阪赤十字病院心臓血管センター循環器科）　芝本　　恵

Ｂ−30	 急性心筋梗塞に合併した左室自由壁破裂の修復術１ヶ月後に再破裂をきたした１例
（和歌山県立医科大学循環器内科）　寒川　浩道

Ｂ−31	 経口避妊薬内服中に急性心筋梗塞を発症した若年女性の１例
（明石市立市民病院循環器内科）　橋本　哲也

虚血性心疾患（4）
演題　Ｂ−32～37（13：59～14：41）　座長　�上　村　史　朗（奈良県立医科大学第一内科）�

三　木　真　司（三菱京都病院心臓内科）

Ｂ−32	 	急性期に興味深い心電図変化を呈した冠動脈自然解離による若年性急性心筋梗塞の
１例

（滋賀医科大学呼吸循環器内科）　酒井　　宏

Ｂ−33	 冠動脈瘤内血栓により心筋梗塞を発症した１例
（近畿大学循環器内科）　八木英次郎

Ｂ−34	 	大動脈弁置換術後に生じた左冠動脈主幹部閉塞症例に対して経皮的冠動脈形成術を
施行した１例

（三菱京都病院心臓内科）　櫛山　晃央

Ｂ−35	 	RCA の心筋梗塞治療中に LCXの閉塞を合併し，インターベンションに難渋した１
例

（大阪労災病院循環器内科）　坂谷　彰哉

Ｂ−36	 	下壁 AMI の PrimaryPCI 後，PCPS と末梢保護下に非責任病変である LAD90%	
diffuse の治療を要した症例

（湖東記念病院心臓血管センター）　只野　雄飛

Ｂ−37	 ２枝近位部閉塞による急性心筋梗塞の１例
（済生会滋賀県病院循環器内科）　波東　大地

虚血性心疾患（5）
演題　Ｂ−38～42（14：51～15：26）　座長　�鷹　津　良　樹（兵庫県立尼崎病院循環器内科）�

中　川　義　久（天理よろづ相談所病院循環器内科）

Ｂ−38	 多枝冠攣縮に器質的狭窄が合併し診断・治療に苦慮した１例
（大阪医科大学循環器内科）　横山　　亮

Ｂ−39	 非持続性心室頻拍を来たした薬剤抵抗性冠攣縮性狭心症の１例
（大阪医科大学循環器内科）　和泉　賢一
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Ｂ−40	 抗悪性腫瘍薬により誘発されたと考えられる冠攣縮性狭心症の１例
（明和病院循環器内科）　笠原洋一郎

Ｂ−41	 心肺停止を合併した冠攣縮性狭心症の３例
（住友病院循環器内科）　正井久美子

Ｂ−42	 右冠動脈起始異常を有し冠動脈造影中に解離が生じた１例
（神戸赤十字病院循環器内科）　田原奈津子

虚血性心疾患（6）
演題　Ｂ−43～48（15：33～16：15）　座長　 安　村　良　男（大阪医療センター循環器内科） 

安　田　　　聡（国立循環器病研究センター病院心臓血管内科）

Ｂ−43	 遅延造影 MRI が診断に有用であった虚血性心筋症の１例
（国立循環器病研究センター心臓内科）　福満　雅史

Ｂ−44	 タリウム１回投与５回撮像が病態評価に有用であった労作性狭心症の１例
（松下記念病院循環器科）　鎌田　貴彦

Ｂ−45	 心臓 CT を用いた新たな心筋灌流領域計測ソフトの臨床応用への可能性を示す２例
（大阪大学循環器内科学）　井手　盛子

Ｂ−46	 	複数の検査による虚血評価を施行するも責任病変の同定に難渋した労作性狭心症の
１例

（国立循環器病研究センター心臓血管内科）　森山　典晃

Ｂ−47	 	血管抑制型神経調節性失神（NMS）とタコツボ型心筋症を合併した Syndrome	X の
１例

（近江八幡市立総合医療センター循環器内科）　上林　大輔

Ｂ−48	 心筋梗塞後に心外膜下心室瘤形成を認めるも，心破裂を回避できた１症例
（大阪労災病院循環器内科）　石山　絢野

虚血性心疾患（7）
演題　Ｂ−49～53（16：15～16：50）　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） 

岡　田　正　治（滋賀県立成人病センター循環器内科）

Ｂ−49	 胃潰瘍による高度貧血と膿胸を合併した虚血性心疾患に対し PCI 実施した１例
（東住吉森本病院心臓血管センター循環器内科）　松久　英雄

Ｂ−50	 急性左心不全を呈した冠動脈狭窄三枝疾患に対して PCI を行い救命しえた１例
（日本赤十字社和歌山医療センター循環器内科）　高橋　宏輔

Ｂ−51	 安全，安価，伸縮自在の自作スネアを用いた CTO	retrograde	PCI の症例
（大阪大学先進心血管治療学）　横井　研介
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Ｂ−52	 前拡張の有無による IVUS データへの影響
（湖東記念病院臨床工学科）　三浦　千里

Ｂ−53	 Rotablator により主幹部から回旋枝入口部にかけて冠動脈解離を来たした１症例
（兵庫県立尼崎病院循環器内科）　四宮　春輝

C　　　会　　　場
（Room B-2） 

午前の部　8：45～11：57

不整脈（1）
演題　Ｃ−1～6（8：45～9：27）　座長　 池　口　　　滋（滋賀県立成人病センター循環器内科） 

貝　谷　和　昭（天理よろづ相談所病院循環器内科）

Ｃ−1	 MRI 対応ペースメーカが有用であった心サルコイドーシスの１例
（済生会京都府病院循環器内科）　石橋　一哉

Ｃ−2	 ペースメーカーデバイス感染症に対しデバイス抜去術が必要となった２症例
（京都大学循環器内科）　矢野真理子

Ｃ−3	 	高度屈曲を有する冠状静脈洞に Unify	QuadraTM	CRT-D（QuartetTM	LV	Lead）を
植込んだ１例

（関西労災病院循環器内科）　渡部　徹也

Ｃ−4	 CRT-D 植込み術後早期に収縮期過剰心音を認め，経過中に自然消失した１例
（神戸市立医療センター中央市民病院循環器内科）　村井　亮介

Ｃ−5	 僧帽弁閉鎖不全症を伴う心不全に心室性期外収縮のアブレーションが著効した１例
（大阪赤十字病院心臓血管センター不整脈科）　芝本　　恵

Ｃ−6	 	カテーテルアブレーションが有効であった心外膜側僧帽弁輪起源心室性期外収縮の
１例

（赤穂市民病院循環器科）　永松　裕一
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不整脈（2）
演題　Ｃ−7～12（9：27～10：09）　座長　 牧　田　俊　則（大阪赤十字病院心臓血管センター不整脈内科） 

赤　尾　昌　治（京都医療センター循環器内科）

Ｃ−7	 	幼児期に洞不全症候群と診断され13歳で心室細動を契機にブルガダ症候群と診断し
た１例

（近畿大学医学部小児科）　青木　寿明

Ｃ−8	 低用量アミオダロン投与により致死的肺障害を来した１例
（日本赤十字社和歌山医療センター）　松村有希子

Ｃ−9	 	植え込み型ループ式心電計により失神の原因が判明した，発作性高度房室ブロック
の１例

（神鋼病院循環器内科）　吉岡　隆之

Ｃ−10	 	発作性心房細動に対し高周波ホットバルーンカテーテルを用いてカテーテル心筋焼
灼術を施行した１例

（天理よろづ相談所病院ジュニアレジデント）　和泉　清隆

Ｃ−11	 Ebstein 奇形術後の心室頻拍に対し外科的にアブレーションし ICD を植込んだ１例
（兵庫県立尼崎病院循環器内科）　鯨　　和人

Ｃ−12	 	肺静脈隔離及び両心房 CFAE 通電とベプリジルによる洞調律維持療法で心機能回復
を認めた頻脈性心筋症の１例

（田附興風会医学研究所北野病院心臓センター）　森田　雄介

不整脈（3）
演題　Ｃ−13～18（10：19～11：01）　座長　 松　井　由美恵（大阪府済生会泉尾病院循環器内科） 

春　名　徹　也（田附興風会医学研究所北野病院循環器内科）

Ｃ−13	 反射性失神に特発性心室細動を合併した１症例
（近畿大学奈良病院循環器内科）　玉田　博之

Ｃ−14	 心室細動後の12誘導心電図で広範囲な ST 上昇を認めた J	wave	syndrome の１例
（滋賀医科大学呼吸循環器内科）　冨田　行則

Ｃ−15	 	心房細動アブレーション中に右冠動脈 air	 embolism と左心耳内 air 貯留を来たした
１症例

（滋賀県立成人病センター循環器内科）　張田　健志

Ｃ−16	 頻発性心房期外収縮に対し，GP 焼灼が有効であったと考えられる症例	
（大阪警察病院循環器内科）　檜垣　彰典
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Ｃ−17	 	心臓自律神経節（GP）に対して直接通電することなく，GP の迷走神経反応が消失
した１例

（滋賀県立成人病センター循環器内科）　武田　晋作

Ｃ−18	 右肺静脈隔離中に横隔神経障害を生じた１例
（京都大学循環器内科）　中井健太郎

不整脈（4）
演題　Ｃ−19～26（11：01～11：57）　座長　 横　田　良　司（近畿大学医学部奈良病院循環器内科） 

伊　藤　　　誠（滋賀医科大学循環器内科・不整脈センター）

Ｃ−19	 貧血を有する心房細動患者の臨床像の検討～伏見心房細動患者登録研究より～
（京都医療センター循環器内科）　高林　健介

Ｃ−20	 	QT 延長症候群に併発した発作性心房細動から特発性心室細動が誘発され拡大肺静脈
隔離術が有効であった症例

（滋賀医科大学呼吸循環器内科）　小澤　友哉

Ｃ−21	 CARTO	SOUND を使用し心室性不整脈に対するアブレーションを施行した２例
（康生会武田病院不整脈治療センター）　北嶋　宏樹

Ｃ−22	 	当院における僧帽弁および大動脈弁術後の心房性頻脈に対するアブレーション治療
について

（天理よろづ相談所病院循環器内科）　羽山友規子

Ｃ−23	 失神をきっかけに Brugada 症候群と診断した高齢女性の１例
（京都医療センター循環器内科）　武井玲生仁

Ｃ−24	 左室４極リードが横隔神経刺激回避に有用であったと思われる虚血性心筋症の１例
（大阪大学循環器内科学）　小西　正三

Ｃ−25	 	右室流出路起源心室性期外収縮にたこつぼ型心筋症を併発し多形性心室頻拍を呈し
た１例

（神戸赤十字病院循環器内科）　今田　宙志

Ｃ−26	 	リード挿入に難渋したアドリアマイシン心筋症による心臓移植後房室ブロックの１
例

（大阪大学循環器内科）　藏本　勇希
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C　　　会　　　場
（Room B-2） 

午後の部　13：10～16：15

不整脈（5）
演題　Ｃ−27～33（13：10～13：59）　座長　 鎌　倉　史　郎（国立循環器病研究センター不整脈科） 

綿　貫　正　人（彦根市立病院循環器科）

Ｃ−27	 複数の副伝導路を有し，冠静脈洞内部からの通電も必要であった１例
（市立岸和田市民病院循環器内科）　杉岡紗千子

Ｃ−28	 	僧帽弁形成術および Maze 術後に４種類の心房頻拍に対してアブレーションを施行
した１例

（大阪府済生会泉尾病院循環器内科）　豊　航太郎

Ｃ−29	 三心房様左房を呈した心房細動患者へのカテーテルアブレーションの１例
（神戸市立医療センター中央市民病院循環器内科）　佐々木康博

Ｃ−30	 脚枝間リエントリー性心室頻拍の１例
（大阪労災病院循環器内科）　大西　裕之

Ｃ−31	 Short	Coupled	Variants	of	Torsades	de	Pointes	の１例
（大阪府済生会泉尾病院循環器内科）　山本　　聖

Ｃ−32	 心室性期外収縮との鑑別が困難であった心房細動を伴った WPW 症候群の１例
（大阪赤十字病院心臓血管センター不整脈内科）　芝本　　恵

Ｃ−33	 CPA から蘇生し，不整脈源性右室心筋症の特徴を呈した Brugada 症候群の１例
（公立南丹病院循環器内科）　池亀　　翔

不整脈（6）
演題　Ｃ−34～40（13：59～14：48）　座長　 全　　　栄　和（康生会武田病院不整脈治療センター） 

井　上　耕　一（桜橋渡辺病院心臓血管センター）

Ｃ−34	 	血圧低下を伴う心房中隔欠損と右室二腔症を合併する発作性心房細動に対して肺静
脈隔離術が有効であった１例

（市立岸和田市民病院循環器内科）　河合　喬文

Ｃ−35	 	ICD 記録により心室頻拍の誘発様式が判明し，心房細動アブレーションが奏効した
１例

（神戸市立医療センター中央市民病院循環器内科）　糀谷　泰彦
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Ｃ−36	 	心房細動患者における血栓塞栓症と性差の検討～伏見心房細動患者登録研究より～
（京都医療センター循環器内科）　小川　　尚

Ｃ−37	 	ジスチグミン臭化物内服中にコリン作動性クリーゼを発症し徐脈・ショックをきた
した１例

（洛和会音羽病院心臓内科）　中妻　賢志

Ｃ−38	 進行性心臓伝導障害に心機能低下を合併した心臓 Na チャネル病の１家系
（京都大学循環器内科）　牧山　　武

Ｃ−39	 	左房—肺静脈の interaction が心房細動成立に寄与していることが，ATP 投与により
証明された１例

（近畿大学循環器内科）　元木康一郎

Ｃ−40	 大動脈弁穿孔を来したベラパミル感受性心室頻拍に対して治療が成功した１例
（京都大学循環器内科）　八幡　光彦

心不全
演題　Ｃ−41～47（14：58～15：47）　座長　 後　藤　葉　一（国立循環器病研究センター循環器病リハビリテーション部／心臓血管内科） 

佐　藤　幸　人（兵庫県立尼崎病院循環器内科）

Ｃ−41	 重症心不全に対する airway	pressure	release	ventilation（APRV）の有用性
（枚方公済病院循環器科）　竹中　琴重

Ｃ−42	 トルバプタンが奏効した心筋梗塞後難治性うっ血性心不全の１例
（日本赤十字社和歌山医療センター）　川瀬　裕一

Ｃ−43	 トルバプタン投与により透析離脱に成功した敗血症関連 acute	kidney	injury の一例
（彦根市立病院循環器科）　椙本　　晃

Ｃ−44	 神経障害の先行と著明な乳酸アシドーシスを呈した急性心不全の１例
（大阪大学循環器内科）　福島　直樹

Ｃ−45	 	両側腎動脈狭窄症に対するステント留置術により心不全コントロールが改善した梗
塞後不全心の１例

（近江八幡市立総合医療センター循環器内科）　佐分利　誠

Ｃ−46	 院外心停止に対して体外循環式心肺蘇生法により社会復帰した１例
（京都医療センター循環器内科）　高林　健介

Ｃ−47	 右心不全による静脈圧亢進が原因での高度貧血の治療に難渋した１例
（三菱京都病院心臓内科）　夜久　英憲
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弁膜症
演題　Ｃ−48～51（15：47～16：15）　座長　 古　川　　　裕（神戸市立医療センター中央市民病院循環器内科） 

坂　田　泰　史（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）

Ｃ−48	 大動脈弁置換術後3年で感染性心内膜炎を契機に stuck	valve を起こした１例
（大阪市立総合医療センター循環器内科）　松下　　司

Ｃ−49	 	在宅ハンプ療法から離脱できた慢性心不全の１症例～カルペリチド依存性慢性心不
全の問題点

（尼崎中央病院心臓血管センター）　小松　　誠

Ｃ−50	 ともに緩徐な心不全症状の悪化を呈するに留まった機械弁 half	stuck の２症例
（京都府立医科大学循環器内科）　児玉　直俊

Ｃ−51	 	重度大動脈弁狭窄症による心不全に対し経皮的大動脈弁バルーン形成術を施行し病
態安定を得られた１例

（医誠会病院循環器内科）　岡部　真也

D　　　会　　　場
（Room E） 

午前の部　8：45～11：57

心筋炎・心筋症（1）
演題　Ｄ−1～7（8：45～9：34）　座長　 石　井　克　尚（関西電力病院循環器内科） 

上　山　知　己（京都府立医科大学循環器内科）

Ｄ−1	 著明な左室流出路圧格差を認めショックに至ったたこつぼ心筋症
（京都大学循環器内科）　川治　徹真

Ｄ−2	 感染性心内膜炎を合併した成人右室二腔症の１症例
（大阪警察病院循環器内科）　西本　裕二

Ｄ−3	 	房室ブロックにペースメーカー植込みするも急激な心機能低下を呈し，生検で診断
に至った好酸球心筋炎の１例

（国立循環器病研究センター心臓血管内科）　知念　大悟

Ｄ−4	 	心不全で発症し，多発性筋炎が判明した１例
（大阪医療センター循環器内科）　古川　哲生
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Ｄ−5	 	褐色細胞腫クリーゼによるカテコラミン心筋症にて急性心不全をきたし急激な経過
で改善を認めた１例

（大阪府立急性期・総合医療センター心臓内科）小津賢太郎

Ｄ−6	 甲状腺クリーゼに伴う頻脈誘発性心筋症を呈した若年バセドウ病の１例
（姫路赤十字病院循環器内科）　橘　　元見

Ｄ−7	 難治性の特発性心嚢水貯留に対して胸腔鏡下心膜開窓術を施行した一症例
（京都医療センター循環器内科）　濱谷　康弘

心筋炎・心筋症（2）
演題　Ｄ−8～14（9：34～10：23）　座長　 平　野　　　豊（近畿大学医学部循環器内科） 

桑　原　宏一郎（京都大学内分泌代謝内科）

Ｄ−8	 集学的治療を要した閉塞性肥大型心筋症の１例
（田附興風会医学研究所北野病院心臓センター）　南野　恵里

Ｄ−9	 慢性維持透析中に胸背部痛とショックで発症した閉塞性肥大型心筋症の１例
（りんくう総合医療センター循環器内科）　竹中　淑夏

Ｄ−10	 	Ｓ状中隔による流出路狭窄で閉塞性肥大型心筋症様病態を示し著明な圧較差がドブ
タミン負荷で誘発された一例

（大阪南医療センター）　片山　理人

Ｄ−11	 	術前に診断し得た SAM を伴った後尖腱索断裂による急性僧帽弁逆流を来した肥大型
心筋症の１例

（明石医療センター循環器内科）　末廣　英也

Ｄ−12	 肥大型心筋症における高感度トロポニン T 測定とガドリニウム遅延造影の関係
（松下記念病院循環器科）　川崎　達也

Ｄ−13	 	心エコーで観察される Septal	 Flash の出現範囲と CRT 施行後の左室機能改善効果
について

（大阪医科大学循環器内科）　木澤　　隼

Ｄ−14	 急性心不全治療経過中の強心薬使用とトロポニン値の変動
（兵庫県立尼崎病院循環器内科）　小山　智史

心筋炎・心筋症（3）
演題　Ｄ−15～20（10：33～11：15）　座長　 稲　田　　　司（大阪赤十字病院心臓血管センター循環器内科） 

宮　本　忠　司（兵庫県立尼崎病院循環器科）

Ｄ−15	 分子標的薬スニチニブ投与による心機能低下にイルベサルタンが有効であった１例
（大阪府立成人病センター循環器内科）　塩山　　渉
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Ｄ−16	 心サルコイドーシス類似の心エコー所見を呈した心筋症の１例
（大阪労災病院循環器内科）　加藤　大志

Ｄ−17	 家族歴が糸口となった心ファブリー病の１例
（大阪医科大学循環器内科）　藤田　修一

Ｄ−18	 ICD 植え込み後に心房リード不全により心不全増悪をきたした１例
（兵庫医科大学内科学循環器内科）　辻尾　成人

Ｄ−19	 当院における孤発性心臓サルコイドーシスの２症例
（松下記念病院循環器科）　張本　邦泰

Ｄ−20	 心臓突然死を来した心アミロイドーシスの１剖検例
（彦根市立病院循環器科）　池田　智之

心筋炎・心筋症（4）
演題　Ｄ−21～26（11：15～11：57）　座長　 塩　井　哲　雄（京都大学大学院医学研究科循環器内科学） 

南　野　哲　男（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学）

Ｄ−21	 たこつぼ型心筋症を合併し，ショックの鑑別に苦慮した副腎クリーゼの１例
（彦根市立病院循環器科）　下司　　徹

Ｄ−22	 脳梗塞にて発症した左室内血栓に対して抗凝固療法を行った１例
（神戸市立医療センター中央市民病院循環器内科）　吉澤　尚志

Ｄ−23	 心室中隔穿孔を合併したたこつぼ型心筋症の１例
（京都大学検査部）　米田　智也

Ｄ−24	 たこつぼ型心筋症による急性左心不全を二度繰り返した１例
（大阪府済生会泉尾病院循環器内科）　石戸　隆裕

Ｄ−25	 高度房室ブロック発症後，急速な経過を辿った感染性心内膜炎の１例
（大阪府済生会中津病院循環器内科）　築山　義朗

Ｄ−26	 慢性腎臓病合併心不全に対してトルバプタンが奏功した１例
（奈良県立医科大学第一内科）　中野　知哉
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D　　　会　　　場
（Room E） 

午後の部　13：25～15：55

大動脈（1）
演題　Ｄ−27～32（13：25～14：07）　座長　 猪　子　森　明（田附興風会医学研究所北野病院循環器内科） 

丸　井　　　晃（京都大学心臓血管外科）

Ｄ−27	 冠動脈・大動脈の拡張性病変と血清 IgG4値の関連
（大阪医科大学循環器内科）　岡本　祐典

Ｄ−28	 血清 IgG4濃度の上昇，IgG4陽性細胞の浸潤が認められた感染性動脈瘤の１例
（大阪医科大学循環器内科）　西岡　　伸

Ｄ−29	 腹部大動脈および冠動脈に同時発症した IgG4関連動脈周囲炎の１例
（市立伊丹病院循環器内科）　小竹悠理香

Ｄ−30	 腹部大動脈瘤切迫破裂が疑われた炎症性大動脈瘤の１例
（市立岸和田市民病院循環器内科）　門田　　卓

Ｄ−31	 大動脈病変を合併した側頭動脈炎と考えられた１症例の検討
（京都大学内分泌代謝内科）　川原　さよ

Ｄ−32	 大動脈疾患を疑われた縦隔病変の１例
（大阪医科大学心臓血管外科）　小西　隼人

大動脈（2）
演題　Ｄ−33～37（14：07～14：42）　座長　 倉　谷　　　徹（大阪大学低侵襲循環器医療学講座） 

南　方　謙　二（京都大学心臓血管外科）

Ｄ−33	 Listeria monocytogenes による感染性胸部大動脈破裂
（川崎病院循環器内科）　増田　重樹

Ｄ−34	 感染性大動脈瘤と鑑別が困難であった大動脈瘤破裂の１例
（尼崎中央病院心臓血管センター）　大江　良子

Ｄ−35	 	当院における合併症を有する Stanford	 Type	B 大動脈解離に対する緊急ステントグ
ラフト内挿術の治療成績

（兵庫県立尼崎病院循環器内科）　小林　泰士

Ｄ−36	 ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）による急性腹部大動脈血栓閉塞の１例
（市立長浜病院心臓血管外科）　飯井　克明
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Ｄ−37	 	D ダイマー高値・好酸球数増多を認め，MDCT で偶発的に Stanford	A 型大動脈解離
を認めた１例

（大阪医科大学循環器内科）　田中　　克

大動脈（3）
演題　Ｄ−38～42（14：52～15：27）　座長　 加　地　修一郎（神戸市立医療センター中央市民病院循環器内科） 

当　麻　正　直（兵庫県立尼崎病院循環器内科）

Ｄ−38	 	腹部大動脈瘤ステントグラフト術後，瘤拡大に対し腰動脈結紮術を行い良好な結果
が得られた１例

（宇治徳洲会病院心臓血管外科）　新垣　正美

Ｄ−39	 広範囲胸部大動脈瘤に対する hybrid	TEVAR の１治験例
（京都大学心臓血管外科）　川東　正英

Ｄ−40	 	胸部大動脈瘤に対してステントグラフト内挿術施行後に脳塞栓および下肢動脈塞栓
を起こした１例

（京都大学循環器内科）　稲垣　真裕

Ｄ−41	 	B 型大動脈解離にたいして段階的に手術及びステントグラフト内挿術を施行し偽腔
の完全血栓化が得られた１例

（京都大学循環器内科）　田崎　淳一

Ｄ−42	 	胸部下行大動脈と左総腸骨動脈に出現した重複感染動脈瘤の１例
（市立長浜病院心臓血管外科）　岡田　泰司

先天性心疾患
演題　Ｄ−43～46（15：27～15：55）　座長　 北　山　仁　士（近畿大学心臓血管外科） 

土　井　　　拓（京都大学医学部附属病院小児科）

Ｄ−43	 繰り返す奇異性脳塞栓に対し肺動静脈瘻コイル塞栓術を施行した１例
（京都府立医科大学循環器内科）　酒井千恵子

Ｄ−44	 無症候で診断された Congenital	pulmonary	vein	stenosis の１例
（京都府立医科大学附属病院循環器内科／舞鶴共済病院循環器内科）　小出　正洋

Ｄ−45	 経カテーテル塞栓術により症状改善を認めた simitar	syndrome の１例
（大阪医科大学心臓血管外科）　島田　　亮

Ｄ−46	 40年後に再手術を要した Inferior	sinus	venosus	ASD の１例
（和歌山県立医科大学第一外科）　湯崎　　充
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E　　　会　　　場
（Room C-2） 

午前の部　8：45～11：51

研修医セッション（1）
演題　Ｅ−1～6（8：45～9：27）　座長　 中　谷　　　敏（大阪大学大学院保健学科） 

西　　　英一郎（京都大学循環器内科）

Ｅ─1	 著しい徐脈から心停止をきたし IABP 及び PCPS 導入により救命しえた１例
（大津赤十字病院循環器科）　阿部　由督

Ｅ−2	 左房内血栓を契機に発見された肺癌による Trousseau 症候群の１例
（大津赤十字病院循環器科）　小澤　智美

Ｅ−3	 	従来治療が無効な心アミロイドーシスによる心不全に対してトルバプタンが著効し
た１例

（大津赤十字病院循環器科）　芳川　裕亮

Ｅ−4	 	発作性夜間ヘモグロビン尿症に伴う血栓症に対して，ワルファリンとエクリズマブ
投与が有効であった１例

（京都大学循環器内科）　森村　祐樹

Ｅ−5	 PCI 後に急性食道炎を発症した１例
（市立堺病院内科）　高田　卓磨

Ｅ−6	 気腫合併肺線維症に合併した肺高血圧症に対し肺血管拡張薬を使用した１症例
（京都大学内分泌代謝内科）　川原　さよ

研修医セッション（2）
演題　Ｅ−7～12（9：27～10：09）　座長　 佐　賀　俊　彦（近畿大学医学部心臓血管外科） 

川　合　宏　哉（兵庫県立姫路循環器病センター循環器内科）

Ｅ−7	 右心不全症状を主訴としⅡ型呼吸不全を合併した肺性心の１例
（姫路赤十字病院循環器内科）　出口　美希

Ｅ−8	 限局性強皮症に原発性胆汁性肝硬変を合併した肺高血圧症の１例
（近畿大学循環器内科）　鍵岡　賛典

Ｅ−9	 芍薬甘草湯による偽アルドステロン症から，急性肺水腫に至った１例
（京都第二赤十字病院循環器内科）　西川　達哉
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Ｅ−10	 器質的冠動脈狭窄に薬剤抵抗性冠攣縮性狭心症が合併し心室細動に至った１例
（大阪医科大学循環器内科）　大北　恭平

Ｅ−11	 心筋梗塞に対して PCI 施行後，ステント内に血栓形成を繰り返した１例
（日本赤十字社和歌山医療センター）　野間　淳之

Ｅ−12	 	エベロリムス溶出性ステント留置33か月後に認めた PSS 部位を血管内視鏡と OCT
にて観察しえた１例

（関西労災病院臨床研修医）　菅野　皓文

研修医セッション（3）
演題　Ｅ−13～18（10：19～11：01）　座長　 野　原　隆　司（国家公務員共済組合連合会枚方公済病院） 

浅　井　　　徹（滋賀医科大学心臓血管外科）

Ｅ−13	 IVUS にて特徴的な所見を示した急性冠症候群の１例
（大津赤十字病院）　立入　律也

Ｅ−14	 	BMS 留置５年後から６年後にかけてステント内再狭窄を来たし血管内視鏡および
OCT により観察し得た１例

（関西労災病院循環器内科）　松田　祥宏

Ｅ−15	 急性心筋梗塞を契機に発見された形質細胞腫に伴う巨大冠動脈瘤の１例
（府中病院循環器内科）　湯川　芳美

Ｅ−16	 	尋常性乾癬における虚血性心疾患罹患率とその危険因子合併率～当院データベース
に基づいた検討～

（田附興風会医学研究所北野病院）　柴　　昌行

Ｅ−17	 診断に苦慮した ,	若年女性の多発動脈瘤の１例
（京都府立医科大学循環器内科）　矢西　賢次

Ｅ−18	 進行性の呼吸困難を自覚した市民マラソン選手の１例
（関西電力病院循環器内科）　小正　晃裕

English	session（1）
演題　Ｅ−19～23（11：01～11：51）　座長　 堀　江　　　稔（滋賀医科大学循環器呼吸器内科） 

塩　島　一　朗（関西医科大学第二内科）

Ｅ−19	 	First	 Report	 on	 the	 Findings	 of	 Near-infrared	 Spectroscopy	 and	 Coronary	
Angioscopy	in	a	Case	of	No-flow	Phenomenon

（Cardiovascular Division, Osaka Police Hospital）　Yasunori Ueda
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Ｅ−20	 	Evaluation	of	a	new	software	 to	assess	coronary	artery	perfusion	 territories	 from	
CT	angiography

（Department of Advanced Cardiovascular Therapeutics, Osaka University  
Graduate School of Medicine）　Patrick T. Siegrist

Ｅ−21	 	In	 vitro	 assessment	 of	mathematically	 derived	 fractional	 flow	 reserve	 in	multiple	
sequential	coronary	stenoses:	generalization	of	the	previously	described	equations	
for	a	tandem	lesion

（Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medicine,  
Kyoto University, Kyoto, Japan）　Shin Watanabe

Ｅ−22	 	Angioscopic	 evaluation	 of	 arterial	 repair	 from	 four	 to	 eight	 months	 following	
everolimus-eluting	stent	implantation	in	patients
（Kansai Rosai Hospital Cardiovascular Center, Amagasaki, Japan）　Masaki Awata

Ｅ−23	 	Percutaneous	 Closure	 of	 Postoperative	 Residual	 Atrial	 Septal	 Defects	 with	
Amplatzer	Closure	Device

（Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of 
 Medicine, Kyoto University, Kyoto）　Masao Imai

E　　　会　　　場
（Room C-2） 

午後の部　13：10～15：45

English	session（2）
演題　Ｅ−24～29（13：10～14：10）　座長　 坂　田　隆　造（京都大学医学部附属病院心臓血管外科） 

石　坂　信　和（大阪医科大学循環器内科）

Ｅ−24	 	Transcatheter	 Closure	 of	 Atrial	 Septal	 Defects	 under	 Conscious	 Sedation	 and	
Local	Anesthesia	─Experience	of	40	Consecutive	Cases	in	a	Single	Center─

（Department of Cardiovascular Medicine, Kyoto Prefectural  
University of Medicine）　Michiyo Yamano

Ｅ−25	 	Impact	of	Recurrent	Myocardial	Infarction	on	the	Development	of	Ischemic	Mitral	
Regurgitation	 in	 Patients	 With	 Acute	 Myocardial	 Infarction:	 Long-Term	
Echocardiographic	Follow-Up	Study

（Kobe City Medical Center General Hospital, Department of  
Cardiovascular Medicine）　Kitae Kim
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Ｅ−26	 	Expression	pattern	of	neural	cell	adhesion	molecule	in	human	failing	heart
（Cardiovascular Center, Osaka Red Cross Hospital, Osaka, Japan）　Kazuya Nagao

Ｅ−27	 	Nardilysin,	an	activator	of	ectodomain	shedding,	 is	a	novel	and	potent	biomarker	
for	acute	coronary	syndrome

（Department of Cardiovascular Medicine, Kyoto University Graduate School of  
Medicine, Kyoto, Japan）　Mikiko Ohno

Ｅ−28	 	Placental	Growth	Factor	Predicts	Cardiovascular	Events	Following	Coronary	Stent	
Implantation

（Department of Cardiology,National Hospital Organization Kyoto Medical  
Center, Kyoto, Japan）　Kensuke Takabayashi

Ｅ−29	 	Inverse	Correlation	between	Serum	VEGF-C	Levels	and	the	Severity	of	Coronary	
Artery	Disease	in	Men
（Department of Cardiology, National Hospital Organization Kyoto Medical Center,  
Kyoto, Japan　Division of Translational Research，National Hospital Organization  

Kyoto Medical Center, Kyoto, Japan）　Takashi Unoki

「医療安全・医療倫理に関する講演会」DVD セッション
（14：15～15：45）

F　　　会　　　場
（Room C-1） 

午前の部　8：45～11：43

研修医セッション（4）
演題　Ｆ−1～6（8：45～9：27）　座長　 北　風　政　史（国立循環器病研究センター心臓血管内科） 

田　中　　　昌（大阪赤十字病院心臓血管センター）

Ｆ−1	 	台湾籍の拡張型心筋症患者が心原性ショックとなり PCPS 導入により救命し海外搬
送（ICU-CCU 間）した１例

（市立岸和田市民病院循環器内科）　森竹　章公

Ｆ−2	 ステロイドが著効した好酸球性心筋炎の１例
（大阪赤十字病院心臓血管センター）　船造　智子
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Ｆ−3	 不整脈源性右室心筋症様の臨床所見を示した心サルコイドーシスの１例
（大阪大学循環器内科）　亀田　聡士

Ｆ−4	 閉塞性肥大型心筋症様の血行動態を呈した心アミロイドーシスの１例	
（兵庫医科大学卒後臨床研修センター）　井上　明香

Ｆ−5	 多発性脳梗塞で発症した劇症型心筋炎の１例
（松下記念病院循環器科）　長谷川史絵

Ｆ−6	 インフルエンザ感染が原因と思われる反復性急性心筋炎の１例
（大阪医科大学循環器内科）　吉水　夏子

研修医セッション（5）
演題　Ｆ−7～12（9：27～10：09）　座長　 岡　村　吉　隆（和歌山県立医科大学心臓血管外科） 

城　谷　　　学（近畿大学奈良病院循環器内科）

Ｆ−7	 	薬物療法により心バイオマーカーと拡張能の改善を認めた心アミロイドーシスの１
例

（兵庫県立尼崎病院循環器内科）　蔵垣内　敬

Ｆ−8	 Churg-Strauss 症候群において心機能障害をきたした１例
（京都大学循環器内科）　大久保直紀

Ｆ−9	 多発性骨髄腫の早期診断・治療が心アミロイドーシスの加療に著効した１例
（滋賀医科大学附属病院医師臨床教育センター）　澤山　裕一

Ｆ−10	 筋ジストロフィーが併存する心筋症の１例
（京都大学循環器内科）　川平　直史

Ｆ−11	 化膿性脊椎炎と共に，3弁に疣腫を認めた感染性心内膜炎の１例
（大津赤十字病院循環器内科）　曽我部功二

Ｆ−12	 感染性腹部大動脈瘤を合併した感染性心内膜炎の１例
（和歌山県立医科大学循環器内科）　南地　克洋

研修医セッション（6）
演題　Ｆ−13～19（10：19～11：08）　座長　 上　田　真喜子（大阪市立大学大学院医学研究科病理病態学） 

栗　田　隆　志（近畿大学心臓血管センター）

Ｆ−13	 僧帽弁閉鎖不全の原因同定に苦慮した１例
（近畿大学医学部附属病院）　長束　一紘

Ｆ−14	 初回心不全で収縮性心膜炎と診断し得た１例
（兵庫医科大学卒後臨床研修センター）　林　　済亨
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Ｆ−15	 心エコー図ガイドの心筋生検が確定診断に必須だった心臓原発悪性リンパ種の１例
（大阪市立総合医療センター循環器内科）　加川　俊介

Ｆ−16	 	高齢（70歳代）で診断された部分肺静脈還流異常を合併する高位静脈同型心房中隔
欠損症の１例

（近畿中央病院循環器内科）　小林　慶通

Ｆ−17	 Fallot 四徴症根治術後の肺動脈再狭窄をきたした１例
（京都大学循環器内科）　谷口　雅司

Ｆ−18	 高度右心不全を呈した糖原病１型の１例
（大阪市立大学循環器病態内科学）　佐藤　祐美

Ｆ−19	 多発脳梗塞を契機に診断された冠静脈洞型心房中隔欠損症の１例
（天理よろづ相談所病院循環器内科）　野間　貴之

末梢血管（1）
演題　Ｆ−20～24（11：08～11：43）　座長　 川　崎　大　三（森之宮病院循環器内科） 

石　田　達　郎（神戸大学医学部附属病院循環器内科）

Ｆ−20	 	深大腿動脈逆行性穿刺を用いて治療し得た F-F	bypass 術後重症虚血肢の１例
（近江八幡市立総合医療センター）　西　　真宏

Ｆ−21	 	再発を繰り返す右鎖骨下静脈起始部狭窄症に対してステント留置が奏功した維持透
析患者の１例

（明石医療センター循環器内科）　高田　裕基

Ｆ−22	 維持透析を合併する重症虚血肢患者の血管内治療の成績とリスク層別化
（関西労災病院循環器内科）　岡本　　慎

Ｆ−23	 	上肢跛行を呈した慢性完全閉塞合併右鎖骨下動脈単独起始異常の１例
（近江八幡市立総合医療センター循環器内科）　和田　直敏

Ｆ−24	 	特殊形状カテーテルを用いて行った，同側穿刺両方向性アプローチが有用であった
下肢血管内治療の２症例

（近江八幡市立総合医療センター循環器内科）　和田　直敏
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F　　　会　　　場
（Room C-1） 

午後の部　13：10～16：15

末梢血管（2）
演題　Ｆ−25～30（13：10～13：52）　座長　 永　澤　浩　志（西神戸医療センター循環器内科） 

中　村　　　茂（京都桂病院心臓血管センター内科）

Ｆ−25	 	バルーン拡張困難な病変を OCT 観察下にロータブレーターを併用しステント留置に
成功した SFA	CTO の１例

（大阪府済生会中津病院循環器内科）　木島　洋一

Ｆ−26	 治療法の選択に難渋した急性下肢虚血（ALI）の１例
（近江八幡市立総合医療センター循環器内科）　本山晋一郎

Ｆ−27	 	透析患者の浅大腿動脈石灰化病変にアンギオスカルプトバルーンが有効であった１
例

（日本赤十字社和歌山医療センター循環器内科）　本橋　恭代

Ｆ−28	 	心不全・貧血の精査・加療中に診断し得たオスラー病（遺伝性出血性毛細血管拡張
症）の１例

（近畿中央病院循環器内科）　平源　善宗

Ｆ−29	 	左小脳梗塞を契機に発見された左鎖骨下動脈閉塞および右椎骨動脈閉塞，両側腎動
脈狭窄の１例

（三木市立三木市民病院）　兵庫　聖大

Ｆ−30	 膝窩動脈瘤からの下肢動脈閉塞
（大阪警察病院循環器内科）　福並　靖崇

末梢血管（3）
演題　Ｆ−31～36（13：52～14：34）　座長　 小　西　　　孝（大津赤十字病院循環器科） 

宮　澤　　　豪（彦根市立病院循環器内科）

Ｆ−31	 	留置４か月後に再狭窄を来たした浅大腿動脈のパクリタキセル溶出性ステントを血
管内視鏡にて観察しえた１例

（関西労災病院循環器内科）　白記　達也

Ｆ−32	 	炭酸ガス造影で外腸骨動脈から膝窩動脈以下までの慢性完全閉塞病変に対して治療
しえた重症下肢虚血肢の１例

（大阪警察病院循環器内科）　杉原　隆太
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Ｆ−33	 	右腋窩動脈血栓塞栓症へカテーテル血栓除去術施行の後 , 同部位の器質的狭窄により
バイパス術を施行した１例

（大阪警察病院循環器内科）　杉原　隆太

Ｆ−34	 	医原性浅大腿仮性動脈瘤に対して超音波ガイド下トロンビン注入療法が有効であっ
た１例

（大阪医療センター循環器内科）　篠内　和也

Ｆ−35	 左腎動脈狭窄に対して経皮的腎動脈形成術を繰り返した若年男性の１例
（京都医療センター循環器内科）　山下　侑吾

Ｆ−36	 	腸骨動脈領域の中等度狭窄に pressure	wire による病変圧較差の測定が有効であった
１例

（兵庫医科大学循環器内科）　三木孝次郎

末梢血管（4）
演題　Ｆ−37～42（14：44～15：26）　座長　 上　松　正　朗（関西労災病院循環器内科） 

横　井　良　明（岸和田徳洲会病院循環器科）

Ｆ−37	 強皮症に合併した重症虚血肢症例に対し，血管内治療を施行し救肢し得た１例
（関西労災病院循環器内科）　金森　大悟

Ｆ−38	 膝窩動脈瘤破裂により急性下肢閉塞を来した１例
（京都大学循環器内科）　岩井眞紗子

Ｆ−39	 ASO に対する生体吸収性ステントの使用経験
（滋賀県立成人病センター循環器内科）　関　　淳也

Ｆ−40	 バージャー病に対する血管内治療
（国立循環器病研究センター心臓血管内科）　河原田修身

Ｆ−41	 	外腸骨動脈慢性完全閉塞に対し鼠径部からの sheathless	retrograde	approach が有用
であった１例

（明石医療センター循環器内科）　宇津　賢三

Ｆ−42	 	下肢自己拡張型ステント再閉塞にエキシマレーザーアブレーション施行し治療前後
を血管内視鏡で観察した１例

（大阪労災病院循環器内科）　井手本明子
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末梢血管（5）
演題　Ｆ−43～49（15：26～16：15）　座長　 河原田　修　身（国立循環器病研究センター研究所病院心臓血管内科） 

山　下　智　也（神戸大学大学院医学研究科循環器内科学分野）

Ｆ−43	 左手指潰瘍を伴った橈骨動脈閉塞に対して PTA を施行し治療し得た強皮症の１例
（近江八幡市立総合医療センター循環器内科）　伊藤　之康

Ｆ−44	 大腿膝窩動脈領域におけるステント内再狭窄病変に対するバルーン拡張術の検討
（関西労災病院循環器内科）　飯田　卓馬

Ｆ−45	 	大腿膝窩動脈領域における血管内治療後のシロスタゾール至適投薬期間に関する検
討

（関西労災病院循環器内科）　南都　清範

Ｆ−46	 	創傷治癒目的で血管内治療と distal	 bypass を併用したハイブリッド血行再建術を実
施した重症虚血肢の２例

（洛和会音羽病院心臓血管外科・創傷ケアセンター）　圓本　剛司

Ｆ−47	 	亜急性期の動脈閉塞症に対して Fogarty カテーテルによる血栓除去術が有効であっ
た２例

（兵庫県立尼崎病院循環器内科）　佐賀　俊介

Ｆ−48	 動脈穿刺後の仮性動脈瘤に対する当院のバルーン止血術の検討
（近江八幡市立総合医療センター循環器内科）　本山晋一郎

Ｆ−49　当院における四肢急性動脈閉塞症例の検討
（近江八幡市立総合医療センター循環器内科）山本　啓太

G　　　会　　　場
（Room K） 

午前の部　8：45～11：36

研修医セッション（7）
演題　Ｇ−1～6（8：45～9：27）　座長　 秋　田　穂　束（兵庫県立柏原病院内科） 

横　出　正　之（京都大学医学部附属病院臨床研究総合センター早期臨床試験部）

Ｇ−1	 	急性 A 型解離・上行置換後遠隔期に発生した大動脈基部再解離・吻合部仮性瘤の１
例

（三菱京都病院心臓血管外科）　軍司　大悟
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Ｇ−2	 突然に発症した胸痛の鑑別診断に携帯型心エコーが有用であった１例
（関西電力病院循環器内科）　小正　晃裕

Ｇ−3	 傍腎動脈腹部大動脈瘤に対してステントグラフト内挿術を施行した１例
（京都大学循環器内科）　宮川　紗和

Ｇ−4	 慢性咳嗽を主訴に来院した大動脈炎症候群の１例
（神戸大学循環器内科）　細川　望美

Ｇ−5	 	腎動脈直下急性大動脈閉塞を合併した Leriche 症候群に対して，血栓除去および
EVT にて血行再建に成功した１例

（京都大学循環器内科）　大竹ひかり

Ｇ−6	 	浅大腿動脈への Zilver	 PTX 留置後の遅発性ステント血栓症発症から6か月後に血管
内視鏡にて評価しえた１例

（関西労災病院循環器内科）　谷仲　厚治

研修医セッション（8）
演題　Ｇ−7～12（9：27～10：09）　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） 

神　吉　佐智子（大阪医科大学胸部外科）

Ｇ−7	 難治性高血圧性心不全に対し経皮的腎動脈拡張術が有効であった１例
（松下記念病院循環器科）　長谷川史絵

Ｇ−8	 血管ベーチェット病を背景とした腎動脈瘤に対し血管内治療を施行した１例
（京都大学循環器内科）　吉田　卓矢

Ｇ−9	 KCNH2遺伝子変異による徐脈性 QT 延長症候群の１家系
（滋賀医科大学呼吸循環器内科）　中泉　伸彦

Ｇ−10	 	カテコラミン感受性多形性心室頻拍に対し電気生理学検査，植込型除細動器移植術
を施行した１例

（京都大学循環器内科）　北野　正之

Ｇ−11	 	DDD ペーシング後早期に収縮同期不全による心機能低下を来たし，CRT へのアッ
プグレードを要した１例

（田附興風会医学研究所北野病院心臓センター）　関原　孝之

Ｇ−12	 	心筋症に伴う VF	 storm に末梢プルキンエ網起源 PVC へのアブレーションが有効で
あった１例

（田附興風会医学研究所北野病院心臓センター）　木村　祐樹
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研修医セッション（9）	
演題　Ｇ−13～18（10：19～11：01）　座長　 寺　﨑　文　生（大阪医科大学循環器内科） 

西　田　　　誠（大阪大学保健センター）

Ｇ−13	 植え込み型心電計にて失神原因が診断できた２例
（近畿大学循環器内科）　御勢　久也

Ｇ−14	 交代性脚ブロックから完全房室ブロックへ進行した過程が詳細に記録された１症例
（近畿大学循環器内科）　堀江　勝博

Ｇ−15	 	不整脈源性右室心筋症に合併した心室細動の起源・基質に対するカテーテルアブ
レーションが奏功した１例

（大阪医科大学循環器内科）　津田　浩佑

Ｇ−16	 	肺炎治療中にたこつぼ心筋症を発症し，持続性心室頻拍に至った１例
（京都府立医科大学循環器内科）　今井　幹昌

Ｇ−17	 	左心機能が低下した持続性心房細動に対して肺静脈隔離により僧帽弁閉鎖不全およ
び心機能に改善を認めた１例

（大阪医科大学循環器内科）　竹村　玲美

Ｇ−18	 	オセルタミビルとワルファリンの相互作用が疑われた心房細動の２例
（京都医療センター循環器内科）　高橋　昌宏

肺循環（1）
演題　Ｇ−19～23（11：01～11：36）　座長　 瀧　原　圭　子（大阪大学保健センター） 

原　　　正　剛（大津赤十字病院循環器内科）

Ｇ−19	 強皮症に伴う肺高血圧症にボセンタンで加療した１例
（京都医療センター循環器内科）　諏訪　達也

Ｇ−20	 	内服薬剤療法に抵抗性でエポプロステノール静注療法が効果的であった HIV 関連肺
動脈性肺高血圧症の１例

（国立循環器病研究センター心臓血管内科部門肺循環科）　辻　　明宏

Ｇ−21	 	PGI2持続点滴療法中の強皮症関連肺高血圧症に発症した右心不全に対しトルバプタ
ンを使用した１症例の検討

（京都大学内分泌代謝内科）　森内　健治

Ｇ−22	 本態性血小板血症に合併した肺高血圧症の１例
（高槻赤十字病院循環器科）　土居　裕幸

Ｇ−23	 	特発性間質性肺炎による肺高血圧症に対して，肺高血圧治療薬を用いて心機能改善
を認めた１例

（京都大学循環器内科）　西川　隆介
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G　　　会　　　場
（Room K） 

午後の部　13：10～16：29

肺循環（2）
演題　Ｇ−24～28（13：10～13：45）　座長　 三　木　真　司（三菱京都病院循環器内科） 

木　下　秀　之（京都大学医学部附属病院内分泌代謝内科）

Ｇ−24	 PVOD（Pulmonary	venoocclusive	disease）と考えられた１例
（神戸市立医療センター中央市民病院循環器内科）　羽渓　　健

Ｇ−25	 	NO 吸入による急性血管拡張反応試験陽性で Ca 拮抗薬内服単剤療法が著効した特発
性肺動脈性肺高血圧症の１例

（国立循環器病研究センター心臓血管内科部門肺循環科）　森川　　渚

Ｇ−26	 	妊娠中に発症した重症肺塞栓症に対して経皮的血栓吸引破砕術を行い救命できた１
例

（大津市民病院循環器内科）　前田　英貴

Ｇ−27	 深部静脈血栓症から急性肺血栓塞栓症と急性心筋梗塞を同時に発症した１例
（奈良県立医科大学第１内科）　神吉　智子

Ｇ−28	 	バルーン肺動脈形成術が著効した慢性血栓塞栓性肺高血圧患者において右心機能改
善経過を MRI で追跡し得た１例

（国立循環器病研究センター心臓血管内科部門肺循環科）　久松恵理子

静脈疾患
演題　Ｇ−29～35（13：45～14：34）　座長　 大　郷　　　剛（国立循環器病研究センター肺循環科） 

和　田　啓　道（国立病院機構京都医療センター臨床研究センター展開医療研究部）

Ｇ−29	 ワルファリン抵抗性の再発性血栓症より診断された Trousseau 症候群の１例
（滋賀県立成人病センター循環器内科）　犬塚　康孝

Ｇ−30	 腰部脊柱管狭窄症術後発症の深部静脈血栓症に対し CDT，PTA を施行した１例
（大阪赤十字病院心臓血管センター）　山内　洋平

Ｇ−31	 IgG4関連後腹膜線維症に伴う腸骨静脈閉塞への対応
（彦根市立病院循環器科）　眞鍋奈緒美

Ｇ−32	 当施設における深部静脈血栓症（DVT）の予後に関する検討
（大阪警察病院循環器内科）　和田　春子
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Ｇ−33	 細長い肺静脈血栓の１症例
（共和病院循環器科）　竹内　秀和

Ｇ−34	 ３か月のワーファリン療法で，一部融解した，左下肺静脈血栓症の１例
（共和病院循環器科）　竹内　秀和

Ｇ−35	 治療抵抗性の深部静脈血栓症に対してステント留置により改善しえた１症例
（市立吹田市民病院循環器内科）　西良　雅己

心膜疾患・腫瘍（1）
演題　Ｇ−36～39（14：44～15：12）　座長　 穂　積　健　之（大阪市立大学循環器病態内科学） 

牧　山　　　武（京都大学循環器内科）

Ｇ−36	 各種画像で評価できた右房原発の心臓脂肪腫の１例
（松下記念病院循環器科）　本田早潔子

Ｇ−37	 大動脈弁に発生した乳頭状弾性線維腫の１例
（川崎病院循環器内科）　竹内　庸浩

Ｇ−38	 心室性不整脈を来した横隔膜原発横紋筋肉腫による心膜内播種の１例
（京都大学循環器内科）　矢野真理子

Ｇ−39	 初回手術後６ヶ月で再発し診断にいたった，心臓粘液性線維肉腫の１例
（田附興風会医学研究所北野病院心臓センター外科）　飯田　　淳

心膜疾患・腫瘍（2）
演題　Ｇ−40～44（15：12～15：47）　座長　 成　子　隆　彦（大阪市立総合医療センター循環器内科） 

泉　　　知　里（天理よろづ相談所病院循環器内科）

Ｇ−40	 心タンポナーデ発症で発見された心臓原発腫瘍の１例
（北摂総合病院循環器内科）　郡山　仁志

Ｇ−41	 若年男性の SLE による急性心膜炎の１例
（和歌山県立医科大学）　片山　陽介

Ｇ−42	 右房内に異常陰影を認めた１例
（関西労災病院循環器内科）　水上　雪香

Ｇ−43	 心筋梗塞様 ST 上昇をきたした食道がん合併心膜膿気腫の１例
（神戸医療センター循環器科）　遠藤　泰子

Ｇ−44	 ステロイド投与中に心タンポナーデを来たし結核性心膜炎と診断された１例
（兵庫県立尼崎病院循環器内科）　稲住　英明
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バイオマーカー・その他の研究
演題　Ｇ−45～50（15：47～16：29）　座長　�長谷川　浩　二（国立病院機構京都医療センター展開医療研究部）�

的　場　聖　明（京都府立医科大学大学院医学研究科循環器内科）

Ｇ−45	 	Global	Thrombosis	Test（GTT）を用いた抗凝固薬と抗血小板薬併用（Combination	
Therapy）の薬効評価

（神戸労災病院循環器内科）　乙井　一典

Ｇ−46	 循環器疾患におけるバイオマーカーとしての血清中microRNA
（京都大学循環器内科）　桑原　康秀

Ｇ−47	 	ピタバスタチンの抗動脈硬化作用─メタボリック症候群有無での比較─（多施設共
同研究NARA-C	Study より）

（中井医院）　中井　章至

Ｇ−48	 当院におけるカデュエット配合錠の使用経験についての検討
（済生会富田林病院循環器内科）　華岡　裕太

Ｇ−49	 多職種チームによるモニター心電図アラーム関連事故防止への取り組み
（洛和会音羽病院心臓内科）　山崎　武俊

Ｇ−50	 	Tmem100,	 a	 Novel	 Intracellular	 Transmembrane	 Protein,	 Regulates	 Cardiac	
Cushion	Formation.

（奈良県立医科大学先端医学研究機構循環器システム医科学）　稲田　　賢

フォトセッション会場
（Room�H）�

午前の部　8：45～11：19

フォトセッション（1）
演題　Ｐ−1～6（8：45～9：33）　座長　�松　田　光　雄（市立岸和田市民病院循環器内科）

Ｐ−1	 両側深大腿動脈瘤の１例
（近江八幡市立総合医療センター循環器内科）　佐分利　誠

Ｐ−2	 喀血で来院し胸部レントゲン上で鏡面形成を認めた胸部大動脈瘤破裂の１剖検例
（田附興風会医学研究所北野病院心臓センター）　鄒　　佳苗
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Ｐ−3	 	自己弁温存大動脈基部置換術後にAortic	 curtain	 dissection を来したMarfan 症候群
の１例

（神戸市立医療センター中央市民病院循環器内科）　豊田　俊彬

Ｐ−4	 左室‐右房交通症を認めた高齢者の１例
（近畿大学循環器内科）　宮地　佑希

Ｐ−5	 64列MDCTにて描出しえた巨大右冠動脈瘤の１例
（三菱京都病院診療技術部放射線技術科）　多冨　仁文

Ｐ−6	 回収可能型下大静脈フィルター抜去不可能であった１例
（国立和歌山病院外科）　畑田　充俊

フォトセッション（2）
演題　Ｐ−7～12（9：33～10：21）　座長　�錦　見　俊　雄（京都大学内分泌代謝内科）

Ｐ−7	 肥大型心筋症と腸間膜静脈血栓症を合併したKlinefelter 症候群の１例
（奈良県立医科大学第１内科）　中野　知哉

Ｐ−8	 	生体吸収性ステント（Igaki-Tamai ステント）留置12年後の病理像について〜１剖検
例の検討〜

（滋賀県立成人病センター循環器内科）　西尾　壮示

Ｐ−9	 急性前壁中隔心筋梗塞を発症した左単一冠動脈症の１例
（京都医療センター循環器内科）　白田　全弘

Ｐ−10	 胸腹部造影CTにて心内膜下虚血を認めた１例
（大津赤十字病院循環器科）　山形　晃太

Ｐ−11	 RCAインターベンション時に合併した大動脈解離の１例
（京都桂病院心臓血管センター内科）　羽野　嘉文

Ｐ−12	 胸痛を契機に診断された右冠動脈右房瘻の１例
（関西医科大学第二内科）　笠井　健史

フォトセッション（3）
演題　Ｐ−13～18（10：31～11：19）　座長　�志　手　淳　也（大阪済生会中津病院循環器内科）

Ｐ−13	 急性冠症候群を契機に右冠動脈の起始異常が判明した１例
（大阪府立急性期・総合医療センター心臓内科）　高橋　怜嗣

Ｐ−14	 長期経過で著明な冠動脈瘤及び stent	malapposition がみられたSES留置後の１例
（京都府立医科大学循環器内科）　佐藤　良美
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Ｐ−15	 経時的に増大を認めた冠動脈瘻を伴う巨大冠動脈瘤の１例
（天理よろづ相談所病院循環器内科）　天野　雅史

Ｐ−16	 狭心症状を呈し冠動脈MDCTで左回旋枝の起始異常を同定しえた１例
（田附興風会医学研究所北野病院�心臓センター）　岡野　光真

Ｐ−17	 320列面検出器コンピューター断層撮影で検出された冠動脈スパズム
（滋賀医科大学呼吸循環器内科）　林　　秀樹

Ｐ−18	 切迫早産で入院した女性に非心原性肺水腫を認めた１例
（田附興風会医学研究所北野病院心臓センター）　加藤　貴雄

H　　　会　　　場
（Room�J）�

午前の部　10：40～12：10

研修医のキャリアプランニング　行列のできる相談所
（10：40～12：10）

【司会】　

　　中　川　義　久（天理よろづ相談所病院）
　　古　川　　　裕（神戸市立医療センター中央市民病院）
【相談員】

　　新　家　俊　郎（神戸大学）
　　尾　野　　　亘（京都大学）　
　　香　坂　　　俊（慶應義塾大学）
　　加　地　修一郎（神戸市立医療センター中央市民病院）
　　泉　　　知　里（天理よろづ相談所病院）
　　阿　部　　　充（国立病院機構�京都医療センター）
　　木　下　美菜子（西神戸医療センター）
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H　　　会　　　場
（Room�J）�

午後の部　14：00～16：00

第１回近畿支部主催男女共同参画フォーラム
（14：00～16：00）

「循環器医の仕事と子育てとの両立支援」
【座長】

　　　上　田　真喜子（大阪市立大学）
　　　平　田　健　一（神戸大学）
【講演】

　　　川　村　美朋子（滋賀医科大学呼吸循環器内科）
　　　妹　尾　絢　子（奈良県立医科大学第１内科）
　　　猪　木　敬　子（岡波総合病院循環器内科）
　　　小　林　成　美（神戸大学循環器内科）
　　　川　瀬　　　都（大阪大学循環器内科）
　　　小　澤　有　希（大阪市立総合医療センター小児循環器内科）
　　　平　田　健　一（神戸大学循環器内科）　
　　　総合討論




