
学会本部の指示により、地方会・教育セッションおよびDVDセッションの単位登録を別々の受け付け	
にて行います。
＊教育セッションの単位登録の受付は、セッション開始1時間前から終了時刻の30分前までとなります。
＊DVDセッションの単位登録の受付は、放映時間30分前から終了時刻の30分前までとなります。
　当日は、地方会、教育セッションおよびDVDセッションのそれぞれの受付会場へお越しいただき、
セッション開始前（時間下記参照）に登録を済ませるようお願いいたします。

登録受付には「専門医カード」をご持参いただき、受付にてご提示いただきますようお願いいたします。
●教育セッション単位登録受付時間（3単位）：9:10 ～ 11:20
●DVDセッション単位登録受付時間（2単位）：午前の部　		8:00 ～			9:30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午後の部　14:10 ～ 15:40

第37回九州地方会循環器専門医のための教育セッションを下記の要領で開催いたします。
出席者には、専門医認定のための3単位が認められます。循環器専門医以外の先生方の聴講も歓迎いたし
ます。多数ご出席いただきますよう、ご案内申し上げます。

第117回日本循環器学会九州地方会

会　長　國吉　幸男

教育セッション 1  （10:10 ～ 11:00） A会場（会議場A1）

「わが国における補助人工心臓と心臓移植の現状と将来」
演者：小野　　稔（東京大学	心臓外科）
座長：森田　茂樹（佐賀大学医学部	胸部・心臓血管外科）

教育セッション 2  （11:00 ～ 11:50） A会場（会議場A1）

「心不全の診療　傾向と対策」
演者：坂田　泰史（大阪大学大学院医学系研究科	循環器内科学）
座長：新崎　　修（社会医療法人友愛会	豊見城中央病院）

循環器専門医単位登録に関するお願い

第37回九州地方会循環器専門医のための
教育セッション開催のお知らせ



ランチョンセミナー 1  （12:10 ～ 13:00） A会場（会議場A1）

「心腎連関を踏まえたうっ血治療：水利尿薬の可能性を探る」
演者：土肥　　薫（三重大学大学院医学系研究科	循環器・腎臓内科学）
座長：砂川　長彦（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター	循環器内科）
共催：大塚製薬株式会社

ランチョンセミナー 2  （12:10 ～ 13:00） C会場（会議場B5・6・7）

「心房細動における適切な抗凝固療法～頭蓋内出血を回避する治療戦略～」
演者：矢坂　正弘（独立行政法人	国立病院機構九州医療センター	脳血管・神経内科）
座長：平田　一仁（沖縄県立中部病院	循環器内科）
共催：第一三共株式会社

ランチョンセミナー 3  （12:10 ～ 13:00） E会場（会議場B2）

「大動脈弁温存・形成術のup-to-date」
演者：荻野　　均（東京医科大学	心臓血管外科学分野）
座長：山城　　聡（琉球大学大学院	胸部心臓血管外科学）
共催：ニプロ株式会社

ランチョンシンポジウム  （12:10 ～ 13:40） D会場（会議場A2）

「新しい弁膜症治療の幕開け～ TAVIの適応と治療成績～」
演者：白井　伸一（小倉記念病院	循環器内科）
　　　園田　拓道（九州大学病院	ハートセンター	心臓血管外科）

「各施設における弁膜症患者と治療方針」
　症例提示：田守　唯一（沖縄県立八重山病院	循環器内科）
　　　　　　米田　恵寿（沖縄県立宮古病院	循環器内科）
　　　　　　平辻　知也	（沖縄県立北部病院	循環器科）
パネリスト：大城　康彦（こくら台ハートクリニック）

　　　白井　伸一（小倉記念病院	循環器内科）
　　　園田　拓道（九州大学病院	ハートセンター	心臓血管外科）
座長：岩淵　成志（琉球大学医学部附属病院	第三内科）
　　　永野　貴昭（琉球大学医学部附属病院	第二外科）
共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

ランチョンセミナー・ランチョンシンポジウム開催のお知らせ



第 3 回男女共同参画講演  （13:10 ～ 14:40） F会場（会議場B4）

テーマ：「医師としてのキャリア形成と女性が活躍するための職場環境」
演者：中矢代真美（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター	小児循環器科）
　　　「医師としてのキャリア形成と女性が活躍するための職場環境」

演者：安藤　美月（琉球大学大学院	胸部心臓血管外科学）
　　　「医師として、そして女性として。」

演者：永吉奈央子（医療法人	清心会	徳山クリニック）
　　　「ゆいまーる精神で輝く職場に」

座長：大屋　祐輔（琉球大学大学院医学研究科	循環器・腎臓・神経内科学（第三内科））
　　　中川　幹子（大分大学	循環器内科・臨床検査診断学）

第3回男女共同参画講演開催のお知らせ



座長：富永	隆治（九州大学大学院医学研究院	循環器外科）　	　　
髙橋	尚彦（大分大学	医学部	循環器内科・臨床検査診断学）

YIA1 末梢血管内皮機能障害はステント内再狭窄を予測する
1）熊本大学医学部附属病院	循環器内科、2）陣内病院、
3）横浜市立大学附属市民総合医療センター	心臓血管センター、
4）横浜市立大学大学院医学研究科病態制御内科学

○小村	直弘1）、辻田	賢一1）、山永	健之1）、坂本	憲治1）、海北	幸一1）、掃本	誠治1）、
	 岩下	さとみ1）、宮崎	貴志1）、赤坂	朋紀1）、田畑	範明1）、石井	正将1）、有馬	勇一郎1）、
	 小島	淳1）、田山	信至1）、杉山	正悟2）、日比	潔3）、木村	一雄3）、梅村	敏4）、小川	久雄1）	

YIA2 血中コリンエステラーゼ濃度の安定狭心症に対する予測因子としての有用性
1）宗像水光会総合病院	心臓血管センター	循環器科、2）福岡大学病院	心臓血管内科

○三戸	隆裕1）、三浦	伸一郎2）、河野	佑貴1）、田中	敬士1）、松尾	昌俊1）、檜田	悟1）、
	 竹本	真生1）、吉武	清伸1）、朔	啓二郎2）			

YIA3 サルコイドーシスの組織診断における FDG-PET の有用性
久留米大学	医学部	心臓・血管内科

○森川	渚、田原	宣広、熊谷	英太、仲吉	孝晴、瀧井	英一、馬渡	一寿、阪上	暁子、
	 本多	亮博、新田	良和、大島	英樹、井形	幸代、大場	豊治、甲斐	久史、上野	高史、
	 福本	義弘			

YIA4 乳頭筋肥大と J 波の関連について
大分大学	医学部	循環器内科・臨床検査診断学講座

○江畑	有希、中川	幹子、長野	徳子、江崎	かおり、手嶋	泰之、油布	邦夫、髙橋	尚彦			

YIA5 同時相血圧測定による上肢血圧左右差と冠動脈硬化症との関連性
福岡大学病院	循環器内科

○山本	智彦、三浦	伸一郎、末松	保憲、西川	宏明、上原	吉就、朔	啓二郎			

YIA6 ピオグリタゾン封入ナノ粒子はマウス動脈硬化病変の不安定化・破綻を抑制する
九州大学大学院	医学研究院	循環器内科学

○中城	総一、的場	哲哉、古賀	純一郎、香月	俊輔、中野	覚、砂川	賢二、江頭	健輔			

Ａ会場（会議場 A1）

8:30 ～ 9:36 YIA セッション



座長：宮田	昌明（鹿児島大学大学院	心臓血管・高血圧内科学）
琴岡	憲彦（佐賀大学医学部	心不全治療学）　　　　　　

CRA1 ステント内急性血栓塞栓症を来すも心機能の低下を認めなかった
 急性下壁心筋梗塞の一例

那覇市立病院

○中田	円仁、田端	一彦、旭	朝弘、間仁田	守、真志取	多美、比嘉	南夫			

CRA2 クレアチニンキナーゼ（CK）及びトロポニン T（TnT）高値のため来院し、
 診断に苦慮した筋サルコイドーシスの一例

1）福岡県済生会福岡総合病院	心臓血管・大動脈センター、
2）福岡県済生会福岡総合病院	病理診断科、3）久留米大学医学部	内科学講座	心臓・血管内科部門

○萬納寺	洋士1）、山本	雄祐1）、加藤	誠也	2）、田原	宣広3）、松川	龍一1）、上田	容子1）、
	 二見	真紀人1）、巷岡	聡1）、加藤	悠太1）、本郷	玄1）、大坂	薫平1）、夏秋	政浩1）、
	 野副	純世1）、芹川	威1）、末松	延裕1）、久保田	徹1）、岡部	眞典1）			

CRA3 深部静脈血栓症に対しカテーテル治療が奏功した先天性アンチトロンビン III
 （AT III）欠損症の 1 例

大分県厚生連鶴見病院	循環器内科

○小深田	麻美、財前	博文、後藤	幸枝、直野	茂、篠崎	和宏			

CRA4 右心系感染性心内膜炎に感染性大動脈周囲炎を合併したペースメーカー術後、
 透析患者の一例

国立病院機構九州医療センター	循環器科	臨床研究センター

○江島	恵美子、麻生	明見、荒木	将裕、浦	祐次郎、目野	恭平、石川	智一、眞島	涼平、
	 小村	聡一朗、井上	寛子、西原	正章、森	隆宏、竹中	克彦、沼口	宏太郎、村里	嘉信、
	 佐藤	真司、中村	俊博、冷牟田	浩司			

CRA5 Ictal Asystole にペースメーカーを植え込んだ一例
1）鹿児島医療センター	第2循環器科、2）鹿児島医療センター	脳血管内科

○伊集院	駿1）、薗田	正浩1）、塗木	徳人1）、田上	和幸1）、山下	恵里香1）、蔡	榮鴻1）、
	 平峯	聖久1）、下川原	裕人1）、東	健作1）、田中	秀樹1）、正ヶ峯	啓太2）、松岡	秀樹2）			

CRA6 たこつぼ型心筋症を併発し incessant TdP へ悪化した二次性 QT 延長症候群の 1 例
飯塚病院	循環器内科

○古川	正一郎、堤	孝樹、中池	竜一、今村	義浩、山田	明			

CRA7 長年の起立性低血圧に対し、免疫グロブリン静注療法を行った
 純粋型自律神経障害の 1 例

1）熊本大学医学部付属病院	循環器内科、2）熊本大学医学部付属病院	神経内科

○高江	将史1）、時津	孝典1）、菅村	公一1）、倉富	晶2）、高松	孝太郎2）、坂本	憲治1）、
	 辻田	賢一1）、泉家	康宏1）、田中	朋子2）、山室	惠1）、海北	幸一1）、掃本	誠治1）、
	 安東	由喜雄1）、小川	久雄1）			

13:10 ～ 14:13 Case Report Award 1



座長：田代	忠（福岡大学医学部	心臓血管外科）
柴田	剛徳（宮崎市郡医師会病院）	　　　

CRA8 感染性心内膜炎術後に判明した腸間膜感染性動脈瘤：
 周術期を通しての継続的な感染散布巣検索の重要性 

大浜第一病院	心臓血管センター	循環器内科

○槇野	崇史、大塚	敏之、前田	武俊、瑞慶覧	貴子、木村	竜介、大城	康一			

CRA9 感染性心内膜炎による Valsalva 洞仮性動脈瘤の一例
佐賀大学	医学部

○高瀬	浩二郎、森田	茂樹、古川	浩二郎、蒲原	啓司、柚木	純二、古賀	秀剛、諸隈	宏之、
	 野口	亮			

CRA10 腹部分枝の一時的遮断により塞栓症のリスクを回避し得た Leriche 症候群の
 一手術例

飯塚病院	心臓血管外科

○平山	和人、松元	崇、内田	孝之、小野	友行、福村	文雄、安藤	廣美、田中	二郎			

CRA11 経皮的鎖骨下動脈ステント留置術が著効した、冠動脈鎖骨下動脈椎骨動脈
 盗血症候群の一例

原三信病院	循環器科

○渡邊	高徳、山本	光孝、彌永	武史、増田	征剛、市来	俊弘、赤塚	裕、平	祐二			

CRA12 Bentall 術後に明らかになった心房中隔欠損症に対し経皮的心房中隔欠損閉鎖術を
施行した症例
九州大学	医学部	循環器内科

○砂川	玄哉、坂本	一郎、日浅	謙一、大井	啓司、向井	靖、砂川	賢二			

CRA13 再手術の慢性 B 型解離症例に対する Hybrid 手術
久留米大学	外科学講座

○今井	伸一、鬼塚	誠二、高瀬谷	徹、吉田	尚平、大野	智和、大塚	裕之、飛永	覚、
	 澤田	健太郎、廣松	伸一、明石	英俊、田中	啓之			

14:13 ～ 15:07 Case Report Award 2



座長：宮本	伸二（大分大学医学部	心臓血管外科）　　　　　
吉田	典子（久留米大学	健康・スポーツ科学センター）

R1 左室中隔枝右冠動脈起始（right superior septal artery:RSSA）狭窄を伴う
 右冠動脈起始部狭窄の狭心症の一例

公立学校共済組合	九州中央病院	循環器内科

○柏原	宗一郎、河野	修、村上	昇、鬼木	秀幸、前淵	大輔、鍵山	俊太郎			

R2 左主幹部病変による急性冠症候群患者の心電図変化と予後
社会医療法人かりゆし会	ハートライフ病院	循環器内科

○友寄	龍太、三戸	正人			

R3 28 歳女性の急性心筋梗塞の 1 例
長崎みなとメディカルセンター市民病院	心臓血管内科

○森	美香、黒部	昌也	、戸澤	匠、貝原	宗平、南	一敏、古殿	真之介、内田	雄三、布廣	龍也	、
竹下	聡、中嶋	寛			

R4 救急外来で心肺停止となった若年女性の急性冠症候群の一例
九州医療センター	循環器科

○田代	浩平、江島	恵美子、村里	嘉信、荒木	将裕、浦	祐次郎、目野	恭平、石川	智一、
	 眞島	涼平、小村	聡一朗、井上	寛子、西原	正章、麻生	明見、森	隆宏、竹中	克彦、
	 沼口	宏太郎、佐藤	真司、中村	俊博、冷牟田	浩司		

R5 背部痛を伴う失神を繰り返した冠攣縮性狭心症の一例
北九州市立医療センター

○山田	裕、松浦	託、久野	くみ、白浜	尚治、池内	雅樹、浦部	由利			

R6 上部消化管出血と急性心筋梗塞を合併した 1 例
飯塚病院

○本田	泰悠、堤	孝樹、中池	竜一、今村	義浩、山田	明			

R7 プラスグレルが有効であった CYP2C19 ＊ 2/ ＊ 2 遺伝子多型の症例
人吉医療センター

○香田	将英、六反田	拓、堀尾	英治、中村	伸一			

15:07 ～ 16:03 研修医セッション 1



座長：大城	康一（大浜第一病院	循環器センター）

1 胸痛精査の心臓 CT で診断契機となる特徴的所見を呈した一例
1）国家公務員共済組合連合会	熊本中央病院	循環器科、
2）国家公務員共済組合連合会	熊本中央病院	放射線科

○釘宮	史仁1）、野田	勝生1）、尾池	史1）、中出	泰輔1）、宇宿	弘輝1）、森久	健二1）、西嶋	方展1）、
角田	等1）、片平	和博2）、大嶋	秀一1）			

2 胸部症状を契機に発見され、複数の血管網を有する冠動脈左室瘻を冠動脈 CT にて
診断し得た 1 例
出水郡医師会広域医療センター

○下野	洋和、吉野	聡史、大牟禮	健太、福元	大地、立石	繁宜			

3 血管内視鏡および OCT で得られた特異な所見が、治療方針の決定に有用であった
心筋架橋の一例
福岡市医師会	成人病センター	循環器内科

○岡部	浩太、渡辺	恵、南條	泰輝、福田	裕次郎、斉藤	裕、勝田	洋輔			

4 LMT に巨大血栓塞栓症を来たした１例
浦添総合病院	循環器内科

○山下	慶子、名護	元志、川島	朋之、仲村	健太郎、宮城	直人、上原	裕規、島尻	正紀、
	 國吉	達也				

5 発症時期不明の無症候性心室中隔穿孔の一例
九州大学病院	循環器内科

○芥野	絵里、日浅	謙一、坂本	一郎、向井	靖、大井	啓司、井手	友美、肥後	太基、西坂	麻里、
砂川	賢二			

座長：安藤	献児（小倉記念病院	循環器内科）

6 同時期に留置した bare metal stent に異なる stent failure を来たした 1 例
藤元総合病院	循環器科

○野元	裕太朗、小瀬戸	一平、剣田	昌伸、木原	浩一			

7 ステント留置直後の急性冠閉塞を OCT と IVUS で観察し得た 1 例
福岡県済生会福岡総合病院	心臓血管・大動脈センター

○二見	真紀人、萬納寺	洋士、松川	龍一、芹川	威、上田	容子、巷岡	聡、加藤	悠太、本郷	玄、
大坂	薫平、夏秋	政浩、野副	純世、末松	延裕、久保田	徹、岡部	眞典、山本	雄祐			

Ｂ会場（会議場 B1）

8:30 ～ 9:10 虚血性心疾患 1

9:10 ～ 9:58 虚血性心疾患 2



8 Anatomical Approach of a Guiding Catheter for Access to an Extruding Stent 
Implanted in the LMT
平成紫川会	小倉記念病院

○市橋	敬、道明	武範、兵頭	真、曽我	芳光、白井	伸一、安藤	献児			

9 相対的徐脈を伴った 2 枝閉塞の急性心筋梗塞に対し同時経皮的冠動脈形成術が
 奏功した 1 例

医療法人杉村会	杉村病院	心臓血管治療部

○梅原	英太郎、堀内	正孝、松島	吉宏、堀内	賢二			

10 冠動脈バイパス術後の静脈グラフト仮性瘤に対する PCI 加療 1 年後に生じた
 縦隔膿瘍の 1 例

佐世保中央病院	循環器内科

○赤司	良平、池田	貴裕、本田	智大、中尾	功二郎、木崎	嘉久			

113 当院における超高齢者に対する PCI の現状
社会医療法人	白十字会	白十字病院

○野瀬	大補、白井	和之、久保田	和充、田中	信英、渋井	俊之、松本	敬雄			

座長：中村	夏樹（国家公務員共済組合連合会	新別府病院）
金城	玉洋（県立宮崎病院	心臓血管外科）　　　　　

R8 ASV 導入により改善を認めた拡張型心筋症の一例
鹿児島医療センター

○山下	和、薗田	正浩、平峯	聖久、山下	雄史、松本	洋之、伊集院	駿、山下	恵里香、
	 田上	和幸、下川原	裕人、東	健作、田中	秀樹、塗木	徳人			

R9 急性期を補助循環により乗り越えるも最終的に救命しえなかった
 好酸球性心筋炎の一例

1）熊本大学医学部付属病院	循環器内科、2）熊本総合病院	循環器内科、
3）熊本総合病院	血液内科

○田中	顕道1）、高江	将史1）、尾上	喜郎1）、江藤	健一郎3）、上村	孝史2）、星山	禎1）、
	 菅村	公一1）、坂本	憲治1）、山本	英一郎1）、辻田	賢一1）、田中	朋子1）、山室	惠1）、
	 小出	俊一2）、泉家	康宏1）、小島	淳1）、田山	信至2）、海北	幸一1）、掃本	誠治1）、小川	久雄1）	

R10 Gallium-67citrate シンチグラム陽性の心サルコイドーシス患者に投与中の
 ステロイドの中断で再燃した一例

1）琉球大学医学部附属病院医師キャリア支援センター、
2）琉球大学大学院医学研究科循環器・腎臓・神経内科学講座

○山本	慧1）、當間	裕一郎2）、山里	将一朗2）、池宮城	秀一2）、大城	克彦2）、新里	朋子2）、
	 伊敷	哲也	2）、岩淵	成志2）、大屋	祐輔2）			
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R11 心室細動にて緊急入院となった心サルコイドーシスの１症例
1）独立行政法人国立病院機構	長崎医療センター	循環器内科、
2）独立行政法人国立病院機構	長崎医療センター	皮膚科、
3）独立行政法人国立病院機構	長崎医療センター	臨床検査部長

○鍬先	重輝1）、於久	幸治1）、河野	佑介1）、春田	真一1）、松尾	崇史1）、深江	貴芸1）、
	 石川	博士2）、伊東	正博3）			

R12 逆たこつぼ型の左室収縮異常を呈し、急性循環不全を伴った褐色細胞腫の 1 例
佐世保中央病院	循環器内科

○池田	貴裕、本田	智大、赤司	良平、中尾	功二郎、木崎	嘉久			

R13 治療選択に苦慮した巨大な可動性心内血栓を有した心不全の一例
済生会熊本病院

○森岡	真美、永野	雅英、佐久田	豊、西上	和宏、中尾	浩一			

R14 拡張型心筋症と診断された長期持続性心房細動にカテーテルアブレーションを
 行い左室駆出率が正常化した 1 例

1）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科	心臓血管・高血圧内科学、
2）鹿児島大学病院	臨床検査部

○鎌田	博之1）、入來	泰久1）、桶谷	直也	1）、市来	仁志1）、吉村	あきの1）、奥井	英樹1）、
	 前之園	隆一2）、波野	史典2）、宮田	昌明1）、大石	充1）			

座長：廣岡	良隆（九州大学医学研究院	先端循環制御学）			　
井本	浩（鹿児島大学大学院	心臓血管・消化器外科学）

R15 ダビガトラン内服中に発生した左心耳内血栓がアピキサバンへの変更により
 溶解した一例

福岡和白病院

○丹羽	章浩、河原	正明、伊元	裕樹、小山	卓、高木	俊光、仲村	圭太、児玉	直、大塚	頼隆、
野口	博生、齋藤	太郎			

R16 Paget-Schroetter 症候群により急性肺血栓塞栓症を発症した若年健常男性の一例
中津市民病院	循環器内科

○東	里奈、嶋田	寿文、藤内	竜夫、小路	高史			

R17 精神神経用剤服用中に慢性血栓塞栓性肺高血圧症を発症した 1 例
1）済生会熊本病院	心臓血管センター、2）済生会熊本病院	薬剤部

○深川	三希子1）、今村	泰崇1）、海老原	卓1）、平川	今日子1）、井上	雅之1）、永野	雅英1）、
	 佐久田	豊1）、田口	英詞1）、西上	和宏1）、中尾	浩一1）、柴田	啓智2）			

14:06 ～ 15:02 研修医セッション 3



R18 Balloon pulmonary angioplasty にて急性期に著明な肺高血圧改善を認めた
 慢性血栓性肺高血圧症の 1 例

1）久留米大学病院	臨床研修センター、2）久留米大学病院	心臓・血管内科、
3）久留米大学病院	循環器病センター

○李	智榮1）、仲吉	孝晴2）、田原	宣広2）、熊谷	英太2）、瀧井	英一2）、馬渡	一寿2）、森川	渚2）、
本多	亮博2）、井形	幸代2）、板家	直樹2）、知花	英俊2）、大塚	昌紀2）、大場	豊治2）、

	 甲斐	久史2）、上野	高史3）、福本	義弘2）			

R19 急性大動脈弁閉鎖不全症によりショックを呈した一例
1）長崎みなとメディカルセンター	市民病院、2）長崎大学病院	循環器内科

○真下	優香1）、南	一敏1）、戸澤	匠1）、黒部	昌也	1）、古殿	真之介1）、内田	雄三1）、布廣	龍也	1）、
竹下	聡1）、中嶋	寛1）、前村	浩二2）			

R20 Candida Krusei による下大静脈フィルター感染の 1 例
1）浜の町病院	循環器内科、2）浜の町病院	血液内科

○中房	智樹1）、塩見	哲也	1）、藤田	敦子1）、山本	泰史1）、船越	祐子1）、片岡	仲1）、臼井	真1）、
吉田	周郎2）、衛藤	徹也	2）			

R21 食道癌術後の胃穿孔・心嚢内穿破により細菌性心外膜炎をきたした一例
人吉医療センター

○香田	将英、六反田	拓、堀尾	英治、中村	伸一			

座長：尾辻	豊（産業医科大学	第2内科学）　	　　
中村	都英（宮崎大学	循環呼吸・総合外科）

R22 集学的治療により救命し得た感染性心内膜炎の 1 例
国立病院機構	熊本医療センター	循環器内科

○渡壁	孝弘、石田	俊史、宮尾	雄治、永松	優、松原	純一、松川	将三、藤本	和輝			

R23 難治性腹水を伴った重症肝硬変患者に発症した肺動脈弁に疣贅を伴った
 感染性心内膜炎の 1 例

独立行政法人国立病院機構	長崎医療センター

○渡邉	潤平、深江	貴芸、河野	佑介、春田	真一、松尾	崇史、於久	幸治			

R24 感染性大動脈瘤のステントグラフト術後に炎症性大動脈瘤を発症したと
 考えられる一例

佐賀大学循環器内科

○田中	智子、長友	大輔、下村	光洋、琴岡	憲彦、尾山	純一、挽地	裕、野出	孝一			
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R25 短期間に増大した右房内腫瘤を摘出した結果、多数の金平糖様の血栓を含んだ
 嚢状構造物と判明した一例

1）福岡赤十字病院	循環器内科、2）福岡赤十字病院	心臓外科

○出口	裕子1）、堺	浩二1）、池田	次郎1）、池田	宗一郎1）、森重	翔二2）、宮本	和幸2）、
	 本田	修浩1）、栗林	祥子1）、林谷	俊児1）、古財	敏之1）、河野	博之2）、稲生	哲治1）、目野	宏1）			

R26 心臓超音波検査により発見された、無症候性の多発心臓腫瘍の 1 例
JCHO	熊本総合病院	

○草野	雄貴、上村	孝史、小出	俊一、田山	信至			

R27 ドブタミン負荷心エコー検査により診断に至った S 字状中隔に伴う
 潜在性左室流出路狭窄の一例

福岡和白病院

○入江	勇旗、河原	正明、伊元	裕樹、小山	卓、高木	俊光、仲村	圭太、児玉	直、大塚	頼隆、
野口	博生、齋藤	太郎			

R28 化学療法施行後（BV + mFOLFOX）の QT 延長の検討
佐世保市立総合病院	循環器内科

○江藤	良、波多	史朗、上野	裕貴、高原	靖、園田	浩一朗、松本	雄二、新北	浩樹			



座長：間仁田	守（那覇市立病院	循環器内科）

11 大心静脈内でのイリゲーションカテーテルによるアブレーションが
 頻発性心室期外収縮に対し有効であった 1 例

福岡大学病院	循環器内科

○長田	芳久、森井	誠士、今泉	聡、日高	有香、安田	智生、松本	直通、小川	正浩、朔	啓二郎			

12 Slow pathway 領域を頻拍回路に含む ATP 感受性リエントリー性心房頻拍の一例
1）産業医科大学	循環器内科、2）産業医科大学	不整脈先端治療学講座

○渡部	太一1）、荻ノ沢	泰司1）、高橋	正雄1）、林	克英1）、大江	学治1）、河野	律子2）、尾辻	豊1）、
安部	治彦2）			

13 Mahaim 線維を介した Antidromic AVRT に対してカテーテルアブレーションを
行った 1 症例
1）独立行政法人	地域医療機能推進機能	九州病院	内科、
2）独立行政法人	地域医療機能推進機能	九州病院	総合診療部、
3）独立行政法人	地域医療機能推進機能	九州病院	循環器科

○加耒	秀隆1）、菊池	幹2）、折口	秀樹1）、吉村	仁1）、百名	洋平1）、相良	洋治1）、宮田	健二1）、
毛利	正博3）、山本	英雄1）			

14 プルキンエ起源の心室性期外収縮を契機とした特発性心室細動に対し
 アブレーションが奏功した若年男性の１例

九州大学病院

○河合	俊輔、向井	靖、坂本	和生、井上	修二朗、大井	啓司、砂川	賢二			

15 多久心房細動スタディー in 多久（第一報）
医療法人社団	諸江内科循環器科医院

○諸江	一男			

座長：中村	俊博（国立病院機構	九州医療センター	循環器科）

16 ペースメーカーの体外露出でチタンアレルギーが明らかとなった１例
都城市郡医師会病院

○小牧	聡一、増元	大祐、隅	專浩、岩切	弘直、熊谷	治士			

17 当院における心臓植え込み型デバイスのデバイス再植え込み症例の検討
国立病院機構	嬉野医療センター

○三輪	高士、逸見	朋子、山元	芙美、室屋	隆浩			

Ｃ会場（会議場 B5・6・7）

8:30 ～ 9:10 不整脈 1

9:10 ～ 9:58 不整脈 2



18 ICD 感染にてエキシマレーザーリード抜去後、着用型自動除細動器（WCD）を
 着用した２症例

済生会福岡総合病院	心臓血管・大動脈センター	810循環器内科

○本郷	玄、野副	純世、上田	容子、二見	真紀人、巷岡	聡、加藤	悠太、萬納寺	洋士、
	 大坂	薫平、夏秋	政浩、松川	龍一、芹川	威、末松	延裕、久保田	徹、岡部	眞典、山本	雄祐			

19 局所感染を伴わないデバイス関連感染性心内膜炎の１例
小倉記念病院	循環器科

○永島	道雄、安	珍守、東北	翔太、市橋	敬、森永	崇、福永	真人、廣島	謙一、安藤	献児			

20 ペースメーカー植え込み後８年６ヶ月後に遅発性心室リード穿孔をきたした症例
独立行政法人	労働者健康福祉機構	熊本労災病院	循環器科

○川上	和伸、土井	英樹、高嶋	英夫、満瀬	達郎、阿部	浩二、松村	敏幸			

21 ペースメーカー植込みから 6 年後にロングポーズを呈し、心室リードの
 心室外逸脱を認めた一例

福岡市民病院	循環器内科

○長岡	和宏、上徳	豊和、有村	賢一、弘永	潔			

座長：平田	一仁（沖縄県立中部病院	循環器内科）

22 薬剤抵抗性多枝冠攣縮による急性冠症候群に対し、PCI を施行した一例
宮崎県立宮崎病院

○工藤	丈明、増田	浩一、吉村	雄樹、増山	浩幸、福永	隆司			

23 冠攣縮性狭心症と洞不全症候群の合併を疑った一例
産業医科大学	第２内科学

○北川	めぐみ、津田	有輝、荻ノ沢	泰司、高見	浩仁、樫山	国宣、村岡	秀崇、荒木	優、
	 園田	信成、尾辻	豊			

24 Bezold-Jarisch reflex が長期にわたり持続した患者に副交感神経ブロックにて
 改善が得られた 1 例

1）杉循環器科内科病院、2）久留米大学循環器病センター

○山路	和伯1）、香月	与志夫1）、片伯部	幸子1）、外山	康之1）、上野	高史2）、杉	健三1）			

25 PCI 後に完全房室ブロックを発症した前壁中隔心筋梗塞の一例
1）鹿児島市立病院	循環器科、
2）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科	心臓血管・高血圧内科学分野

○尾辻	秀章1）、武田	綾乃1）、有川	朋芳1）、岩谷	徳子1）、有川	亮1）、二宮	雄一1）、小川	正一1）、
	 濱崎	秀一1）、大石	充2）			

13:10 ～ 13:42 虚血性心疾患 3



座長：中島	淳博（JCHO	九州病院	心臓血管外科）

26 大動脈弁狭窄症と同時に膜様部心室中隔瘤を認めた 1 症例
独立行政法人国立病院機構	長崎医療センター

○山口	圭祐、河野	佑介、春田	真一、松尾	崇史、深江	貴芸、於久	幸治			

27 特発性急性心膜炎後の収縮性心膜炎に対し心膜剥離術が著効した一例
1）沖縄協同病院	心臓血管外科、2）沖縄協同病院	循環器内科、3）長崎大学病院	心臓血管外科

○橋本	亘1）、沖山	光則1）、當山	眞人1）、仲宗根	卓2）、伊良波	禎2）、山内	昌喜2）、江石	清行3）			

28 鈍的胸部外傷による僧帽弁乳頭筋断裂の１治験例
1）アルメイダ病院	心臓血管外科、2）アルメイダ病院	循環器内科

○濱本	浩嗣1）、内藤	英二2）、幸徳	宗紀2）、日野	充貴2）、佐藤	恭一2）			

29 たこつぼ心筋症を合併した僧房弁狭窄症の弁置換術後左室破裂の治療経験
宮崎大学医学部附属病院	第2外科

○白崎	幸枝、長濱	博幸、松山	正和、遠藤	穣治、西村	征憲、石井	廣人、中村	都英			

30 右小開胸による僧帽弁形成術後の肺ヘルニアの一例
1）長崎大学病院	心臓血管外科、2）長崎大学病院	腫瘍外科、3）長崎大学病院	循環器内科、
4）大村市民病院	循環器内科

○三浦	崇1）、江石	清行1）、松本	桂太郎2）、原	亮介2）、河野	政末4）、谷川	和好1）、恒任	章3）、
泉	賢太1）、松丸	一朗1）、久冨	一輝1）、北村	哲生1）、嶋田	隆志1）			

31 ペースメーカーリード、ICD リード誘因の重症三尖弁閉鎖不全症に対し、
 弁形成術を行った 2 例

雪の聖母会	聖マリア病院	心臓血管外科

○福田	勇人、尾田	毅、財満	康之、中村	英司、安永	弘、青柳	成明			

座長：田中	啓之（久留米大学医学部	外科学講座）

32 術後 29 年目に LITA-LAD の MD-CT 造影を行った 1 例
沖縄協同病院	心血管センター	外科

○當山	眞人、沖山	光則、橋本	亘			

33 経皮的冠動脈形成術中のガイドワイヤー遺残に対して外科的治療を行った一例
光晴会病院	心臓血管外科

○林	奈宜、末永	悦郎、川崎	裕満、高木	淳			

13:42 ～ 14:30 弁膜症・その他（外科）

14:30 ～ 15:18 虚血性心疾患（外科）



34 dual LAD を有する重症 3 枝病変患者に冠動脈バイパス術を施行した 1 例
新古賀病院	心臓血管外科

○天本	宗次郎			

35 VSP 修復（Komeda-David 法）後に増悪した MR に対して SJM regent 21mm で
 MVR を施行した 1 手術例

大隅鹿屋病院	心臓血管外科

○佐藤	久、中山	義博、田中	秀弥、高橋	巴久			

36 下壁仮性瘤を合併した虚血性僧帽弁閉鎖不全症の一例
光晴会病院	心臓血管外科

○高木	淳、末永	悦郎、川崎	裕満、林	奈宜			

37 心室中隔瘤、虚血性僧帽弁閉鎖不全症に対して stich plication による
 左室形成を行った 1 例

済生会熊本病院	心臓血管外科

○押富	隆、平山	統一、萩原	正一郎、出田	一郎、高志	賢太郎、片山	幸広、佐々	利明、
	 大森	一史、村田	英隆、古賀	智典、松崎	雄一郎			

座長：下村	英紀（福岡徳洲会病院	循環器内科）

38 Promus Premier 留置後にデバイスの抜去が困難となった２症例
国立病院機構	九州医療センター	循環器科

○目野	恭平、竹中	克彦、荒木	将裕、浦	祐次郎、石川	智一、眞島	涼平、江島	恵美子、
	 西原	正章、麻生	明見、森	隆宏、沼口	宏太郎、村里	嘉信、佐藤	真司、中村	俊博、
	 冷牟田	浩司			

39 心筋梗塞後にステント血栓症を繰り返し発症し緊急冠動脈バイパス術を
 施行した一例

飯塚病院

○田中	俊江、山田	明、今村	義浩、内田	孝之、稲永	慶太			

40 DES 留置後に２枝同時 ステント血栓症を認めた１例
1）荒尾市民病院	循環器内科、2）榎本内科医院、3）熊本大学大学院生命科学研究部循環器内科学

○田畑	輝海1）、小野	敬道1）、榎本	耕治2）、梶原	一郎1）、掃本	誠治3）、小川	久雄3）			

41 当院での prasugrel の使用経験と抗血小板作用測定の現状
福岡山王病院

○村上	雄二、井上	敬測、井口	孝介、福泉	寛、横井	宏佳			

15:18 ～ 15:58 虚血性心疾患 4



42 血管炎に伴う冠動脈瘤並びに全身性多発性動脈瘤の一例
九州大学大学院医学研究院病態修復内科

○鴨川	徳彦、野田	裕剛、與田	俊介、横山	拓、安田	潮人、有田	武史、小田代	敬太、丸山	徹、
赤司	浩一			

座長：片山	敏郎（長崎大学	循環器内科）

43 心室細動にて発症した好酸球増多を伴う冠攣縮性狭心症の１例
1）福岡和白病院、2）金沢循環器病院、3）金沢大学附属病院

○高木	俊光1）、坂田	憲治3）、寺井	英伸2）、堀田	祐紀2）、池田	正寿2）、名村	正伸2）			

44 冠攣縮性狭心症による心室細動・心肺停止の一例
飯塚病院循環器科

○中野	正紹、堤	孝樹、戸伏	倫之、今村	義浩、山田	明			

45 急性下壁心筋梗塞発症 5 日後に急速に進行した後内側乳頭筋不完全断裂の一例
1）宮崎市郡医師会病院	心臓病センター	循環器内科、
2）宮崎市郡医師会病院	心臓病センター	心臓血管外科

○西野	峻1）、渡邉	望1）、桑原	大門1）、竹井	達郎1）、柳田	洋平1）、木村	俊之1）、福島	裕介1）、
井上	洋平1）、仲間	達也	1）、古堅	真1）、相良	秀一郎1）、小岩屋	宏1）、足利	敬一1）、

	 松山	明彦1）、栗山	根廣1）、阪口	修平2）、古川	貢之2）、中村	栄作2）、矢野	光洋2）、
	 柴田	剛徳1）

46 腹部大動脈瘤患者における内臓脂肪量と冠動脈疾患の関連
藤元総合病院	循環器科

○小瀬戸	一平、野元	裕太朗、剣田	昌伸、木原	浩一			

15:58 ～ 16:30 虚血性心疾患 5



座長：山城	聡（琉球大学大学院	胸部心臓血管外科学）

47 腹部大動脈内ステントグラフト内挿術後に感染性腹部大動脈瘤を併発した１症例
独立行政法人	地域医療機能推進機構	九州病院	心臓血管外科

○馬場	啓徳、久原	学、城尾	邦彦、梶原	隆、落合	由恵、中島	淳博			

48 感染性胸部大動脈瘤に対しステント治療を施行した一治験例の報告
飯塚病院	心臓血管外科

○内田	孝之、松元	崇、小野	友行、平山	和人			

49 Thoracic endovascular aortic repair（TEVAR）により腎不全を回避出来た
 急性大動脈解離 Stanford B の一例

1）済生会福岡総合病院	循環器内科、2）済生会福岡総合病院	血管外科

○加藤	悠太1）、大坂	薫平1）、久保田	徹1）、二見	真紀人1）、上田	容子1）、巷岡	聡1）、
	 萬納寺	洋士1）、本郷	玄1）、夏秋	政浩1）、松川	龍一1）、野副	純世1）、末松	延裕1）、芹川	威1）、
岡部	眞典1）、山本	雄祐1）、伊東	啓行2）			

50 当院での A 型大動脈解離術後の心臓リハビリテーションの現状
1）JCHO	九州病院	内科、2）JCHO	九州病院	心臓血管外科

○折口	秀樹1）、百名	洋平1）、川村	奈津美1）、相良	洋治1）、宮田	健二1）、久原	学2）、
	 中島	淳博2）、毛利	正博1）、山本	英雄1）			

座長：原田	敬（北九州市立八幡病院	循環器科）

51 腎梗塞の原因として術後左上肺静脈断端の血栓が考えられた 1 例
1）国立病院機構福岡東医療センター	循環器科、2）福岡逓信病院

○細谷	まろか1）、畠山	究1）、入江	圭1）、中島	啓太郎1）、刀根	聡志2）、仲村	尚崇1）、中司	元1）、
郷原	誠一郎1）、小池	明広1）			

52 経皮的腎血管拡張術が有効であった腎血管性高血圧の小児例
1）聖マリア病院小児循環器内科、2）聖マリア病院小児科、3）久留米大学小児科

○家村	素史1）、籠手田	雄介1）、寺町	陽三1）、松下	美由紀2）、大部	敬三2）、須田	憲治3）			

Ｄ会場（会議場 A2）

8:30 ～ 9:02 大動脈

9:02 ～ 9:50 末梢血管



53 RA 系阻害薬投与により腎機能悪化を来した両側腎動脈狭窄に対し、
 経皮的腎動脈形成術が有効であった１例

医療法人社団誠心会	萩原中央病院	循環器・心臓内科

○三浦	靖史、瀬川	潤、吉川	尚宏、野田	喜裕、二又	誠義、冬野	隆一、佐野	哲朗、岡崎	昌博、
古賀	義則、冬野	喜郎			

54 Normotensive renal artery stenosis（RAS）に対する PTRA の長期成績
北九州市立八幡病院

○岩垣	端礼、中園	和利、屏	壮史、佐貫	仁宣、小住	清志、酒井	孝裕、田中	正哉、原田	敬、
太崎	博美			

55 膝窩動脈閉塞による急性下肢虚血に対して血行再建術を行い救肢した 3 症例
熊本赤十字病院	心臓血管外科

○平山	亮、鈴木	龍介、渡辺	俊明、松川	舞、坂口	健、上木原	健太、吉岡	祐希、毛利	雅治			

56 アクセスルート確保のための大動脈－腸骨動脈インターベンションの意義
宮崎市郡医師会病院	心臓病センター	循環器内科

○仲間	達也	、柴田	剛徳、柳田	洋平、竹井	達郎、桑原	大門、西野	峻、木村	俊之、福島	裕介、
井上	洋平、古堅	真、小岩屋	宏、相良	秀一郎、渡邉	望、足利	敬一、松山	明彦、栗山	根廣			

座長：園田	拓道（九州大学	心臓血管外科）

57 大動脈弁狭窄症の重症度評価に心腔内エコーが有用であった一例
1）琉球大学大学院医学研究科	循環器・腎臓・神経内科学講座、
2）琉球大学大学院医学研究科	胸部心臓血管外科学講座

○永田	春乃1）、呉屋	薫1）、宮城	あゆみ1）、潮平	朝洋1）、財間	智士1）、山里	将一朗1）、
	 當間	裕一郎1）、池宮城	秀一1）、大城	克彦1）、新里	朋子1）、伊敷	哲也	1）、戸塚	裕一2）、
	 稲福	斉2）、國吉	幸男2）、岩淵	成志1）、大屋	祐輔1）			

58 バルーン大動脈弁形成術後に耐術可能となった重症大動脈弁狭窄症の 1 例
1）飯塚病院	心臓血管外科、2）飯塚病院	循環器内科

○松元	崇1）、内田	孝之1）、小野	友行1）、平山	和人1）、福村	文雄1）、円山	信之2）、堤	孝樹2）、
山田	明2）、安藤	廣美1）、田中	二郎1）			

59 バルーン大動脈弁形成術を先行させ、経カテーテル大動脈弁留置術行った 1 症例
佐賀大学	医学部	循環器内科

○下村	光洋、柚木	純二、坂本	佳子、蒲原	啓司、挽地	裕、森田	茂樹、野出	孝一			

13:40 ～ 14:20 大動脈弁・TAVI



60 佐賀大学における TAVI の初期成績
1）佐賀大学医学部	胸部・心臓血管外科、2）佐賀大学医学部	循環器内科

○柚木	純二1）、挽地	裕2）、下村	光洋2）、坂本	佳子2）、蒲原	啓司1）、田中	厚寿1）、諸隈	宏之1）、
古川	浩二郎1）、野出	孝一2）、森田	茂樹1）			

61 90 歳以上の患者に対する経カテーテル的大動脈弁留置術
小倉記念病院	循環器内科

○森永	崇、上岡	智彦、陣内	博行、林	昌臣、三浦	史郎、有田	武史、白井	伸一、安藤	献児			

座長：桶谷	直也（鹿児島大学大学院	心臓血管・高血圧内科学）

62 急性膵炎を契機に心室細動に至った QT 短縮症候群の 1 例
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター	循環器内科

○外間	亮、宮良	高史、中村	牧子、田場	洋二、當真	隆、砂川	長彦			

63 特発性心室細動の診断に至るまでに、心臓突然死のリスクを軽減する
 着用型除細動器が有用であった一例

小倉記念病院

○東北	翔太、永島	道雄、廣島	謙一、福永	真人、安	珍守、安藤	献児			

64 CARTO SOUND と CT の merge が有用であった DCM-VT の 1 例
1）小倉記念病院循環器内科、2）小倉記念病院	検査技師部、
3）東京医科歯科大学付属病院	不整脈センター

○福永	真人1）、永島	道雄1）、廣島	謙一1）、安	珍守1）、安藤	献児1）、丹生	治司2）、合屋	雅彦3）			

65 条件付き MRI 対応ペースメーカー植込み患者における MRI 検査経験
北九州市立八幡病院	循環器科

○原田	敬、中園	和利、岩垣	端礼、屏	壮史、佐貫	仁宣、小住	清志、酒井	孝裕、田中	正哉、
太崎	博美			

14:20 ～ 14:52 不整脈 3



座長：小川	正浩（福岡大学病院	循環器内科）

66 低頻度刺激により心房刺激閾値の上昇をきたした
 ペースメーカー植え込み後の 1 例

熊本市立熊本市民病院

○中原	啓智、森上	靖洋、福田	仁也	、名幸	久仁、池田	武士、佐藤	幸治			

67 ペースメーカー使用患者のカテーテル検査中に電磁干渉による
 一過性頻脈を呈した 1 例

北九州市立八幡病院

○中園	和利、太崎	博美、原田	敬、田中	正哉、酒井	孝裕、小住	清志、佐貫	仁宣、屏	壮史、
岩垣	端礼			

68 症状を伴う運動誘発性の 2 度房室ブロックに対し
 永久式ペースメーカー植込み術が奏効した症例

国立病院機構	九州医療センター

○荒木	将裕、西原	正章、浦	祐次郎、目野	恭平、石川	智一、眞島	涼平、小村	聡一朗、
	 江島	恵美子、井上	寛子、麻生	明見、森	隆宏、竹中	克彦、沼口	宏太郎、村里	嘉信、
	 佐藤	真司、中村	俊博、冷牟田	浩司			

69 CRT-D 移植後に両心房内血栓を認めた維持透析患者の一例
新行橋病院	ハートセンター	循環器内科

○小此木	太一、古賀	英信、杉原	英和、石田	紀久			

座長：西村	陽介（産業医科大学病院	心臓血管外科）

70 カテーテルアブレーション焼灼予定部位に認めた左房内腫瘍のため
 外科的摘出術 + 左房 Maze 手術を行った一症例

宮崎市郡医師会病院

○桑原	大門、柴田	剛徳、松山	明彦、栗山	根廣、足利	敬一、渡邉	望、仲間	達也	、井上	洋平、
相良	秀一郎、福島	裕介、木村	俊之、緒方	健二、古堅	真、小岩屋	宏、西野	峻、竹井	達郎、
柳田	洋平			

71 急性肺塞栓症を契機に診断された発作性心房細動を伴った巨大左房粘液腫の一例
1）日本赤十字社	長崎原爆病院	内科、2）長崎大学病院	心臓血管外科、
3）長崎大学病院	病理部

○大野	麻紀1）、荒木	究1）、雨森	健太郎1）、三浦	崇2）、江石	清行2）、木下	直江3）、芦澤	直人1）			

14:52 ～ 15:24 不整脈 4

15:24 ～ 16:20 心膜・腫瘍（外科）



72 肺塞栓症を契機に発見された右房粘液種の 1 手術例
嬉野医療センター

○陣内	宏紀、力武	一久、古館	晃、吉田	望			

73 右房血液嚢腫の１手術例
久留米大学	医学部	外科学

○福田	倫史、大塚	裕之、和田	久美子、有永	康一、廣松	伸一、明石	英俊、田中	啓之			

74 2 年間の経過で増大し右肺動脈閉塞をきたした肺動脈原発 intimal sarcoma の 1 例
宮崎県立宮崎病院	循環器内科

○増田	浩一、工藤	丈明、吉村	雄樹、増山	浩幸、福永	隆司			

75 十二指腸癌術後化学療法中にペースメーカーリード部位へのがん転移により
 上大静脈症候群を来した一例

九州大学	第一内科

○與田	俊介、野田	裕剛、横山	拓、安田	潮人、有田	武史、小田代	敬太、丸山	徹			

76 右房内進展・肺塞栓を来した精巣腫瘍に対し腫瘍摘出を行った 1 例
1）熊本大学大学院生命科学研究部	心臓血管外科、
2）熊本大学大学院生命科学研究部	循環器内科

○田爪	宏和1）、坂口	尚1）、岡本	健1）、古賀	亜由美1）、堀端	洋子2）、小川	久雄2）、川筋	道雄1）			



座長：塩川	祐一（九州大学病院	心臓血管外科）

77 成人期 Ebstein 奇形に対する三尖弁形成術の一治験例
1）久留米大学病院	外科学講座、
2）沖縄県立南部医療センター・こども医療センター	小児心臓血管外科

○庄嶋	賢弘1）、長田	信洋2）、有永	康一1）、小須賀	智一1）、赤須	晃治1）、高瀬谷	徹1）、
	 森	龍祐1）、税所	宏幸1）、和田	久美子1）、明石	英俊1）、田中	啓之1）			

78 閉塞性肥大型心筋症に右室二腔症による高度右室流出路狭窄を合併した一例
1）宮崎大学医学部附属病院	第一内科、2）宮崎大学医学部附属病院	第二外科

○中津留	佳菜子1）、黒木	建吾1）、山本	紗子1）、田中	浩喜1）、小山	彰平1）、井手口	武史1）、
	 西平	賢作1）、鬼塚	久充1）、鶴田	敏博1）、石川	哲憲1）、北村	和雄1）、中村	都英2）			

79 Fontan 手術後の難治性蛋白漏出性胃腸症に対して、経カテーテル的開窓術を
 施行し、寛解を得た一例

久留米大学	医学部	小児科

○鍵山	慶之、岸本	慎太郎、吉本	裕良、工藤	嘉公、須田	憲治、松石	豊次郎			

80 怒責による AMPLATZER 中隔閉鎖栓脱落に対する緊急開心術後に
 左心房破裂を合併した心房中隔欠損症の一例

1）済生会熊本病院	心臓血管センター	循環器内科、
2）済生会熊本病院	心臓血管センター	心臓血管外科、3）済生会熊本病院	集中治療室

○平川	今日子1）、坂本	知浩1）、鈴山	寛人1）、押富	隆2）、西上	和宏3）、中尾	浩一2）			

81 （演題取り下げ）

82 造影剤アレルギー患者の上大静脈狭窄に対する心腔内エコーガイドによる
 ステント留置術

久留米大学	医学部	小児科

○須田	憲治、工藤	嘉公、吉本	裕良、岸本	慎太郎、松石	豊次郎			

83 良好なフォンタン術後患者の凝固線溶系の中期遠隔期成績
福岡市立こども病院	循環器科

○佐川	浩一、石川	司朗、中村	真、牛ノ濱	大也				

Ｅ会場（会議場 B2）

8:30 ～ 9:18 先天性



座長：和氣	稔（沖縄県立中部病院	循環器内科）

84 急速に増大する心室瘤の診断に心エコー図検査が有用であった一例
1）佐賀大学	医学部	循環器内科、2）佐賀大学	医学部	心臓血管外科

○琴岡	憲彦1）、小松	愛子1）、吉岡	吾郎1）、坂本	佳子1）、浅香	真知子1）、古川	浩二郎2）、
	 森田	茂樹2）、野出	孝一1）			

85 たこつぼ型心筋症の診断に左前下行枝血流速波形が有用であった一例
1）産業医科大学	循環器内科	腎臓内科、2）産業医科大学	不整脈先端治療学

○上間	貴子1）、竹内	正明1）、福田	祥大1）、角	裕一郎1）、福山	梓子1）、永田	泰史1）、林	篤志1）、
大谷	恭子1）、園田	信成1）、安部	治彦2）、尾辻	豊1）			

86 閉塞性肥大型心筋症の経過中にたこつぼ型心筋症を発症した一例
独立行政法人	労働者健康福祉機構	九州労災病院

○矢野	聡、黒田	智寛、清水	昭良、尾辻	健、久原	孝博			

87 冠動脈病変を伴わない心室中隔穿孔の原因にたこつぼ心筋症が疑われた 1 例
1）佐世保中央病院	循環器内科、2）佐世保中央病院	心臓血管外科

○本田	智大1）、赤司	良平1）、中尾	功二郎1）、木崎	嘉久1）、池田	貴裕2）、中路	俊2）、
	 谷口	真一郎2）、柴田	隆一郎2）			

座長：仲栄真	盛保（琉球大学大学院	胸部心臓血管外科学講座）

88 経静脈的に回収不能となった下大静脈フィルターを外科的に回収した一症例
福岡赤十字病院	心臓血管外科

○宮本	和幸、河野	博之、森重	翔二			

89 30 歳代で下大静脈まで及ぶ右下肢深部静脈血栓症を発症した
 高ホモシステイン血症の一例

福岡赤十字病院	循環器内科

○池田	次郎、林谷	俊児、池田	宗一郎、本田	修浩、栗林	祥子、堺	浩二、古財	敏之、目野	宏、
稲生	哲治			

90 腹部外科周術期に深部静脈血栓症を再発し、アンチトロンビン（AT）欠損症の
 診断に至った一例

北九州市立医療センター	循環器内科

○松浦	託、白浜	尚治、池内	雅樹、浦部	由利			

9:26 ～ 9:58 心筋炎・心筋症

13:10 ～ 13:50 静脈



91 肺塞栓症と鑑別を要した Pulmonary Tumor Thrombotic Microangiopathy （PTTM） 
の 1 例
1）浜の町病院	循環器内科、2）浜の町病院	腫瘍内科

○有水	耕平1）、塩見	哲也	1）、山本	泰史1）、藤田	敦子1）、船越	祐子1）、片岡	仲1）、臼井	真1）、
田中	吏佐2）、三ツ木	健二2）			

92 急速な経過で死亡し剖検で肺動脈微小腫瘍塞栓による肺高血圧症と判明した一例
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

○宮良	高史、西澤	健吾、砂川	長彦、中村	牧子、田場	洋二、當真	隆、外間	亮			

座長：池宮城	秀一（琉球大学医学部附属病院	第三内科）

93 広範型急性肺血栓塞栓症に対してカテーテル治療を行い救命し得た一例
佐賀大学	医学部	循環器内科

○合力	悠平、小松	愛子、樋渡	敦、坂本	佳子、下村	光洋、琴岡	憲彦、挽地	裕、尾山	純一、
野出	孝一			

94 慢性血栓塞栓性肺高血圧症を疑われるも精査の過程で大動脈炎症候群と
 診断された強皮症の一例

長崎大学病院

○田中	規昭、古賀	聖士、江藤	幸、中田	智夫、池田	聡司、河野	浩章、前村	浩二			

95 経皮的肺動脈拡張術（BPA）が有効であった慢性血栓閉塞性肺高血圧症（CTEPH）
 の 1 例

1）医療法人社団誠心会	萩原中央病院	循環器・心臓内科、
2）久留米大学医学部	心臓・血管内科

○瀬川	潤1）、吉川	尚宏1）、野田	喜裕1）、二又	誠義1）、冬野	隆一1）、佐野	哲朗1）、三浦	靖史1）、
岡崎	昌博1）、古賀	義則1）、冬野	喜郎1）、福本	義弘2）			

96 九州大学病院における慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対する
 経皮的肺動脈バルーン形成術の成績

1）九州大学病院	循環器内科、2）九州大学大学院	医学研究院	循環器内科学

○細川	和也	1）、向井	靖1）、阿部	弘太郎1）、大井	啓司1）、砂川	賢二2）			

13:50 ～ 14:22 肺循環



座長：肥後	太基（九州大学大学院医学研究院	循環器内科学）

97 神経因性膀胱による排尿障害により高度の心収縮力障害を呈した一例
宗像水光会総合病院	心臓血管センター

○檜田	悟、河野	佑貴、田中	敬士、三戸	隆裕、松尾	昌俊、竹本	真生、吉武	清伸			

98 橋本病に無痛性甲状腺炎を合併し急性心不全を発症した超高齢女性の一例
出水郡医師会広域医療センター	循環器科

○福元	大地、吉野	聡史、大牟禮	健太、下野	洋和、立石	繁宜			

99 下咽頭癌に対して咽喉頭切除術後に甲状腺機能低下症を来たし心不全を発症した
一例
済生会福岡総合病院	心臓血管・大動脈センター

○上田	容子、大坂	薫平、二見	真紀人、巷岡	聡、加藤	悠太、萬納寺	洋士、本郷	玄、
	 夏秋	政浩、松川	龍一、野副	純世、芹川	威、末松	延裕、久保田	徹、岡部	眞典、山本	雄祐	

100 アミオダロンにより洞調律化に成功し心機能が著明に改善した心房細動による
 頻脈誘発性心筋症の 1 例

1）鹿児島市立病院	循環器科、2）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科	心臓血管・高血圧内科学

○武田	綾乃1）、二宮	雄一1）、有川	朋芳1）、岩谷	徳子1）、有川	亮1）、尾辻	秀章1）、小川	正一1）、
濱崎	秀一1）、大石	充2）			

座長：小島	淳（熊本大学医学部附属病院	心不全先端医療寄附講座）

101 低ナトリウム血症を伴わない急性心不全患者に対するトルバプタム使用例の検討
1）社会医療法人社団	製鉄記念八幡病院	循環器内科、
2）社会医療法人社団	製鉄記念八幡病院	高血圧センター

○瀧口	知浩1）、入田	英二1）、茨木	愛1）、加世田	繁1）、藤島	慎一郎1）、古賀	徳之1）、
	 𡈽橋卓也	2）			

102 当科におけるトルバプタン新規導入 36 例の検討
大隅鹿屋病院	循環器内科

○有馬	喬、山本	絵奈、前薗	順之、辻	貴裕			

103 従来の利尿薬が無効であったうっ血性心不全 44 例に対する
 トルバプタン投与の検討

福岡和白病院

○高木	俊光、齋藤	太郎、野口	博生、大塚	頼隆、児玉	直、仲村	圭太、小山	卓、伊元	裕樹、
河原	正明			

14:22 ～ 14:54 心不全 1

14:54 ～ 15:26 心不全 2



104 九州大学病院の心臓移植の現状報告
1）九州大学病院	心臓血管外科、2）九州大学病院	循環器内科、3）九州大学病院	小児科

○田ノ上	禎久1）、園田	拓道1）、大石	恭久1）、帯刀	英樹1）、西田	誉浩1）、塩川	祐一1）、
	 井手	友美2）、肥後	太基2）、山村	健一郎3）、原	寿郎3）、砂川	賢二2）、富永	隆治1）			

座長：石田	明夫（琉球大学	第三内科）

105 褐色細胞腫にカテコラミン心筋症による急性心不全を合併した一例
1）長崎大学	医学部	循環器内科、2）長崎北病院

○江藤	幸1）、中田	智夫1）、古賀	聖士1）、池田	聡司1）、河野	浩章1）、前村	浩二1）、陰山	寛2）、
河野	靖子2）、谷川	宗生2）			

106 短期間で著明な左室肥大退縮を認めた高血圧性心臓病の一例
済生会	二日市病院	循環器内科

○畑島	皓、中村	亮、籾井	英利、田中	由美、松浦	広英、大坪	秀樹、門上	俊明、安藤	真一、
福山	尚哉			

107 著しい左室流出路狭窄日差変動を呈した SAM を伴う高血圧性心臓病の一例
久留米大学医療センター	循環器内科

○高瀬	文敬、新山	寛、前田	詔子、原田	晴仁、加藤	宏司、池田	久雄			

108 当院におけるアジルサルタン使用経験からみた ARB 使用選択についての考察
千鳥橋病院

○永江	歩、佐々木	洋平、金城	達也	、安部	小百合、高畠	由隆、豊田	文俊			

109 内科診療所における高血圧患者の食塩摂取量と減塩意識：1 年後の再評価
1）門司掖済会病院	内科、2）おおた内科消化器科クリニック、3）国立循環器病研究センター

○大田	祐子1）、大田	和弘2）、木村	頼雄1）、阿部	功1）、河野	雄平3）			

15:26 ～ 16:06 心膜・心筋・高血圧



座長：廣松	伸一（久留米大学）

110 ポンプ失調により死亡し病理解剖を行った急性下壁心筋梗塞、
 心筋出血性壊死の一例

那覇市立病院

○中田	円仁、田端	一彦、旭	朝弘、間仁田	守、真志取	多美、比嘉	南夫			

111 冠動脈バイパス術後に一過性に原発性副腎不全を来した一例
1）社会医療法人社団	製鉄記念八幡病院	循環器内科、
2）社会医療法人社団	製鉄記念八幡病院	高血圧センター

○青柳	いくみ1）、瀧口	知浩1）、茨木	愛1）、入田	英二1）、加世田	繁1）、藤島	慎一郎1）、
	 古賀	徳之1）、𡈽橋卓也	2）			

112 冠動脈肺動脈瘻由来の巨大冠動脈瘤切除術後に急性心筋梗塞を発症した一例
1）宮崎大学	医学部	附属病院	第一内科、2）宮崎大学	医学部	附属病院	第二外科、
3）宮崎大学	医学部	病理学	講座腫瘍・再生病態学分野

○山本	紗子1）、田中	浩喜1）、黒木	建吾1）、小山	彰平1）、井手口	武史1）、西平	賢作1）、
	 鶴田	敏博1）、鬼塚	久充1）、石川	哲憲1）、北村	和雄1）、中村	都英2）、片岡		寛章3）			

16:06 ～ 16:30 虚血性心疾患 6
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