
A 会 場
(大ホール)

午前の部 8：30～11：50

開会の辞（10：00～10：10) 会長 増 山 理
(兵庫医科大学循環器内科教授)

虚血性心疾患(1)
演題 Ａ-1～7（10：10～10：59) 座長 阿 部 充（京都医療センター循環器内科)

石 原 正 治（国立循環器病研究センター心臓血管内科)

Ａ-1 Bentall術後6ヶ月に左冠動脈主幹部に高度狭窄を認め経皮的冠動脈形成術で治療した一例
（国立病院機構大阪南医療センター循環器科) 小杉 元宏

Ａ-2 経右室アプローチにて修復術を行った急性心室中隔穿孔の１例
（市立長浜病院心臓血管外科) 岡田 泰司

Ａ-3 冠動脈慢性完全閉塞病変を逆行性アプローチにて治療後に心外膜チャネルに動静脈瘻を認め
た一例

（大阪労災病院循環器内科）依藤 弘紀
Ａ-4 上行大動脈人工血管置換術直後に，二枝同時閉塞を来した急性心筋梗塞の一例

（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）山戸 将司
Ａ-5 右冠動脈への経皮的冠動脈インターベンション後に洞不全が遷延した一例

（独立行政法人国立病院機構京都医療センター循環器内科) 高木 大輔
Ａ-6 急性心筋梗塞に対するPCI の際に stent balloon rapture を経験した一例

（宇治徳洲会病院) 舛田 一哲
Ａ-7 健診で発見された巨大冠動脈瘤の一例

（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

A 会 場
(大ホール)

午後の部 13：00～13：50

－ 14 －

Ａ

会

場

特別講演1（11：10～11：50)
｢日本における経カテーテル的大動脈弁植え込み術（TAVI）の限界と将来｣

座長 岡 村 吉 隆（和歌山県立医科大学外科学第一)
講師 倉 谷 徹（大阪大学低侵襲循環器医療学)

特別講演2（13：00～13：40)
｢急性心筋梗塞の case study｣

座長 和 泉 匡 洋（近畿中央病院循環器内科）
演者 藤 井 謙 司（桜橋渡辺病院）
協賛 興和創薬株式会社



末梢血管(1)
演題 Ａ-8～13（13：50～14：32) 座長 粟 野 孝次郎（北播磨総合医療センター循環器内科)

藤 井 健 一（兵庫医科大学循環器内科)

Ａ-8 下肢動脈バイパス術後のグラフト穿刺後の感染性仮性動脈瘤に対し鼠径部郭清と閉鎖孔バイ
パスを施行した一例

（大阪市立大学大学院循環器外科学) 末廣 泰男

Ａ-9 陰部壊疽に対し血管内治療を行い，創治癒を得た1例
（関西労災病院循環器内科) 白記 達也

Ａ-10 外腸骨動脈領域の急性動脈閉塞にEVTを施行し股関節離断を回避できた一例
（兵庫医科大学病院循環器内科) 西村真知子

Ａ-11 0.018inch 1.5mm J ガイドワイヤーによるナックルワイヤーを用いたATA起始部よりの long
CTOの一例

（京都第一赤十字病院心臓センター循環器内科) 革島 定幸

Ａ-12 当院での維持透析中の末梢動脈疾患患者における皮膚灌流圧測定検査を用いた治療戦略につ
いて

（三田市民病院循環器科) 小笠原大介

Ａ-13 重症虚血肢における創部位と治癒期間の検討
（関西労災病院循環器内科) 岡本 慎

B 会 場
(さくら西)

午前の部 8：30～11：31

YIA セッション(1)
演題 Ｂ-1～5（8：30～9：05) 座長 木 村 剛（京都大学循環器内科学)

斎 藤 能 彦（奈良県立医科大学循環器・腎臓・内分泌内科学)

Ｂ-1 当院におけるCRT植え込み後の responder 症例の長期予後についての検討
（大阪警察病院循環器内科) 和田 春子

Ｂ-2 short-coupled variant of torsade de pointes の遺伝的背景
（滋賀医科大学呼吸循環器内科) 堀本かんな

Ｂ-3 肺静脈隔離後の静脈内独立電位と心房細動 trigger ectopy の一致性の検討
（大阪警察病院循環器内科) 岡田 真人

Ｂ-4 Dual Doppler system を用いた三尖弁と僧帽弁開放の時間差の検討
（兵庫医科大学循環器内科) 菅原 政貴

Ｂ-5 2Dスペックルトラッキング法によるE/e'sr の有用性に関する検討
（関西医科大学第二内科) 仲井 えり
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YIA セッション(2)
演題 Ｂ-6～10（9：05～9：40) 座長 上 田 真喜子（大阪市立大学病理病態学)

増 山 理（兵庫医科大学循環器内科)

Ｂ-6 Transient elastography を用いて計測した肝硬度による非侵襲的右房圧推定法の有用性の検討
（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学) 谷口 達典

Ｂ-7 PCI でのステント留置後の後拡張時の stentboost の有用性についての検討
（桜橋渡辺病院循環器内科) 織原 良行

Ｂ-8 当院における大腿動脈穿刺後のExoSealTM 使用初期成績
（京都第一赤十字病院心臓センター循環器内科) 柳内 隆

Ｂ-9 急性心筋梗塞における心破裂患者の臨床像，病理像35年間の変遷
（国立循環器病研究センター病院) 本田 怜史

Ｂ-10 左室内血栓に対する抗凝固療法の塞栓症予防効果についての検討
（国立循環器病研究センター心臓血管内科部門) 柳生 剛

心筋炎・心筋症(1)
演題 Ｂ-11～16（9：50～10：32) 座長 桑 原 宏一郎（京都大学循環器内科学)

水 野 麗 子（奈良県立医科大学病院中央臨床検査部)

Ｂ-11 肥大型心筋症のガドリニウム遅延造影に対するバイオマーカーの臨床的意義
（松下記念病院循環器科) 川崎 達也

Ｂ-12 肥大型心筋症患者における右脚ブロックと心室中隔線維化の関係
（松下記念病院) 張本 邦泰

Ｂ-13 PTSMAが有効であったS字状中隔心の一例
（三木市立三木市民病院) 山脇 康平

Ｂ-14 右室流出路狭窄を伴う非閉塞性肥大型心筋症の一例
（大阪医科大学循環器内科) 李 剛至

Ｂ-15 心室性不整脈を合併した閉塞性肥大型心筋症の一例
（京都大学附属病院) 八木 俊純

Ｂ-16 心不全症状を契機に発見された解離性心筋内血腫の一例
（大阪厚生年金病院) 田端 智香

心筋炎・心筋症(2)
演題 Ｂ-17～23（10：42～11：31) 座長 寺 﨑 文 生（大阪医科大学医学部教育機構)

平 岡 勇 二（音羽病院心臓内科)

Ｂ-17 労作時の息切れを主訴とした収縮性心膜炎の一例
（住友病院循環器内科) 正井久美子

Ｂ-18 呼吸不全を呈した心外膜原発脂肪腫の1例
（川崎病院循環器内科) 竹内 庸浩

Ｂ-19 心タンポナーデを契機に発見された心臓滑膜肉腫の1例
（大阪医科大学循環器内科) 宮崎 博太
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Ｂ-20 開心術後に遅発性 coagula tamponade を来した一例
（兵庫医科大学内科学循環器内科) 大星真貴子

Ｂ-21 悪性心膜中皮腫の一例
（高槻赤十字病院) 片桐 直子

Ｂ-22 心タンポナーデを契機に診断に至ったSLE心膜炎の一例
（八尾徳洲会総合病院循環器内科) 綾田 健士

Ｂ-23 偶発的に発見された心膜血腫に対して摘出術を施行した一症例
（国立病院機構京都医療センター循環器内科) 濱谷 康弘

B 会 場
(さくら西)

午後の部 13：00～14：34

心筋炎・心筋症(3)
演題 Ｂ-24～29（13：00～13：42) 座長 伊 藤 隆 英（大阪医科大学循環器内科)

平 野 豊（近畿大学医学部病院中央臨床検査部)

Ｂ-24 投与9年後に初発心不全を発症したアントラサイクリン系抗がん剤による心筋症の一例
（和歌山県立医科大学循環器内科) 玉置 哲也

Ｂ-25 労作時胸痛で初発し，短期間に増悪したALアミロイドーシスの2例
（りんくう総合医療センター循環器内科) 藤原 敬太

Ｂ-26 トルバプタンが心不全症状改善に有効であった心アミロイドーシスの一例
（和泉市立病院循環器内科) 笠松 慶子

Ｂ-27 脳梗塞発症後に複数の左室内血栓を認めた拡張型心筋症の1例
（兵庫医科大学循環器内科) 小谷 健

Ｂ-28 横紋筋融解症と亜型“タコつぼ型心筋症”を併発した1例
（大阪府済生会泉尾病院循環器内科) 磯浦 喜晴

Ｂ-29 たこつぼ型心筋症に心破裂を来した一例
（大阪府立急性期・総合医療センター心臓内科) 伯井 秀行

心筋炎・心筋症(4)
演題 Ｂ-30～35（13：52～14：34) 座長 錦 見 俊 雄（藤井病院／京都大学循環器内科学)

松 田 光 雄（市立岸和田市民病院循環器内科)

Ｂ-30 高度の小球性低色素性貧血を伴った右心不全の一例
（洛西ニュータウン病院) 植野 啓介

Ｂ-31 尋常性乾癬に特異的な冠動脈像を呈した拡張型心筋症の一例
（市立枚方市民病院) 田中 宏治

Ｂ-32 蛸壺型心筋症を合併したCOPD急性増悪にASVが著効した一例
（上野総合市民病院循環器内科) 宮田 和明
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Ｂ-33 持続気道陽圧療法(CPAP)が著効した睡眠時呼吸障害を伴った右心不全症の一例
（市立川西病院) 田中 裕

Ｂ-34 心室頻拍による心肺停止に対して蘇生後，CRT-Dを移植した不整脈原性右室心筋症の一例
（京都大学医学部附属病院循環器内科) 八幡 光彦

Ｂ-35 労作時呼吸苦・胸部不快感を契機に発見された心臓原性の悪性リンパ腫の1例
（大阪府立急性期・総合医療センター) 近藤 匠巳

C 会 場
(さくら東)

午前の部 8：30～11：24

YIA セッション(3)
演題 Ｃ-1～5（8：30～9：05) 座長 赤 阪 隆 史（和歌山県立医科大学循環器内科)

瀧 原 圭 子（大阪大学保健センター･大阪大学大学院循環器内科学)

Ｃ-1 Filtrap 回収用カテーテルがステント通過困難にて thrombuster 吸引ルーメンにて Filtrap wire
を回収した一例

（大阪労災病院循環器内科) 主代 悠

Ｃ-2 後腹膜腔を超えて腸間膜にまで大量のガス産生を認めた感染性腹部大動脈瘤の1手術例
（神戸市立医療センター中央市民病院心臓血管外科) 西矢 健太

Ｃ-3 経皮的心肺補助装置PCPSにて救命できた急性肺血栓塞栓症PTEの1例
（耳原総合病院循環器内科) 西山 裕善

Ｃ-4 心室中隔解離・穿孔を伴ったたこつぼ型心筋症の一例
（大阪労災病院循環器内科) 大西 裕之

Ｃ-5 診断に難渋したデバイス感染の一例
（和歌山県立医科大学医学部循環器内科) 野澤 有紀

YIA セッション(4)
演題 Ｃ-6～10（9：05～9：40) 座長 平 田 健 一（神戸大学循環器内科学)

宮 崎 俊 一（近畿大学循環器内科)

Ｃ-6 難治性心室頻拍に対し胸部硬膜外麻酔を施行した一例
（兵庫医科大学病院循環器内科) 曽山 裕子

Ｃ-7 左難治性胸水に対してトルバプタンが著効し，長期投与により経過良好の一例
（上野総合市民病院循環器内科) 宮田 和明

Ｃ-8 抗リン脂質抗体症候群が疑われた急性重症心不全の一例
（国立循環器病研究センター移植部) 高山幸一郎

Ｃ-9 合併する心室性不整脈に対照的な反応がステロイド投与急性期に観察された心サルコイドー
シスの2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
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Ｃ-10 重症肺高血圧症を伴う遺伝性末梢血管拡張症における消化管出血に対してサリドマイドが著
効した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) 中村 知久

虚血性心疾患(2)
演題 Ｃ-11～16（9：50～10：32) 座長 有 井 融（兵庫医科大学冠疾患科)

山 田 貴 久（大阪府立急性期･総合医療センター心臓内科)

Ｃ-11 救命し得た2枝同時閉塞による広汎急性心筋梗塞の1例
（京都第一赤十字病院心臓センター循環器内科) 橋本 翔

Ｃ-12 冠動脈自然解離が原因であった急性冠症候群の1例
（三木市立三木市民病院) 柏木 大嗣

Ｃ-13 冠動脈自然解離のよる急性心筋梗塞を発症した若年女性の一症例
（大阪警察病院循環器内科) 杉原 隆太

Ｃ-14 シロリムス溶出性ステント留置後に認めた，出現，消退を繰り返す冠動脈瘤の1例
（川崎病院循環器内科) 吉原 永貴

Ｃ-15 自己拡張型冠動脈ステント留置11年後，同部位に発症した急性心筋梗塞の1例
（川崎病院循環器内科) 吉原 永貴

Ｃ-16 大腸癌周術期に抗血小板剤中止後，超慢性期ステント血栓症を発症した一例
（河内総合病院循環器科) 和田 健作

虚血性心疾患(3)
演題 Ｃ-17～22（10：42～11：24) 座長 上 村 史 朗（奈良県立医科大学第一内科)

西 堀 祥 晴（川崎病院循環器内科)

Ｃ-17 偏食による高ホモシステイン血症が原因と考えられた若年性急性心筋梗塞の一例
（市立岸和田市民病院循環器内科) 松田真太郎

Ｃ-18 冠動脈2枝同時血栓閉塞により急性心筋梗塞を来した真性多血症の1例
（淀川キリスト教病院循環器内科) 安元 浩司

Ｃ-19 SLE を基礎疾患に持ち，心肺停止で発症した急性主幹部心筋梗塞の一例
（国立病院機構大阪医療センター循環器内科) 三浦 弘之

Ｃ-20 SLE と抗リン脂質抗体症候群に合併した冠動脈疾患の1例
（奈良県立医科大学) 野木 一孝

Ｃ-21 甲状腺クリーゼ様症状を呈した重症虚血性心疾患の一例
（一般財団法人住友病院循環器内科) 牧野和香奈

Ｃ-22 右冠動脈のACSで生じた血栓により右室枝閉塞を来したがPCI をせずに加療した一例
（京都府立医科大学附属病院循環器内科) 佐藤 良美
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C 会 場
(さくら東)

午後の部 13：00～17：03

虚血性心疾患(4)
演題 Ｃ-23～27（13：00～13：35) 座長 神 谷 匡 昭（松下記念病院循環器科)

西 野 雅 巳（大阪労災病院循環器内科)

Ｃ-23 心肺停止で搬送され来院時高アンモニア血症を呈したが，低体温療法により完全社会復帰す
ることができた症例

（大津赤十字病院循環器内科) 立入 律也

Ｃ-24 冠動脈バイパスグラフトに血栓閉塞をきたし急性心筋梗塞に至った心房細動の一例
（宇治徳洲会病院心臓血管内科) 岡本 匡史

Ｃ-25 心肺蘇生後に脊髄梗塞を合併した急性心筋梗塞の一例
（公立南丹病院循環器内科) 寺田 兼輔

Ｃ-26 心原性脳梗塞を合併した亜急性心筋梗塞の一例
（生長会府中病院循環器内科) 吉田 啓子

Ｃ-27 検診心電図異常を契機に発見された心尖部球状血栓の一例
（彦根市立病院循環器科) 下司 徹

虚血性心疾患(5)
演題 Ｃ-28～32（13：45～14：20) 座長 星 賀 正 明（大阪医科大学循環器内科)

山 田 愼一郎（姫路循環器病センター循環器内科)

Ｃ-28 当院における左主幹部を責任病変としたACS症例の検討
（加古川東市民病院循環器内科) 松添 弘樹

Ｃ-29 透視ガイド下大腿動脈穿刺の有用性に関する検討
（関西労災病院循環器内科) 飯田 卓馬

Ｃ-30 当院における low contrast PCI の成績
（京都桂病院心臓血管センター内科) 羽野 嘉文

Ｃ-31 薬剤性アレルギーによりKounis 症候群を発症した1例
（国立病院機構神戸医療センター循環器科) 向井 淳

Ｃ-32 薬剤溶出ステント留置後超遠隔期に発症した治療抵抗性冠攣縮性狭心症に対してステロイド
療法が奏功した一例

（近江八幡市立総合医療センター循環器内科) 本山晋一郎
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虚血性心疾患(6)
演題 Ｃ-33～38（14：30～15：12) 座長 岩 田 幸 代（神戸労災病院循環器内科)

久 保 隆 史（和歌山県立医科大学循環器内科)

Ｃ-33 ISR に対しパクリタキセル溶出性バルーンにて治療し，慢性期に光干渉断層法(OCT)にて観
察し得た4例

（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学) 横井 研介

Ｃ-34 連続したOCT所見で興味深い所見が得られたSES留置5年後の超遅発性再狭窄の一例
（大阪労災病院循環器内科) 増山 潔

Ｃ-35 20歳台で急性冠症候群(ACS)を発症し，OCTにて病変を評価し得た家族性高コレステロール
血症(FH)の一例

（赤穂市民病院 循環器科) 永松 裕一

Ｃ-36 RCA高度狭窄治療後に LADの FFR myo が著明に改善した一例
（大阪大学大学院医学系研究科先進心血管治療学) 岡山 慶太

Ｃ-37 心臓CTでどこの狭窄を疑うか？ 不安定狭心症の一例
（尼崎中央病院心臓血管センター) 高橋 覚

Ｃ-38 心臓CTを用いた心筋灌流領域計測ソフトの臨床応用への可能性を示す1例
（大阪大学大学院医学研究科循環器内科) 井手 盛子

末梢血管(2)
演題 Ｃ-39～45（15：22～16：11) 座長 神 畠 宏（関西医科大学第二内科)

全 完（近江八幡市立総合医療センター循環器内科)

Ｃ-39 Leriche 症候群に対してEVTにて血行再建に成功した一例
（京都大学医学部附属病院) 西川 隆介

Ｃ-40 EVT による血行再建後，遅れて症状及び造影所見の改善が得られた Leriche 症候群の一例
（近江八幡市立総合医療センター) 和田 直敏

Ｃ-41 血管内超音波検査(IVUS)所見より診断に至った膝窩動脈外膜嚢腫の一例
（公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院) 木村 昌弘

Ｃ-42 心筋梗塞に下肢動脈塞栓症を合併したスポーツ選手の一例
（東住吉森本病院) 松久 英雄

Ｃ-43 腎動脈狭窄症を血管内視鏡で観察した1例
（尼崎中央病院心臓血管センター) 武輪 光彦

Ｃ-44 左室機能不全に合併した腎動脈狭窄の一例
（国立循環器病研究センター心臓血管内科) 成重 友里

Ｃ-45 経皮的血管形成術が奏功した症候性左鎖骨下静脈狭窄症の一例
（田辺中央病院循環器内科) 西尾 学
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肺循環(1)
演題 Ｃ-46～51（16：21～17：03) 座長 江 本 憲 昭（神戸薬科大学臨床薬学)

廣 谷 信 一（兵庫医科大学循環器内科)

Ｃ-46 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：閉塞性病変を中心に
（京都第一赤十字病院救急科) 有原 正泰

Ｃ-47 Von Recklinghausen 病に伴う ASD・PAPVR合併 PSに対して経皮的バルーン肺動脈弁形成
術(BPV)を施行した一例

（京都府立医科大学附属病院循環器内科) 飯塚 直樹

Ｃ-48 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：CT 検査による病変評価の可能性
と限界について

（京都第一赤十字病院救急科) 有原 正泰

Ｃ-49 複数回のコイル塞栓術により改善した多発性肺動静脈瘻の一例
（大阪医科大学循環器内科) 岡本 祐典

Ｃ-50 Hickman カテーテル関連血流感染症に対し抗生剤ロック療法を行った1症例の検討
（京都大学医学部附属病院内分泌代謝内科) 廣田 圭昭

Ｃ-51 巨大拡張した瘤状特発性肺動脈拡張症の一例
（康生会武田病院循環器センター) 太田 啓祐

D 会 場
(小ホール)

午前の部 8：30～11：28

Clinical Study(1)
演題 Ｄ-1～4（8：30～8：58) 座長 尾 野 亘（京都大学循環器内科学)

丸 山 貴 生（川崎病院循環器内科)

Ｄ-1 循環器症例におけるCKDと血清 FGF23/α-Klotho 濃度の関連
（大阪医科大学循環器内科) 石井 塁

Ｄ-2 血中ヘモグロビン値低下はCKDにおける拡張能障害を介在する因子か
（大阪医科大学循環器内科) 木澤 隼

Ｄ-3 心不全患者における血清鉄濃度低下について
（兵庫医科大学内科学循環器内科) 澤田 悠

Ｄ-4 心筋梗塞患者に対するエリスロポエチン投与による心機能改善効果に関する研究
(EPO-AMI-II)

（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学) 荒木 亮
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Clinical Study(2)
演題 Ｄ-5～9（9：08～9：43) 座長 坂 田 泰 史（大阪大学循環器内科学)

島 田 健 永（大阪市立大学循環器内科学)

Ｄ-5 心筋梗塞生存退院時に ACE 阻害薬を処方された患者は ARB を処方された患者より5年生存
率が高く予後良好である

（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学) 原 正彦

Ｄ-6 急性非代償性心不全の急性期治療における，ループ利尿薬とバソプレシン V2 受容体拮抗薬
の有効性の比較検討

（兵庫医科大学循環器内科) 安藤 友孝

Ｄ-7 非侵襲的陽圧換気(NPPV)管理に難渋した一症例～ある高齢患者との関わりを通しての学び～
（医療法人協仁会小松病院看護科3階病棟（看護師）) 山田 順子

Ｄ-8 慢性心不全に対する adaptive servo ventilation(ASV)導入についての検討
（兵庫医科大学病院循環器内科) 岩破 俊博

Ｄ-9 心臓CTのデータの解析による心肥大と血清 FGF23 の関連
（大阪医科大学循環器内科) 武田 義弘

肺循環(2)
演題 Ｄ-10～14（9：53～10：28) 座長 大 郷 剛（国立循環器病研究センター心臓血管内科)

谷 口 泰 代（姫路循環器病センター循環器内科)

Ｄ-10 PVOD様病変を認めた強皮症に伴う肺動脈性肺高血圧症の一例
（国立循環器病研究センター心臓血管内科) 辻 明宏

Ｄ-11 Ph(＋)ALL に対し，臍帯血移植後にダサチニブによる寛解維持療法中に group 1 肺高血圧症
を呈した一症例

（大阪大学医学部附属病院循環器内科) 赤澤 康裕

Ｄ-12 骨髄増殖性疾患に続発した肺高血圧症の1例
（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学) 福島 直樹

Ｄ-13 脊柱側弯症に合併した重症肺高血圧症の1例
（明石医療センター) 秋田 朋己

Ｄ-14 肺動脈血栓内膜摘除術にて著明な改善を認めた重症慢性血栓塞栓性肺高血圧症の一例
（国立循環器病研究センター心臓血管内科部門肺循環科) 古川明日香

English Session(1)
Ｄ-15～19（10：38～11：28) Chairs Yasunori Ueda（Osaka Police Hospital）

Masaaki Uematsu（Kansai Rosai Hospital）

Ｄ-15 Differences in echo measurements of pressure recovery between tricuspid and bicuspid
aortic stenosis.

（Department of Internal Medicine, Cardiovascular Division,
Hyogo College of Medicine) Kanako Itohara
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Ｄ-16 Myocardial damage detected by two-dimensional speckle-tracking echocardiography in
patients with extra-cardiac sarcoidosis: comparison with magnetic resonance imaging

（Department of Cardiovascular Medicine, Wakayama Medical University,
Wakayama, Japan.) Makoto Orii

Ｄ-17 Evaluation of Global Circumferential Strain as Prognostic Marker after Administration of β-
blockers in Dilated Cardiomyopathy

（Division of Cardiovascular Medicine, Department of Internal Medicine,
Kobe University Graduate School of Medicine) Hidekazu Tanaka

Ｄ-18 Risk Stratification of Chest Pain in Emergency Department Using Non-provocative
Echocardiography Combined with Tissue Doppler Dyssynchrony Imaging
（Osaka University Graduate School of Medicine, Department of Cardiovascular Medicine,

Suita, Japan) Toshinari Onishi

Ｄ-19 Current Clinical Profile and Outcome of Infective Endocarditis: A Survey of New Cases from
2006 to 2013

（Department of Medicine Ⅱ, Kansai Medical University) Yosinobu Suwa

D 会 場
(小ホール)

午後の部 13：00～16：36

English Session(2)
Ｄ-20～25（13：00～14：00) Chairs Chisato Izumi（Tenri Hospital）

Yoko Miyasaka（Kansai Medical University）

Ｄ-20 Characterization of Patients with Angioscopically-detected Subclinical Stent Thrombosis:
Genetics of Clopidogrel Responsiveness and Generations of Drug-eluting Stents

(Department of Cardiology, Higashi-osaka City General Hospital,
Osaka, Japan) Minoru Ichikawa

Ｄ-21 9 acute coronary syndrome cases with previous and onset phase CT examination
(Department of Cardiology, Nozaki Tokushukai Hospital) Masaaki Okutsu

Ｄ-22 Ultra Low-Dose Coronary CT Angiography: Present and Perspectives
(Cardiovascular Center, Amagasaki Central Hospital) Sei Komatsu

Ｄ-23 Post-procedure skin perfusion pressure predicts clinical outcomes after endovascular
treatment for patients with critical limb ischemia.

(Kansai Rosai Hospital Cardiovascular Center) Shin Okamoto

Ｄ-24 Angioscopic observation in Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension
(Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science,

Kyoto Prefectural University of Medicine) Naohiko Nakanishi

Ｄ-25 Alogliptin Reduces Non High-density Lipoprotein Cholesterol in Patients under Statin
Treatment

(Cardiovascular division,Osaka Police Hospital) Takayoshi Nemoto
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先天性
演題 Ｄ-26～31（14：10～14：52) 座長 川 合 宏 哉（姫路循環器病センター循環器内科)

平 田 久美子（和歌山県立医科大学循環器内科)

Ｄ-26 Amplatzer Septal Occluder(ASO)による心房中隔欠損症(ASD)のカテーテル治療についての
検討

（大阪市立総合医療センター小児循環器内科) 中村 香絵

Ｄ-27 卵円孔開存を伴った若年性反復性脳梗塞の一症例
(六甲アイランド甲南病院) 堂國久美子

Ｄ-28 チアノーゼを呈する右室内異常筋束，心室中隔欠損遺残短絡に対して修復術を施行した成人例
（大阪医科大学心臓血管外科) 福原 慎二

Ｄ-29 心室中隔欠損症に合併した右室流出路狭窄の一例
（国立循環器病研究センター心臓血管内科) 坂本 真里

Ｄ-30 動脈スイッチ術後の大動脈弁閉鎖不全症，肺動脈弁上～分岐狭窄への手術＋ステント治療
（大阪医科大学附属病院心臓血管外科) 小西 隼人

Ｄ-31 無痛性心筋虚血により非代償性心不全を来たしたAdult Bland-White-Garland Syndromeの一例
（関西医科大学第二内科) 山口眞由子

その他の疾患
演題 Ｄ-32～37（15：02～15：44) 座長 永 井 義 幸（りんくう総合医療センター循環器内科)

西 川 永 洋（NTT西日本大阪病院循環器内科）

Ｄ-32 末端肥大症に合併した偽性仮性左室瘤の1例
（兵庫県立尼崎病院心臓血管外科) 石道 基典

Ｄ-33 SLE 合併強皮症による難治性心嚢液貯留に対し tocilizumab 投与後，再貯留認めず改善を来
した一例

（NTT西日本大阪病院) 榊原 将之

Ｄ-34 診断に苦慮したアミオダロンによる器質化肺炎の一例
（大阪大学医学部附属病院循環器内科) 中本 敬

Ｄ-35 ネフローゼ症候群を呈した本態性高血圧症の1例
（京都第二赤十字病院循環器内科) 河村 浩平

Ｄ-36 循環器内科入院中に急性胆嚢炎の診断に至った症例の臨床経過と特徴
（大阪医科大学循環器内科) 大関 道薫

Ｄ-37 経皮的心嚢ドレナージ後に外科的ドレナージを必要とした症例の検討
（ツカザキ病院心臓血管外科) 金光 仁志
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弁膜症
演題 Ｄ-38～43（15：54～16：36) 座長 瓦 林 孝 彦（多根総合病院循環器内科)

田 中 秀 和（神戸大学循環器内科学)

Ｄ-38 心不全コントロールが困難な重度 ASに対し PCPS 下に経カテーテル大動脈弁留置術を行っ
た一例

（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学) 市堀 泰裕

Ｄ-39 左室流出路狭窄を合併した大動脈弁狭窄症の2例
（北摂総合病院) 小澤 孝弥

Ｄ-40 後天性 von Willebrand 病を合併し，心不全を繰り返した重症大動脈弁狭窄症の1症例
（加古川東市民病院) 辻 隆之

Ｄ-41 術前画像診断ではパンヌスの存在を指摘するのが困難だったAVR術後症例
（大阪警察病院) 福並 靖崇

Ｄ-42 Af に起因する左房拡大による僧帽弁閉鎖不全症例に対する弁輪縫縮術の短期成績
（大阪市立総合医療センター心臓血管外科) 高橋 洋介

Ｄ-43 レートコントロールにより顕著に三尖弁閉鎖不全が改善した心筋症の一例
（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター) 宮崎 宏一

E 会 場
(会議室Ａ＋Ｂ)

午前の部 8：30～11：34

学生・初期研修医セッション(1)
演題 Ｅ-1～4（8：30～8：58) 座長 勝間田 敬 弘（大阪医科大学胸部外科)

南 都 伸 介（大阪大学先進心血管治療学)

Ｅ-1 動悸を主訴とし診断に苦慮した発作性完全房室ブロックの1例
（公立南丹病院循環器内科) 民西 俊太

Ｅ-2 植え込み型心電用データレコーダ(ILR)にて確定診断まで1年半を要した発作性完全房室ブ
ロックの1例

（独立行政法人国立病院機構神戸医療センター循環器科) 林 和宏

Ｅ-3 原因不明の失神に対して，植込み型ループレコーダー(ILR)にて原因の特定に至った一例
（神戸大学医学部附属病院循環器内科) 平林 顕

Ｅ-4 両心室ペースメーカー(CRT-P)植込み後に失神再発を認め，神経調節性失神(NMS)の関与
が推察された1例

（京都大学医学部附属病院循環器内科) 辰島正二郎
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学生・初期研修医セッション(2)
演題 Ｅ-5～10（9：08～9：50) 座長 楠 岡 英 雄（大阪医療センター)

佐 賀 俊 彦（近畿大学心臓血管外科学)

Ｅ-5 診断に難渋した特発性乳頭筋断裂の一例
（関西医科大学第二内科) 速水悠太郎

Ｅ-6 浮腫，胸水の治療に難渋した肺高血圧症の一例
（松下記念病院循環器科) 前原 陽介

Ｅ-7 肺ランゲルハンス細胞組織球症に合併した肺高血圧症に対しエポプロステノールを使用した
1症例

（京都大学医学部附属病院循環器内科) 波多腰桃子

Ｅ-8 左下肢浮腫で発症した後腹膜線維症の1例
（田附興風会北野病院心臓センター循環器内科) 大須賀拓真

Ｅ-9 治療に難渋したプロテインC欠乏症に合併した若年者の深部静脈血栓症の一例
（大阪医科大学循環器内科) 松田 純奈

Ｅ-10 家族性多発性子宮筋腫に合併した急性肺塞栓症の1例
（奈良県立医科大学医学部医学科) 北村 亜耶

学生・初期研修医セッション(3)
演題 Ｅ-11～16（10：00～10：42) 座長 川 端 正 明（兵庫医科大学ささやま医療センター地域総合医療学)

塩 島 一 朗（関西医科大学循環器・腎・内分泌代謝内科)

Ｅ-11 手術タイミングに苦慮したうっ血性心不全・冠動脈病変を合併した重症大動脈弁狭窄症の一例
（大阪府済生会千里病院心臓血管センター循環器内科) 津田 紀子

Ｅ-12 高度大動脈弁狭窄症を原因とした急性左心不全に対しPTAVを施行した一例
（京都大学医学部附属病院循環器内科) 高木あかり

Ｅ-13 特発性間質性肺炎を合併した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
施行した一例

（天理よろづ相談所病院循環器内科) 福島 正大

Ｅ-14 聴診が診断の糸口となった感染性心内膜炎の1例
（兵庫医科大学医学部循環器内科) 林 済亨

Ｅ-15 腎梗塞を契機に診断し得た，Streptococcus Agalactiae による感染性心内膜炎の1症例
（市立福知山市民病院) 西村 康裕

Ｅ-16 短期間に房室ブロックを呈し治療に難渋した大動脈弁位重症感染性心内膜炎の一例
（日本生命済生会付属日生病院循環器内科) 横井 一範

学生・初期研修医セッション(4)
演題 Ｅ-17～22（10：52～11：34) 座長 大 柳 光 正（兵庫医科大学冠疾患科)

葭 山 稔（大阪市立大学循環器病態内科学)

Ｅ-17 コントロール良好な大動脈炎症候群に発症したStanford A 型急性大動脈解離の1例
（大阪医科大学附属病院循環器内科) 中井 孝昌
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Ｅ-18 来院時の診断が容易でなかったAcute Aortic Syndrome の1例
（公立学校共済組合近畿中央病院循環器内科) 中野 智仁

Ｅ-19 Intramural hematoma に対して debranch TEVARを施行した1例
（京都大学医学部附属病院循環器内科) 黒田 悠規

Ｅ-20 CRPの上昇を認めていた腹部大動脈瘤破裂の1例
（公立南丹病院循環器内科) 窪田 浩志

Ｅ-21 入院経過中に偶然発見された両側膝窩動脈瘤の一例
（公立学校共済組合近畿中央病院循環器内科) 秦 誠倫

Ｅ-22 下肢潰瘍を契機に発見された Leriche 症候群の一例
（兵庫医科大学病院循環器内科) 東 幸太

E 会 場
(会議室Ａ＋Ｂ)

午後の部 13：00～16：18

学生・初期研修医セッション(5)
演題 Ｅ-23～28（13：00～13：42) 座長 岡 村 吉 隆（和歌山県立医科大学外科学第一)

北 風 政 史（国立循環器病研究センター臨床研究部･心臓血管内科)

Ｅ-23 全身倦怠感を主訴に来院し，造影CTで診断された心臓腫瘍の1例
（京都第一赤十字病院心臓センター循環器内科) 石村 奈々

Ｅ-24 同時両側肺癌術後に心臓転移により非典型的なエコー所見を認めた1剖検例
（関西労災病院臨床研修医) 前田 篤史

Ｅ-25 右心内腔に巨大腫瘍塊を形成し左室内への浸潤が経時的に追えた右鼠径部原発の心臓悪性リ
ンパ腫の1症例

（医仁会武田総合病院循環器内科) 灘濱 徹哉

Ｅ-26 心腔内超音波ガイド下生検が診断確定に有用であった右房内腫瘍の一例
（済生会京都府病院循環器科) 下村 考史

Ｅ-27 保存的加療にて長期間の生存を得た心臓原発性未分化多形性肉腫の一例
（京都府立医科大学附属病院循環器内科) 和田 浩明

Ｅ-28 機械弁置換術後の妊娠中に弁付着物を認めた一例
（兵庫医科大学卒後臨床研修センター) 矢島 悠太

心内膜炎
演題 Ｅ-29～35（13：52～14：41) 座長 猪 子 森 明（北野病院心臓センター)

山 本 裕 美（近畿大学循環器内科)

Ｅ-29 肺動脈弁に巨大な疣贅を認めた感染性心内膜炎の一例
（大阪赤十字病院心臓血管センター循環器内科) 芝本 恵
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Ｅ-30 S. lugdunensis による感染性心内膜炎の一例
（市立伊丹病院) 小竹悠理香

Ｅ-31 尿路感染症を契機に感染性心内膜炎，化膿性脊椎炎を発症した1例
（川崎病院循環器内科) 竹内 庸浩

Ｅ-32 Osler 病に合併した肺動脈弁感染性心内膜炎の一例
（神鋼病院循環器内科) 吉岡 隆之

Ｅ-33 多発性肺膿瘍をきたした I 型心室中隔欠損症・感染性心内膜炎の1例
（天理よろづ相談所病院) 高橋 佑典

Ｅ-34 高度の肺高血圧をきたした咽頭後膿瘍由来右心系感染性心内膜炎の一例
（医仁会武田総合病院循環器内科) 細川 敦

Ｅ-35 心室中隔筋性部に疣贅を認めた感染性心内膜炎の一例
（大阪府立急性期総合医療センター) 石見 成史

心筋炎・心筋症(5)
演題 Ｅ-36～41（14：51～15：33) 座長 石 田 達 郎（神戸大学病院循環器内科)

川 上 利 香（奈良県立医科大学病院第1内科)

Ｅ-36 二峰性経過を辿った亜急性劇症型心筋炎の一例
（近江八幡市立総合医療センター) 山本 啓太

Ｅ-37 急性心筋炎の顕在化前に多彩な心電図異常を呈した一例
（国立病院機構京都医療センター循環器内科) 高林 健介

Ｅ-38 リポソーム化免疫抑制剤による巨細胞性心筋炎治療効果の改善
（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学) 奥田 啓二

Ｅ-39 心臓MRI で評価し得た完全房室ブロックを合併した心筋炎の一症例
（石切生喜病院循環器内科) 岸本 憲明

Ｅ-40 Sepsis-induced cardiomyopathy の一例
（東住吉森本病院心臓血管センター循環器内科) 多田 洋平

Ｅ-41 劇症型心筋炎に伴う房室伝導障害が改善せず永久ペースメーカを植込んだ1例
（公立南丹病院) 池亀 翔

心不全
演題 Ｅ-42～45（15：43～16：11) 座長 小 林 成 美（神戸大学病院循環器内科)

林 英 宰（河内総合病院心臓血管センター)

Ｅ-42 心不全を合併したSIADHに対しトルバプタンが奏功した一例
（独立行政法人国立循環器病研究センター心臓血管内科) 志波 幹夫

Ｅ-43 多臓器不全を伴う重症心不全に対して集学的治療で救命し得た一例
（地方独立行政法人市立堺病院機構市立堺病院循環器科) 安田 慎吾

Ｅ-44 多発神経障害を伴う心不全の1症例
（地方独立行政法人堺市立病院機構市立堺病院循環器内科) 長澤 智
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Ｅ-45 感染症を契機に右室流出路狭窄，心室中隔欠損を介した右左シャントにより難治性低酸素血
症を来たした一例

（関西医科大学第二内科) 長谷川 峻

F 会 場
(会議室Ｃ＋Ｄ)

午前の部 8：30～11：48

学生・初期研修医セッション(6)
演題 Ｆ-1～6（8：30～9：12) 座長 堀 江 稔（滋賀医科大学呼吸循環器内科)

宮 本 裕 治（兵庫医科大学心臓血管外科)

Ｆ-1 発作性心房細動の機序として上大静脈起源の心房性期外収縮が疑われた一例
（大阪医科大学循環器内科) 大北 恭平

Ｆ-2 冠スパズム誘発負荷試験が診断に有用であった，顕性WPW症候群の1例
（三木市立三木市民病院循環器内科) 藤末 淳

Ｆ-3 心腔内超音波カテーテルを用いて非透視下に高周波アブレーションに成功した肺動脈起源特
発性心室頻拍の1例

（奈良県立医科大学附属病院臨床研修センター) 寺崎 智志

Ｆ-4 Fallot 四徴症(TOF)術後遠隔期に sustaindVT が出現した症例
（京都府立医科大学循環器内科) 今井 幹昌

Ｆ-5 非ストレス時に再発性失神発作を認めた先天性QT延長症候群(LQTS)の若年女性の一例
（京都大学医学部附属病院循環器内科) 高 華

Ｆ-6 低 K血症および低Mg血症を契機に多形性心室頻拍を認めた先天性QT延長症候群の一例
（加古川市民病院機構加古川東市民病院) 矢冨 敦亮

学生・初期研修医セッション(7)
演題 Ｆ-7～12（9：22～10：04) 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)

山 田 浩 之（京都府立医科大学循環器腎臓内科)

Ｆ-7 低血圧および低ナトリウム血症を示す重症慢性心不全に経口食塩負荷が有効であった一例
（兵庫医科大学病院卒後臨床研修センター) 松本 愛加

Ｆ-8 鉱質コルチコイド反応性低ナトリウム血症に対する鉱質コルチコイドの増量により増悪した
高齢者心不全の一例

（大津赤十字病院循環器科) 神鳥 達哉

Ｆ-9 トルバプタンが心不全管理に有効であった滲出性収縮性心膜炎の一例
（大阪市立大学) 武坂 絢

Ｆ-10 難治性心不全患者におけるトルバプタンの使用経験
（加古川東市民病院) 三和 圭介
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Ｆ-11 急性心筋梗塞患者における冠動脈形成術後左室長軸ストレインと慢性期心臓交感神経活性異
常との関連

（淡路医療センター) 藤本 恒

Ｆ-12 職業種別と急性心筋梗塞発症後30日予後の関係～傾向スコアを用いた解析～
（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学) 石滝 公一

学生・初期研修医セッション(8)
演題 Ｆ-13～18（10：14～10：56) 座長 濵 岡 建 城（京都府立医科大学循環器・腎臓小児科学)

藤 井 謙 司（桜橋渡辺病院循環器内科)

Ｆ-13 慢性心房細動に対するアブレーション治療により，著名な心機能，NYHA 改善を認めた重症
心不全の一例

（大阪医科大学附属病院 循環器内科) 前田 大智

Ｆ-14 バルサルバ洞動脈瘤破裂により心不全を発症した一例
（和歌山県立医科大学) 青石 裕香

Ｆ-15 心エコー図にて両心室内に異常構造物を認めたうっ血性心不全の一例
（関西労災病院) 奥野 翔太

Ｆ-16 高度三尖弁閉鎖不全の合併により著明な右左短絡，および低酸素血症をきたした卵円孔開存
症の1例

（神戸大学大学院医学研究科内科学講座循環器内科学分野) 大平 奈緒

Ｆ-17 胸部鈍的外傷後の動悸を主訴とした孤発性心室中隔損傷の一症例
（関西医科大学第二内科) 豊島 千絵

Ｆ-18 当院における心不全を呈した大動脈弁狭窄症の臨床的検討
（労働者健康福祉機構神戸労災病院) 白木 宏明

学生・初期研修医セッション(9)
演題 Ｆ-19～24（11：06～11：48) 座長 浅 井 徹（滋賀医科大学心臓血管外科)

田 中 昌（大阪赤十字病院心臓血管センター)

Ｆ-19 心血管イベントの発症を防ぎえなかった冠動脈疾患患者の検討
（川崎病院循環器内科) 尾上 賢

Ｆ-20 造影CTにて診断し得た心破裂の一例
（京都第一赤十字病院心臓センター循環器内科) 梶原真理子

Ｆ-21 陳旧性心筋梗塞症にて左室内血栓の出現・消退を繰り返した一例
（近畿大学医学部循環器内科) 筧 和剛

Ｆ-22 回旋枝の慢性完全閉塞を有する左前下行枝の急性閉塞に対して前下行枝1枝のみに PCI を行
い救命し得た1例

（加古川東市民病院循環器科) 矢富 敦亮

Ｆ-23 急性心筋梗塞を契機に発見された右冠動脈の左冠動脈洞起始の1例
（市立奈良病院循環器内科) 平田 悠

Ｆ-24 胸腹部痛の診断に苦慮した冠動脈バイパス術後の一例
（済生会滋賀県病院循環器内科) 南 喜人
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F 会 場
(会議室Ｃ＋Ｄ)

午後の部 13：00～16：25

学生・初期研修医セッション(10)
演題 Ｆ-25～30（13：00～13：42) 座長 中 川 義 久（天理よろづ相談所病院循環器内科)

星 田 四 朗（八尾市立病院循環器内科)

Ｆ-25 著明な左室流出路狭窄を認めたたこつぼ型心筋症の1例
（公立八鹿病院) 岩根 成豪

Ｆ-26 重症合併症を併発したたこつぼ型心筋症の2症例
（東大阪市立総合病院) 石井 里佳

Ｆ-27 甲状腺機能亢進症に伴う頻拍誘発性心筋症に多発性左室内血栓を生じた一例
（市立岸和田市民病院循環器科) 杉本奈緒子

Ｆ-28 心肺停止にて救急搬送された生来健康な女子高校生の症例
（京都桂病院) 田渕 弘明

Ｆ-29 飲酒量増加により再燃した心尖部血栓合併アルコール性心筋症の一例
（京都第一赤十字病院心臓センター循環器内科) 庄司 圭佑

Ｆ-30 アミオダロンにより間質性肺炎と甲状腺機能低下を来たした1剖検例
（滋賀医科大学附属病院医師臨床研修センター) 肥後 洋祐

肺循環(3)
演題 Ｆ-31～37（13：52～14：41) 座長 佐々木 達 哉（大阪南医療センター循環器科)

沢 田 尚 久（京都第一赤十字病院心臓センター循環器内科)

Ｆ-31 血栓溶解療法にて右心内血栓の縮小消失を確認できた亜広範型肺血栓塞栓症の一例
（国立循環器病研究センター) 諏訪 秀明

Ｆ-32 冠動脈バイパス術後に発症した急性肺塞栓症に対し，PCPS 装着下血栓溶解療法を行った1
治験例

（大阪医科大学心臓血管外科) 打田 裕明

Ｆ-33 亜広範型急性肺血栓塞栓症に対するフォンダパリヌクスによる急性期治療の効果の検討
（大阪府済生会中津病院) 谷仲 謙一

Ｆ-34 肺動脈と左心耳に血栓を認めた抗リン脂質抗体症候群の1例
（松下記念病院循環器科) 本田早潔子

Ｆ-35 急性肺血栓塞栓症を発症したHIV 感染症患者の一例
（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター循環器科) 井上 裕之

Ｆ-36 スキルス胃癌による水腎症に合併した深部静脈血栓症・肺塞栓症の一例
（東大阪市立総合病院) 尾下 武

Ｆ-37 Swan-Ganz カテーテル先端による肺動脈損傷が原因の肺動脈仮性動脈瘤に対し慢性期に coil
塞栓術を施行した1例

（大阪警察病院循環器内科) 宮本 芳行
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末梢血管(3)
演題 Ｆ-38～42（14：51～15：26) 座長 木 下 愼（神戸市立医療センター中央市民病院循環器内科)

田 村 崇（和歌山医療センター循環器内科)

Ｆ-38 腎静脈上部に下大静脈フィルター留置を必要とした深部静脈血栓症の2例
（住友病院循環器内科) 横井 満

Ｆ-39 長期間留置により回収困難となった回収可能型下大静脈フィルターの1例
（大阪労災病院循環器内科）加藤 大志

Ｆ-40 経カテーテル血栓溶解療法(CDT)で良好な転帰を得た下肢静脈血栓症の一例
（国立循環器病研究センター心臓血管内科) 山本 良也

Ｆ-41 特発性上肢深部静脈血栓症の2例
（西宮渡辺心臓血管センター) 徳田 剛宏

Ｆ-42 下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術(Endovenous laser ablation: EVLA)の初期成績
（加古川東市民病院循環器内科) 中村 浩彰

大動脈疾患
演題 Ｆ-43～49（15：36～16：25) 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)

神 吉 佐智子（大阪医科大学胸部外科)

Ｆ-43 傍腎動脈腹部大動脈瘤に対し両側腎動脈への snorkel technique を用いてステントグラフト内
挿術に施行した1例

（関西労災病院循環器内科) 奥野 圭佑

Ｆ-44 両側総腸骨動脈瘤，内腸骨動脈瘤に対し開窓により下腸間膜動脈を温存し得たステントグラ
フト内挿術の1例

（宇治徳洲会病院心臓血管外科) 新垣 正美

Ｆ-45 巨大弓部大動脈瘤により気管狭窄をきたした1例
（兵庫医科大学循環器内科) 田丸 裕人

Ｆ-46 ネフローゼ症候群に急性大動脈血栓閉塞と静脈血栓症を合併した一例
（兵庫医科大学病院循環器内科) 堀松 徹雄

Ｆ-47 炎症性大動脈瘤術後に人工血管感染症をきたした一例
（大阪医科大学循環器内科) 武田 義弘

Ｆ-48 大動脈炎症候群に心筋梗塞を合併した一例
（和泉市立病院循環器内科) 笠松 慶子

Ｆ-49 腹腔動脈，両側腎動脈，外腸骨動脈に動脈解離を同時に発症した一例
（堺市立病院機構市立堺病院循環器内科) 古川明日香
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G 会 場
(中会議室 銀杏)

午前の部 8：30～11：34

不整脈(1)
演題 Ｇ-1～4（8：30～8：58) 座長 伊 藤 誠（滋賀医科大学循環器内科・不整脈センター)

白 山 武 司（京都府立医科大学病院循環器内科)

Ｇ-1 複数セッションにおいても診断・治療困難であった心房細動アブレーション後の難治性心房
頻拍の一例

（春秋会城山病院) 喜納 直人

Ｇ-2 僧帽弁および三尖弁形成術後に持続性心房頻拍を認めた一例
（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）井手本明子

Ｇ-3 心房細動/頻拍を伴うドブタミン投与下心不全の治療にカテーテルアブレーションが奏功した
1例

（兵庫県立姫路循環器病センター循環器内科) 青木 恒介

Ｇ-4 左鎖骨下静脈遺残を合併し，右房側開口部からの異常興奮が心房細動の trigger であった発作
性心房細動の一例

（大阪府済生会泉尾病院循環器内科) 豊 航太郎

不整脈(2)
演題 Ｇ-5～10（9：08～9：50) 座長 全 栄 和（武田病院不整脈治療センター)

古 川 善 郎（大阪急性期・総合医療センター心臓内科)

Ｇ-5 左室緻密化障害にWPW症候群を合併した一例
（大阪大学大学院医学研究科循環器内科) 三嶋 剛

Ｇ-6 僧帽弁輪後壁のKent 束に対し弁上および冠静脈内からの通電を施行した症例
（東住吉森本病院) 川上 りか

Ｇ-7 3種類の頻拍を生じた若年者の1例
（京都府立医科大学循環器内科) 今井 幹昌

Ｇ-8 高頻度心房ペーシングがCTI ブロックライン作成に有用であった通常型心房粗動の一例
（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学) 小西 正三

Ｇ-9 Crista Terminalis 起源の心房頻拍のアブレーションの追加により根治しえた長期持続性心房
細動の一例

（大阪府済生会泉尾病院循環器内科) 石戸 隆裕

Ｇ-10 心原性ショックに合併した心房頻拍の治療にドブタミンとランジオロール併用が有効であっ
た一例

（加古川東市民病院循環器内科) 安田 知行
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不整脈(3)
演題 Ｇ-11～16（10：00～10：42) 座長 武 居 明日美（神戸労災病院循環器内科)

峰 隆 直（兵庫医科大学循環器内科)

Ｇ-11 静脈狭窄によりペースメーカリード挿入に難渋した一例
（京都府立医科大学附属北部医療センター循環器内科) 川人 浩之

Ｇ-12 リード挿入に難渋した一例
（兵庫医科大学病院循環器内科) 林 斉享

Ｇ-13 恒久型ペースメーカ植込み時に心房リードが内胸静脈へ迷入した1例
（関西労災病院循環器内科) 南都 清範

Ｇ-14 ペースメーカ植え込み後に出現した後天性冠動脈瘻（右冠動脈―右室）の一例
（宝塚市立病院循環器内科) 金子 明弘

Ｇ-15 新規リード追加に伴って上大静脈症候群となりその対処に苦慮した一例
（大阪警察病院) 李 京美

Ｇ-16 テンポラリーペーシングリードの右室穿孔をCTで確認しえた一例
（姫路循環器病センター) 津端 英雄

不整脈(4)
演題 Ｇ-17～22（10：52～11：34) 座長 清 水 宏 紀（加古川東市民病院内科)

髙 木 雅 彦（大阪市立大学循環器内科学)

Ｇ-17 心機能低下を伴う多発性心室性期外収縮に対して，カテーテルアブレーション治療が奏功し
た一例

（大阪医科大学附属病院循環器内科) 渡辺 智彦

Ｇ-18 左冠尖からの高周波通電にて根治しえた，心外膜起源心室性期外収縮の1例
（JR大阪鉄道病院循環器内科) 西田 裕介

Ｇ-19 AMI に対する緊急 CABG 術後に Vf storm に陥り，カテーテルアブレーションを含む集学的
治療が奏功した一例

（公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院) 飯田 淳

Ｇ-20 診断に難渋した不整脈源性右室心筋症の1例
（関西労災病院循環器内科) 辻村 卓也

Ｇ-21 緊急心筋焼灼術を施行し1か所の通電で消失できた2種類の薬物抵抗性持続性心室頻拍の一例
（大阪市立大学大学院医学研究科循環器内科学) 田村聡一郎

Ｇ-22 amiodarone および landiolol でコントロールし得なかった急性心筋梗塞後の electrical storm
の一例

（赤穂市民病院循環器科) 吉田 尚史
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G 会 場
(中会議室 銀杏)

午後の部 13：00～16：11

不整脈(5)
演題 Ｇ-23～26（13：00～13：28) 座長 岡 嶋 克 則（姫路循環器病センター循環器内科)

松 井 由美恵（大阪府済生会泉尾病院循環器内科)

Ｇ-23 3つの独立した心房細動基質を確認出来た発作性心房細動の1例
（近畿大学医学部循環器内科) 小竹 康仁

Ｇ-24 上大静脈内細動の右房への伝導能により心房性期外収縮・心房頻拍・心房細動と多彩な調律
を呈した一症例

（加古川東市民病院内科) 高見 薫

Ｇ-25 拡大肺静脈隔離術時の心タンポナーデに対する心嚢ドレナージ後に左血胸を認めた一例
（石切生喜病院循環器内科) 藤本 浩平

Ｇ-26 ダビガトラン投与下に心房細動アブレーションを施行し，術後左房内血栓を認めた一例
（社会医療法人生長会ベルランド総合病院心臓病センター循環器内科) 林 雄介

不整脈(6)
演題 Ｇ-27～32（13：38～14：20) 座長 豊 島 優 子（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)

Ｇ-27 J 波と徐脈の関連が推測された2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

Ｇ-28 J 経時的に J波およびQ波の変化を認め，心室細動を発症した一例
（加古川東市民病院内科) 畑澤 圭子

Ｇ-29 意識消失の精査入院中に心室細動を発症し，埋込型除細動器を移植した J波症候群の一例
（京都大学医学部附属病院循環器内科) 柳澤 洋

Ｇ-30 T-wave variability が異常高値だった若年特発性心室細動の一症例
（関西医科大学第二内科)長谷川 峻

Ｇ-31 CPA蘇生後に難治性VSAと診断され，経過でEPSにてBrugada 症候群の合併を認めた1例
（京都桂病院心臓血管センター内科) 太田垣宗光

Ｇ-32 プロカインアミドを導入後QT延長による心肺停止を認めた肥大型心筋症の一例
（兵庫医科大学病院循環器内科) 斎田 天

不整脈(7)
演題 Ｇ-33～38（14：30～15：12) 座長 井 上 耕 一（桜橋渡辺病院心臓血管センター不整脈科)

吉 田 明 弘（神戸大学循環器内科学)

Ｇ-33 当院におけるダビガトラン処方の現状
（大阪警察病院循環器内科) 檜垣 彰典
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Ｇ-34 当院における新規抗凝固薬の処方実態の検討
（大阪赤十字病院心臓血管センター不整脈内科) 芝本 恵

Ｇ-35 ダビガトラン(DBG)内服時の APTT 過延長を契機に診断された抗リン脂質抗体症候群(APS)
の2例

（京都大学医学部附属病院循環器内科) 笹 智樹

Ｇ-36 強直性脊椎炎を合併した房室ブロックの一例
（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学) 西良 雅己

Ｇ-37 心尖部右室ペーシングの心機能に対する影響について―経胸壁 3D スペックルトラッキング
を用いた検討―

（兵庫医科大学循環器内科) 藤原 昌平

Ｇ-38 Far-field R wave oversensing のため，CRT-Dの設定に苦慮した拡張型心筋症の1症例
（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学) 篠原 孝幸

腫瘍疾患
演題 Ｇ-39～45（15：22～16：11) 座長 安 部 晴 彦（大阪医療センター臨床研究センター・循環器内科)

平 岡 久 豊（住友病院循環器内科)

Ｇ-39 上大静脈から右房にかけて広範囲に脈管浸潤を来たした異所性胸腺癌の一例
（関西医科大学第二内科) 山口眞由子

Ｇ-40 無症状で発見された左心室脂肪腫の1例
（医誠会病院心臓血管センター) 林 大樹

Ｇ-41 術前心エコーで偶然発見された左室原発乳頭状線維弾性腫の一例
（八尾徳洲会総合病院循環器内科) 綾田 健士

Ｇ-42 肺血栓塞栓症と思われたがその後肺血管肉腫と診断できた一例
（天理よろづ相談所病院循環器内科) 芳川 裕亮

Ｇ-43 腫瘍状石灰化病変（Tumoral calcinosis）により脳塞栓を呈した1例
（りんくう総合医療センター循環器内科) 馬庭 直樹

Ｇ-44 肺塞栓症を発症した心臓腫瘍の一例
（京都桂病院心臓血管センター内科) 高橋 秀明

Ｇ-45 右心室より発生した乳頭状弾性線維腫の1例
（兵庫県立姫路循環器病センター循環器内科) 松岡 裕樹
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フォトセッション会場
(ギャラリー)

午前の部 9：20～10：32

フォトセッション1
演題 Ｐ-1～6（9：20～10：08) 座長 高 橋 敬 子（兵庫医科大学医学教育センター)

Ｐ-1 急性下後壁心筋梗塞に合併した心室中隔穿孔＋下後壁切迫破裂の外科修復術後に巨大仮性心
室瘤を形成した一例

（近江八幡市立総合医療センター) 伊藤 之康

Ｐ-2 SES留置後の stent fracture による再狭窄病変をOCT，血管内視鏡にて観察しえた症例
（東大阪市立総合病院) 河合 健志

Ｐ-3 分岐部ステント留置法の違いにより血管内のストラット分布状況が異なることが血管内視鏡
で観察された2症例

（関西労災病院循環器内科) 粟田 政樹

Ｐ-4 深部静脈血栓症の治療中に右房内へ血栓が遊離した一例
（兵庫医科大学内科学循環器内科) 澤田 悠

Ｐ-5 右室リードに多量の血栓の付着を認めた一例
（大阪医科大学循環器内科) 重里親太朗

Ｐ-6 心不全を契機に診断・治療しえた三心房心の一例
（明石医療センター循環器内科) 加藤 幸範

フォトセッション2
演題 Ｐ-7～14（9：20～10：24) 座長 木 島 祥 行（東大阪市立総合病院循環器内科)

Ｐ-7 急速に疣贅が形成された感染性心内膜炎の一例
（兵庫医科大学循環器内科) 西村 晃一

Ｐ-8 無症候性僧帽弁前尖異常構造物の1例―粘液変性？疣贅？腫瘍？―
（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) 吉尾 拓朗

Ｐ-9 僧帽弁両弁尖の著明な肥厚を認めた Trousseau 症候群の一例
（近畿大学医学部附属病院) 藤島 里沙

Ｐ-10 右房内腫瘍：房室結節嚢胞性腫瘍の一例
（兵庫医科大学病院超音波センター) 牧 大貴

Ｐ-11 心タンポナーデで発症した心臓血管腫の1例
（滋賀県立成人病センター循環器内科) 西尾 壮示

Ｐ-12 サルコイド肉芽腫における多核巨細胞の観察
（大阪医科大学循環器内科) 寺崎 文生

Ｐ-13 MRI の T2 スター(T2＊)強調画像が二次性ヘモジデローシス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-14 明らかな誘因なく乳頭筋断裂による急性僧帽弁閉鎖不全症をきたした1例
（大阪大学医学部附属病院循環器内科) 齋藤 佑記
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