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A会場（1F オルブライトホール）

	 8:30～9:25	 YIA	臨床研究（CR）セッション	
座長：野出 孝一（佐賀大学医学部　循環器内科）　　　　　　 

筒井 裕之（九州大学大学院医学研究院　循環器内科学）

YCR1 透析患者に対する第2世代薬剤溶出ステント留置後抗血小板療法と虚血・出血
イベント：傾向スコアによる解析

産業医科大学　第2内科学

○清水 昭良、園田 信成、瀬戸山 航史、井上 航之祐、三浦 俊哉、穴井 玲央、津田 有輝、
荒木 優、尾辻 豊

YCR2 心房細動アブレーション患者における心房構造的リモデリングと予後の性差に
ついての検討

1）佐賀大学　医学部　循環器内科、2）大分大学　医学部　循環器内科・臨床検査診断学講座、 
3）佐賀県医療センター好生館　循環器内科

○中島 夏奈1）、山口 尊則1）、福井 暁2）、大坪 豊和1）、高橋 佑弥1）、廣田 慧2）、田原 舞1）、
江島 健一3）、髙橋 尚彦2）、野出 孝一1）

YCR3 医療用ビッグデータを用いた本邦における抗がん剤治療後の心不全発症に関する
検討

1）久留米大学医学部内科学講座　心臓・血管内科部門、2）久留米大学　バイオ統計センター

○野原 正一郎1）、柴田 龍宏1）、石井 一夫2）、小原 仁2）、宮本 貴宣2）、角間 辰之2）、 
福本 義弘1）

YCR4 非虚血性の左室収縮低下型心不全（HFrEF）における新規酸化ストレス（ROS）
マーカーの臨床的意義について

熊本大学大学院　生命科学研究部　循環器内科学

○西原 大貴、山本 英一郎、末田 大輔、藤末 昂一郎、宇宿 弘輝、尾池 史、高江 将史、
高潮 征爾、坂本 憲治、海北 幸一、辻田 賢一

YCR5 ピロリン酸心筋シンチグラフィ陽性に関連する因子及び検査を実施すべき患者像
についての検討

1）宮崎県立延岡病院、2）熊本大学大学院生命科学研究部循環器内科学

○丸目 恭平1）、高潮 征爾2）、小牧 聡一1）、日下 裕章1）、戸井田 玲子1）、黒木 一公1）、 
辻田 賢一2）、山本 展誉1）
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Ａ会場
（1F オルブライトホール）

	 10:30～11:20	 教育セッション1
座長：中村 都英（宮崎大学医学部外科学講座）

ES1  心臓血管外科の進歩 －MICS/da Vinciから心不全、CTEPHまで－

演者：塩瀬 明（九州大学大学院医学研究院　循環器外科学）

	 11:20～12:10	 教育セッション2
座長：北村 和雄（宮崎大学医学部内科学講座　循環体液制御学分野）

ES2  心不全の病態と治療：ナトリウム利尿ペプチドを中心に

演者：吉村 道博（東京慈恵会医科大学　内科学講座　循環器内科）

	 13:30～15:00	 外科・内科連携セッション

テーマ：僧帽弁治療を考える
座長：江石 清行（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　心臓血管外科学） 

尾辻 豊（産業医科大学医学部　第二内科学）　　　　　　　　　　

SS1  僧帽弁逆流の周術期2D/3D心エコー図：最適な治療戦略選択のための成因・病
態診断

公益社団法人　宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　循環器内科

○渡邉 望

SS2  Mild functional MRはなぜ予後不良か？　MitraClipによる新たな治療ターゲット
とその限界

小倉記念病院　循環器内科

○磯谷 彰宏

SS3  HFrEF症例に対する多段階経皮的インターベンションとしてのTMVrの有用性
済生会熊本病院　循環器内科

○兒玉 和久

SS4  弁形成術の術式と遠隔成績
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　心臓血管外科学

○三浦 崇

SS5  Functional MRへの外科的アプローチ
宮崎大学医学部外科学講座　心臓血管外科

○古川 貢之
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B会場（4F ギャラリー1）

	 8:30～9:10	 研修医セッション1
座長：大嶋 秀一（熊本中央病院　循環器科）　　 

宮田 昌明（鹿児島市立病院　循環器内科）

RS1  ミトコンドリア遺伝子3243A>G変異が検出された家族内発症のないミトコンド
リア病の一例

1）九州大学　大学院　医学研究院　循環器内科学、2）福岡県　済生会　二日市病院

○原田 都咲1）、大谷 規彰1）、今給黎 智美1）、古澤 峻1）、池田 翔大1）、西崎 晶子2）、 
篠原 啓介1）、橋本 亨1）、林谷 俊児1）、肥後 太基1）、井手 友美1）、門上 俊明2）、 
筒井 裕之1）

RS2  無脈性電気活動で救急搬送された腱索断裂による急性僧帽弁閉鎖不全症の1例
1）済生会福岡総合病院　初期臨床研修医、2）済生会福岡総合病院　循環器内科

○夏越 啓多1）、山本 航2）、長友 大輔2）、大井 啓司2）、野副 純世2）、末松 延裕2）、 
久保田 徹2）

RS3  心臓限局性サルコイドーシスの一例
福岡大学　心臓・血管内科学

○林 亮、山下 素樹、有村 忠聴、岩下 敦、三浦 伸一郎

RS4  予後不良の転帰を来したたこつぼ型心筋症の２症例
福岡新水巻病院　内科

○渡部 和気、野田 泰正、宮薗 博貴、車 忠雄、吉田 敏弥、八代 晃

	 9:10～9:50	 研修医セッション2
座長：西村 陽介（産業医科大学　心臓血管外科） 
　　　中村 栄作（宮崎県立宮崎病院　心臓血管外科）

RS5  外傷を契機とする肋間動脈逸脱による偽腔閉塞型大動脈解離の１例
1）佐世保市総合医療センター　循環器内科、2）長崎大学病院　循環器内科

○熊本 拓1）、江藤 良1）、坂井 健二1）、楠本 三郎1）、園田 浩一朗1）、室屋 隆浩1）、 
新北 浩樹1）、波多 史朗1）、前村 浩二2）

RS6  Viabahn®による浅大腿動脈病変の治療経験と当院での初期治療成績
1）佐賀県　医療センター　好生館　心臓血管外科、2）佐賀県　医療センター　好生館　放射線科

○横山 博毅1）、里 学1）、川﨑 裕満1）、七條 正英1）、西原 雄之介2）
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Ｂ会場
（4F ギャラリー 1）

RS7  Wright肢位での鎖骨下静脈造影が早期診断に有用であった原発性鎖骨下静脈血
栓症の1例

鹿児島大学病院　心臓血管内科

○東 大智、小瀬戸 一平、薗田 剛嗣、神田 大輔、大石 充

RS8  孤立性上腸間膜動脈解離：当院11症例の検討
1）佐賀県医療センター好生館　心臓血管外科、2）佐賀県医療センター好生館　放射線科

○牛草 淳1）、里 学1）、川﨑 裕満1）、七條 正英1）、西原 雄之介2）

	 9:50～10:30	 研修医セッション3
座長： 冷牟田 浩司（国立病院機構　都城医療センター） 

掃本 誠治（熊本市立植木病院）

RS9  IgG4関連疾患治療中に冠動脈瘤の拡張が進行し、急性冠症候群を合併した一例
1）北九州市立医療センター　循環器内科、2）北九州市立医療センター　心臓血管外科

○木田 裕太郎1）、池内 雅樹1）、小嶋 浩士1）、渡邉 亜矢1）、有村 賢一1）、浦部 由利1）、 
岸上 赳大2）、松山 翔2）、坂本 真人2）

RS10  PCIにより救命し得た93歳女性の左冠動脈主幹部急性心筋梗塞
1）鹿児島市立病院　初期臨床研修医、2）鹿児島市立病院　循環器内科、 
3）鹿児島大学大学院　心臓血管・高血圧内科

○田中 理沙1）、吉元 一成2）、鎌田 梨沙2）、野元 裕太朗2）、横峯 辰生2）、今村 春一2）、 
大牟禮 健太2）、茶圓 秀人2）、桶谷 直也2）、小川 正一2）、宮田 昌明2）、濱崎 秀一2）、 
大石 充3）

RS11  インフルエンザ感染を契機に急性心筋梗塞、多臓器不全を合併した一例
1）日本赤十字社長崎原爆病院内科、2）長崎大学病院第2内科、3）長崎大学病院心臓血管外科

○田川 隆太1）、三嶋 麻揮1）、雨森 健太郎1）、松本 雄二1）、芦澤 直人1）、芦澤 信之2）、 
迎 寛2）、江石 清行3）

RS12  ACSを契機に偶然見つかった右冠動脈左室瘻に形成された巨大冠動脈瘤の1例
公立学校共済組合　九州中央病院

○諌山 孔一、河野 修、大石 年訓、関 拓紀、鍵山 俊太郎
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	 10:30～11:10	 研修医セッション4
座長：上野 高史（久留米大学病院循環器病センター）　　 

柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院　心臓病センター）

RS13  骨盤内に発生したchronic expanding hematomaにより生じた静脈血栓塞栓
症の1例

北九州市立医療センター　循環器内科

○古河 裕紀子、小嶋 浩士、渡邉 亜矢、池内 雅樹、有村 賢一、浦部 由利

RS14  術中所見によって診断できた、心嚢腔内Chronic Expanding Hematomaと収
縮性心膜炎の一例

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　心臓血管外科

○樗木 まどか1）、長友 大輔1）、安心院 法樹1）、野副 純世1）、大井 啓司1）、末松 延裕1）、
森重 徳継2）、久保田 徹1）

RS15  化学療法により改善したALアミロイドーシス由来の完全房室ブロックの1例
熊本大学医学部附属病院循環器内科

○森川 馨

RS16  ペースメーカー植え込み後にたこつぼ型心筋症を発症した一例
佐賀大学　医学部　循環器内科

○力武 千晶、金子 哲也、陳 文瀚、沢見 康輔、八並 由樹、神下 耕平、本郷 玄、 
井上 洋平、梶原 正貴、内野 真純、夏秋 政浩、矢島 あゆむ、浅香 真知子、小松 愛子、 
琴岡 憲彦、山口 尊則、挽地 裕、野出 孝一

	 11:20～12:10	 社員総会・評議員会

	 12:10～12:20	 名誉会員就任授与式

	 12:30～13:20	 ランチョンセミナー	1
座長：江石 清行（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　心臓血管外科学）

LS1  重症心不全外科成績向上のための最新治療

演者：塩瀬 明（九州大学大学院医学研究院　循環器外科学）

共催：ニプロ株式会社
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Ｂ会場
（4F ギャラリー 1）

	 14:30～16:00	 第5回研修医教育セミナー

テーマ：胸痛の診療を極める
総合司会：日浅 謙一（九州大学大学院医学研究院　循環器内科学）

【特別講演】

座長：日浅 謙一（九州大学大学院医学研究院　循環器内科学）

NW1 救急外来での胸痛の鑑別

演者：徳田 安春（群星沖縄臨床研修センター）

【症例検討】

座長：山村 善政（宮崎大学医学部附属病院　循環器内科）　　　　　　　　　 
本間 丈博（久留米大学医学部内科学講座　心臓・血管内科部門）　　　 

コメンテーター：齋藤 聖多郎（大分大学医学部　循環器内科・臨床検査診断学講座）　　 
落合 朋子（社会医療法人財団白十字会　佐世保中央病院　循環器内科）

NW2 見落としてはいけない胸痛、疑うことから始めよう

プレゼンター：内野 紗織（九州大学病院　循環器内科）

NW3 典型的症状が無くても油断できない。気づいてヒヤッとした循環器症例2選

プレゼンター：井手元 良彰（福岡大学病院　循環器内科）

	 16:00～16:15	 YIAセッション・女性奨励賞・CRA・研修医セッション　表彰式・閉会式
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C会場（4F ギャラリー2）

	 8:30～9:15	 女性研究者奨励賞セッション
座長： 樗木 晶子（九州大学大学院医学研究院　保健学部門） 

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）

WS1 CTによって評価された腹部脂肪、心臓脂肪イメージングバイオマーカーと主要
心血管イベントとの関連性

1）福岡大学　医学部　心臓・血管内科学、2）福岡大学　医学部　医学系研究・生命医療倫理部門、 
3）福岡大学　スポーツ科学部

○平野 優果1）、志賀 悠平1）、今泉 聡2）、上原 吉就3）、三浦 伸一郎1）

WS2 左室肥大合併大動脈弁狭窄症（AS）における心筋ストレイン解析の有用性の検討
－心アミロイドーシスの潜在－

熊本大学　医学部　附属病院　循環器内科

○尾池 史、山本 英一郎、宇宿 弘輝、高江 将史、西原 大貴、藤末 昂一郎、末田 大輔、
高潮 征爾、坂本 憲治、海北 幸一、辻田 賢一

WS3 整形外科術前で指摘された下腿血栓に対する抗凝固療法の検討
1）鹿児島赤十字病院循環器科、2）今村総合病院循環器科、3）琉球大学臨床薬理学、 
4）鹿児島大学病院心臓血管内科、5）ハートサポート Kラボ

○手塚 綾乃1）、肥後 建樹郎2）、宮内 孝浩2）、徳重 明央3）、小島 聡子4）、才原 啓司5）、 
大石 充4）

WS4 24時間蓄尿検査によるナトリウム排泄量の低下は心血管死亡率の上昇に関連する
1）久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科、2）久留米大学医学部　地域医療連携講座

○野原 夢1）、足達 寿2）、榎本 美佳1）、深水 亜子1）、中村 佐知子1）、濱村 仁士1）、 
豊増 謙太1）、福本 義弘1）
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Ｃ会場
（4F ギャラリー 2）

	 9:15～10:45	 第11回ダイバーシティ講演

テーマ：激論!?職場で上司と部下はどう付き合うべきか
座長：鶴田 敏博（宮崎大学医学部附属病院　循環器内科）　 

川島 高之（NPO法人　ファザーリング・ジャパン）

第一部：特別講演

DS1  新しい働き方、マネジメント、そして人生

演者：川島 高之（NPO法人　ファザーリング・ジャパン）

第二部：パネルディスカッション

PD1 ① 宮崎大学医学部附属病院循環器内科の仲間たち

ディスカッサント（上司役）：石川 哲憲（宮崎大学医学部附属病院　循環器内科）

ディスカッサント（部下役）：戸井田 玲子（社会医療法人泉和会　千代田病院　循環器内科）

 和田 美佐（宮崎大学医学部附属病院　循環器内科）

 山下 慶子（宮崎大学医学部附属病院　循環器内科）

 田中 美与（宮崎大学医学部附属病院　検査部）

PD2 ② 宮崎市郡医師会病院循環器内科の仲間たち

ディスカッサント（上司役）：渡邉 望（公益社団法人　宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　循環器内科）

ディスカッサント（部下役）：小岩屋 宏（公益社団法人　宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　循環器内科）

 古堅 真（公益社団法人　宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　循環器内科）

 木村 俊之（公益社団法人　宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　循環器内科）

 西野 峻（公益社団法人　宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　循環器内科）

 本田 泰悠（公益社団法人　宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　循環器内科）

 田永 哲士（公益社団法人　宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院　臨床検査科）

	 12:30～13:20	 ランチョンセミナー	2
座長：大石 充（鹿児島大学大学院　心臓血管・高血圧内科学）

LS2  循環器疾患とアルドステロン・鉱質コルチコイド受容体

演者：吉村 道博（東京慈恵会医科大学　循環器内科）

共催：第一三共株式会社
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	 13:30～14:50	 若手ハートチームセッション

テーマ：心不全地域包括ケアの現状を識り、未来に活かす！
座長：坂本 隆史（九州大学大学院医学研究院　循環器内科学）　　　 

柴田 龍宏（久留米大学医学部内科学講座　心臓･血管内科部門）

YHS1  重症心不全を在宅医療に移行する－当院の取り組みと実例－
久留米大学医学部内科学講座　心臓・血管内科部門

○下園 弘達

YHS2  多機関・多職種協働による心不全緩和ケアの実践
きずなクリニック

○池田 真介

YHS3  在宅心不全診療の実際
土倉内科循環器クリニック

○土倉 潤一郎

YHS4  これからの心不全地域医療におけるコミュニティホスピタルの役割
頴田病院　総合診療科/飯塚・頴田家庭医療プログラム

○吉田 伸
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	 8:30～9:10	 YIA基礎研究・トランスレーショナルリサーチ(TR)セッション
座長：前村 浩二（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　循環器内科） 

北村 和雄（宮崎大学医学部内科学講座　循環体液制御学分野）

YTR1  Ivabradineによる心拍数抑制は心筋梗塞境界部のHif-1α/p53の抑制を介して
梗塞後心破裂を予防する

1）九州大学大学院医学研究院循環器内科学、2）九州大学大学院医学研究院循環器病態治療講座、 
3）九州大学病院循環器内科

○池田 昌隆1）、井手 友美2）、松島 将士3）、田所 知命1）、出口 裕子1）、池田 宗一郎1）、 
岡部 浩祐1）、石北 陽仁1）、筒井 裕之1）

YTR2  Human Epididymis Protein 4は拡張型心筋症における組織の病的線維化に寄
与し病勢と予後を予測する

熊本大学医学部附属病院

○山本 正啓、花谷 信介、荒木 智、山村 智、高潮 征爾、有馬 勇一郎、坂本 憲治、 
鈴木 達、山本 英一郎、海北 幸一、辻田 賢一

YTR3  低分子量GTP結合蛋白質Rhoとアクチン重合促進因子mDia1は圧負荷心肥大
応答を制御し心機能維持に寄与する

1）大分大学医学部　循環器内科・臨床検査診断学講座、2）大分大学医学部　薬理学講座

○安部 一太郎1）、寺林 健2）、手嶋 泰之1）、石井 悠海1）、三好 美帆1）、吉良 晋太朗1）、 
齋藤 聖多郎1）、近藤 秀和1）、油布 邦夫1）、髙橋 尚彦1）、石崎 敏理2）

	 9:10～9:55	 虚血性心疾患1
　　　　　座長：黒木 一公（宮崎県立延岡病院　心臓血管センター（循環器内科） 
　　　　　　　　剣田 昌伸（藤元総合病院　循環器内科） 

コメンテーター：山元 芙美（国立病院機構　嬉野医療センター　循環器内科） 
　　　　　　　　西平 賢作（宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　循環器内科）

001  多発性脳塞栓症と多枝の急性心筋梗塞を同時期に発症した一例
1）国立病院機構　鹿児島医療センター　循環器内科、 
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

○鎌田 博之1）、楠元 啓介1）、立志 公史郎1）、平峯 温子1）、福永 研吾1）、高崎 州亜1）、 
久保 忠弘1）、片岡 哲郎1）、中島 均1）、大石 充2）
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002  単純CTがST上昇型心筋梗塞の責任病変の同定に有用であった一例
株式会社麻生　飯塚病院　循環器内科

○池江 隆志、川上 将司、片迫 彩、倉岡 沙耶菜、酒見 拓矢、古川 正一郎、吉田 賢明、
大賀 泰寛、稲永 慶太、堤 孝樹、河野 俊一、今村 義浩、井上 修二朗

003  自己心拍再開まで３時間半を要したが、比較的良好な神経学的予後を示した急
性心筋梗塞による心肺停止の一例

宮崎市郡医師会病院

○吉岡 吾郎、合力 悠平、桑原 大門、西野 峻、門岡 浩介、緒方 健二、木村 俊之、 
古堅 真、小岩屋 宏、渡邉 望、足利 敬一、栗山 根廣、松山 明彦、柴田 剛徳

004  来院時収縮期心雑音を認め心原性ショックを合併した急性前壁心筋梗塞の一例
飯塚病院　循環器内科

○片迫 彩、川上 将司、池江 隆志、倉岡 沙耶菜、酒見 拓矢、古川 正一郎、吉田 賢明、 
大賀 泰寛、稲永 慶太、堤 孝樹、河野 俊一、今村 義浩、井上 修二朗

005  PCI二週間後にステント遠位端より中枢からの血種進展を認めた一例
小倉記念病院

○田中 裕一、廣正 聖、道明 武範、艫居 祐輔、蔵満 昭一、兵頭 真、安藤 献児

	 9:55～10:40	 虚血性心疾患2
　　　　　座長：油布 邦夫（大分大学医学部　循環器内科・臨床検査診断学講座） 
　　　　　　　　野田 勝生（熊本中央病院　循環器科） 

コメンテーター：津田 有輝（産業医科大学　循環器内科・腎臓内科） 
　　　　　　　　吉野 聡史（鹿児島県立薩南病院　循環器内科）

006  OFDIによる観察にてbailoutしえた、冠動脈内IVUS断裂の一例
国立病院機構　福岡東医療センター

○木佐貫 恵、小池 明広、出石 さとこ、細谷 まろか、仲村 尚崇、中司 元、郷原 誠一郎

007  ドクターヘリによる初期治療、IMPELLAが奏功し救命し得た心原性ショック合
併STEMIの一例

宮崎市郡医師会病院　循環器内科

○合力 悠平、小岩屋 宏、西平 賢作、渡邉 望、足利 敬一、栗山 根廣、柴田 剛徳

008  Impella挿入後に溶血に伴う急性腎不全を併発した一例
1）済生会熊本病院　集中治療室、2）済生会熊本病院　循環器内科

○鵜木 崇1）、内田 智子1）、由布 哲夫2）、田村 祐大1）、田口 英詞2）、澤村 匡史1）、 
坂本 知浩2）
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009  キンクした診断カテーテルが抜去困難となり、同側からスネアカテーテルを使
用しbailoutした一症例

1）出水郡医師会広域医療センター　循環器内科、 
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

○福元 大地1）、安﨑 和博1）、田端 宏之1）、沖野 秀人1）、大石 充2）

010  特発性冠動脈解離と考えられた若年女性の1例
沖縄赤十字病院　循環器内科

○浅田 宏史、東風平 勉、新城 治、新里 讓、砂川 長彦

	 10:40～11:16	 虚血性心疾患3
座長：古川 貢之（宮崎大学医学部外科学講座　心臓血管外科）　　　　　　　　　　 

貞松 研二（社会医療法人　雪の聖母会　聖マリア病院　循環器内科）　　　　 

コメンテーター：西川 宏明（福岡大学西新病院　循環器内科）　　　　　　　　　　　　　　　 
大城 克彦（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）

011  モービルCCUによる早期搬送・早期治療が功を奏し救命し得た、急性心筋梗塞
後の機械的合併症の2症例

1）宮崎市郡医師会病院　循環器内科、2）宮崎市郡医師会病院　心臓血管外科

○新里 広大1）、小岩屋 宏1）、緒方 健二1）、木村 俊之1）、古堅 真1）、森久 健二1）、 
西平 賢作1）、渡邉 望1）、足利 敬一1）、松山 明彦1）、栗山 根廣1）、矢野 光洋2）、 
柴田 剛徳1）

012  右冠動脈入口部塞栓症による急性心筋梗塞に対して血栓除去・冠動脈バイパス
術を施行した一症例

久留米大学　外科

○押領司 篤宣、庄嶋 賢弘、福田 倫史、朔 浩介、財満 康之、税所 宏幸、新谷 悠介、 
高木 数実、大塚 裕之、髙瀬谷 徹、有永 康一、廣松 伸一、田中 啓之

013  OPCABにおける中枢吻合の工夫：HEARTSTRINGを用いたpiggyback吻合の
経験

福岡大学　医学部　心臓血管外科

○峰松 紀年、和田 秀一、林田 好生、寺谷 裕充、早麻 政斗、田代 忠

014  ドクターヘリにて救急搬送され救命しえた急性心筋梗塞に伴う左室破裂の一例
宮崎市郡医師会病院

○桑原 大門、足利 敬一、栗山 根廣、渡邉 望、柴田 剛徳
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	 12:30～13:20	 ランチョンセミナー	3
座長：岩淵 成志（琉球大学大学院医学研究科　循環器・腎臓・神経内科学）

LS3  弁膜症患者に対するカテーテル治療医の責務

演者：白井 伸一（小倉記念病院　循環器内科）

共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

	 13:30～14:15	 不整脈	1
　　　　　座長：井手口 武史（宮崎大学医学部　循環器内科） 
　　　　　　　　向井 靖（福岡赤十字病院　循環器内科） 
コメンテーター：大渕 綾（久留米大学病院　循環器病センター） 
　　　　　　　　山部 浩茂（新古賀病院　循環器内科）

015  High Density Voltage mappingが診断および治療に有用だった心房頻拍の2症例
済生会福岡総合病院　心臓血管・大動脈センター　循環器内科

○河野 佑貴、野副 純世、巷岡 聡、長友 大輔、大井 啓司、末松 延裕、久保田 徹

016  レートコントロールよりもリズムコントロールにより心機能が改善した持続性
心房細動の一例

鹿児島大学　心臓血管・高血圧内科学

○馬渡 浩史、入來 泰久、奥井 英樹、市來 仁志、小島 聡子、窪薗 琢郎、大石 充

017  2種類の異なる起源の三尖弁輪起源特発性心室頻拍の同定にCarto3 Pace 
Mapping Softwareが有用であった1例

宮崎市郡医師会病院

○森久 健二、足利 敬一、木村 俊之、古堅 真、松浦 広英、小岩屋 宏、西平 賢作、 
渡邉 望、栗山 根廣、松山 明彦、柴田 剛徳

018  上行大動脈に近接した左房前壁に、non-PV fociを認めた心房細動の2症例
九州医療センター

○荒木 将裕、矢加部 大輔、福田 翔子、福山 雄介、芝尾 昂大、目野 恭平、小村 聡一朗、
麻生 明見、森 隆宏、竹中 克彦、村里 嘉信、中村 俊博

019  当院におけるリードレスペースメーカー植え込みの現状報告
済生会福岡総合病院　循環器内科

○長友 大輔、野副 純世、大井 啓司、末松 延裕、久保田 徹
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	 14:15～15:00	 不整脈	2
　　　　　座長：足利 敬一（宮崎市郡医師会病院　循環器内科） 
　　　　　　　　篠原 徹二（大分大学医学部　循環器内科・臨床検査診断学講座） 

コメンテーター：桶谷 直也（鹿児島市立病院　循環器内科） 
　　　　　　　　土居 寿志（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　循環器内科）

020  遠隔モニタリングで数時間の心房頻拍調律が確認され、2か月後に左心耳内血
栓、急性動脈閉塞をきたした1例

大分岡病院　循環器内科

○御手洗 和毅、脇坂 収、藤田 崇史、浦壁 洋太、金子 匡行、宮本 宣秀、永瀬 公明

021  当院における心房細動アブレーション周術期の抗凝固療法 
－ダビガトラン置換の安全性の検討－

大分大学医学部附属病院　循環器内科・臨床検査診断学講座

○廣田 慧、福井 暁、安部 一太郎、篠原 徹二、油布 邦夫、髙橋 尚彦

022  薬剤抵抗性のpolymorphic VT/VF stormに対してtrigger PVCアブレーション
が奏功したQT短縮症侯群の一例

1）産業医科大学病院第二内科、2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科分子生理学

○永井 陽一郎1）、荻ノ沢 泰司1）、大江 学治1）、塚原 慧太1）、安部 治彦1）、尾辻 豊1）、 
蒔田 直昌2）

023  左側からのアプローチが治療に奏功した超高齢者におけるslow/slow AVNRT
症例

1）浜の町病院　循環器内科、2）九州大学病院　循環器内科

○小河 清寛1）、向井 靖2）、臼井 真1）、山岡 慶士1）、本田 勝也1）、髙原 勇介1）、 
塩見 哲也1）、船越 祐子1）

024  ダビガトラン起因性食道潰瘍を呈した慢性心房細動、虚血性心疾患治療後の1症例
医療法人　医和基会　戸畑総合病院

○梅原 英太郎、後藤 俊一朗
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	 15:00～15:36	 不整脈	3
　　　　　座長：伊藤 美和（熊本大学大学院生命科学研究部　循環器内科学） 
　　　　　　　　森井 誠士（福岡大学医学部　心臓・血管内科学講座） 
コメンテーター：黒木 建吾（宮崎大学医学部　循環器内科） 
　　　　　　　　長友 大輔（福岡県済生会福岡総合病院　循環器内科）

025  リード抜去後リードレスペースメーカーを留置した6症例
小倉記念病院　循環器科

○永島 道雄、田中 裕一、廣島 謙一、森田 純次、安藤 献児

026  心房細動アブレーション後に生じたBiatrial Tachycardiaの検討
佐賀大学医学部　循環器内科

○大坪 豊和、山口 尊則、中島 夏奈、野出 孝一

027  Twin AV nodeを介する回帰性頻拍に対してカテーテルアブレーションを施行
した修正大血管転位症の一例

九州大学病院循環器内科

○長岡 和宏、向井 靖、河合 俊輔、坂本 和生、坂本 一郎、石北 綾子、林谷 俊児、 
樗木 晶子、筒井 裕之

028  プルキンエ線維を介した心室頻拍を起こした心臓サルコイドーシス症例
宮崎大学医学部附属病院　循環器内科

○福井 喜朗、黒木 建吾、山下 慶子、山口 昌志、坂田 鋼治、西元 弥生、山村 善政、 
小山 彰平、井手口 武史、鬼塚 久充、鶴田 敏博、石川 哲憲、北村 和雄
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	 8:30～9:10	 Case	Report	Award	1
座長：辻田 賢一（熊本大学大学院生命科学研究部　循環器内科学） 

石川 哲憲（宮崎大学医学部　循環器内科）　　　　　　　　

CRA1  大動脈弁交連部剥離により生じた急性大動脈弁閉鎖不全症に対する1手術例
1）九州医療センター　心臓血管外科、2）九州大学病院　心臓血管外科

○内山 光1）、古川 浩二郎1）、平田 雄一郎1）、植田 知宏1）、恩塚 龍士1）、田山 栄基1）、 
森田 茂樹1）、塩瀬 明2）

CRA2  ステロイド、免疫抑制薬内服中の患者に発症した大動脈弁輪部膿瘍に対し、2度
の手術により救命し得た一例

九州大学病院　心臓血管外科

○米倉 隆介、木村 聡、牛島 智基、藤田 智、大石 恭久、園田 拓道、帯刀 英樹、 
田ノ上 禎久、塩瀬 明

CRA3  Unroofed coronary sinusと心尖部瘤を伴った心室中部閉塞性肥大型心筋症の
1例

1）熊本大学大学院生命科学研究部　循環器内科学、 
2）熊本大学大学院生命科学研究部　心臓血管外科

○鷲見 仁志2）、西 雅人1）、高潮 征爾1）、福井 寿啓2）、辻田 賢一1）

CRA4  感染性弓部大動脈瘤に化膿性心外膜炎を合併した1例
沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院

○佐土原 洋平、澤紙 秀太、仲宗根 卓、伊良波 禎、山内 昌喜、橋本 亘、八巻 文貴、 
當山 眞人
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	 9:10～9:50	 Case	Report	Award	2
座長：福井 寿啓（熊本大学大学院生命科学研究部　心臓血管外科学） 

小川 正浩（福岡大学病院　循環器内科）　　　　　　　　　　

CRA5  急激な増悪の経過をたどった心肥大の一例
1）九州大学大学院医学研究院循環器内科学、2）九州大学大学院歯学研究院口腔病理学、 
3）九州大学大学院医学研究院病理病態学

○今給黎 智美1）、大谷 規彰1）、森 涼子1）、池田 翔大1）、筒井 好知1）、橋本 亨1）、 
肥後 太基1）、林谷 俊児1）、藤井 慎介2）、山田 裕一3）、大石 善丈3）、小田 義直3）、 
筒井 裕之1）

CRA6  全身性強皮症に心機能低下を伴ううっ血性心不全を発症した一例
琉球大学医学部附属病院

○湧川 林、渡嘉敷 真太、杉山 諒、宮城 文音、伊集 広城、潮平 親哉、潮平 朝洋、 
財間 智士、呉屋 薫、當間 裕一郎、池宮城 秀一、新里 朋子、岩淵 成志、大屋 祐輔

CRA7  ファロー四徴症根治術45年後に心室頻拍を伴う右心不全を来した1例
長崎大学病院　循環器内科

○大塚 開希、石松 卓、泉田 誠也、富地 洋一、荒川 修二、土居 寿志、深江 学芸、 
池田 聡司、河野 浩章、前村 浩二

CRA8  静脈鬱滞性滞性下腿潰瘍に対し、左腎静脈ステントが奏功したナットクラッカー
症候群の1例

福岡山王病院　循環器センター

○菅野 道貴、横井 宏佳、福泉 寛、井上 敬測、田中 俊江、尾崎 功治、村上 雄二、 
星野 祐二

	 9:50～10:40	 Case	Report	Award	3
座長：岩淵 成志（琉球大学大学院医学研究科　循環器・腎臓・神経内科学） 

肥後 太基（九州大学大学院医学研究院　循環器内科学）　　　　　　

CRA9  感染性心内膜炎との鑑別を要した特発性腱索断裂に伴う急性心不全の一例
1）九州大学病院　血液・腫瘍・心血管内科、2）九州大学病院　心臓血管外科

○近藤 萌1）、横山 拓1）、辰元 良麻1）、森山 祥平1）、入江 圭1）、深田 光敬1）、木村 聡2）、
有田 武史1）、小田代 敬太1）、丸山 徹1）、塩瀬 明2）、赤司 浩一1）

CRA10  PCSK9阻害薬でも脂質目標値達成不良で、遺伝子検査により診断した冠動脈疾
患合併シトステロール血症例

1）藤元中央病院　循環器科、2）金沢大学附属病院　循環器内科

○田中 浩喜1）、渡邊 裕貴1）、平野 秀治1）、多田 隼人2）、野村 章洋2）、川尻 剛照2）、 
竹永 誠1）
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Ｅ会場
（4F 練習室 1）

CRA11  当院における冠動脈起始異常症例についての検討
福岡大学西新病院循環器内科

○石田 紀久、上田 隆士、井上 寛子、西川 宏明、勝田 洋輔

CRA12  経皮的冠動脈形成術中の造影剤に起因したと思われるKonis症候群1型の1例
済生会熊本病院　循環器内科

○七田 茂輝、田口 英詞、南 義成、川原 勇成、菊池 保宏、野本 美智留、神波 裕、 
井上 雅之、鈴山 寛人、由布 哲夫、兒玉 和久、坂本 知浩

CRA13  頭痛、倦怠感と症状に乏しく、経食道心エコーで診断された急性大動脈解離の
一例

福岡大学病院　心臓・血管内科学

○岡本 愛祈、井手元 良彰、有村 忠聴、森井 誠士、桑野 孝志、杉原 充、三浦 伸一郎

	 12:30～13:20	 ランチョンセミナー	4
座長：中村 栄作（宮崎県立宮崎病院　心臓血管外科）

LS4  複雑冠動脈病変に対する外科的冠血行再建術

演者：福井 寿啓（熊本大学大学院生命科学研究部　心臓血管外科）

共催：CSLベーリング株式会社

	 13:30～14:06	 心不全	1
　　　　　座長：池田 義之（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） 
　　　　　　　　山本 英一郎（熊本大学大学院生命科学研究部　循環器内科学） 

コメンテーター：渡邊 玲子（宮崎江南病院　内科・循環器科） 
　　　　　　　　宇宿 弘輝（熊本大学病院　中央検査部）

029  総腸骨動脈アプローチによるIMPELLA5.0留置
1）済生会熊本病院　心臓血管外科、2）済生会熊本病院　集中治療室、3）済生会熊本病院　循環器内科

○片山 幸広1）、上杉 英之1）、新冨 静矢1）、古賀 智典1）、村田 英隆1）、佐々 利明1）、 
髙志 賢太郎1）、出田 一郎1）、押富 隆1）、鵜木 崇2）、澤村 匡史2）、坂本 知浩3）

030  演題取り下げ
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031  Fallot四徴症術後遠隔期に高度右心不全をきたした高齢女性の一例
製鉄記念八幡病院　循環器・高血圧内科

○柳生 圭士郎、入田 英二、芳賀 祥江、村上 昇、加世田 繁、藤島 慎一郎、古賀 徳之、
土橋 卓也

032  脳梗塞によるADL低下を契機に発症したplatypnea-orthodeoxia syndrome
の一例

飯塚病院　循環器内科

○川上 将司、片迫 彩、池江 隆志、倉岡 沙耶菜、酒見 拓矢、古川 正一郎、吉田 賢明、
大賀 泰寛、稲永 慶太、堤 孝樹、河野 俊一、今村 義浩、井上 修二朗

	 14:06～14:42	 心不全	2
　　　　　座長：浅香 真知子（佐賀大学医学部　循環器内科） 
　　　　　　　　大谷 規彰（九州大学大学院医科学研究院　循環器内科学） 

コメンテーター：宇宿 弘輝（熊本大学病院　中央検査部） 
　　　　　　　　大窪 崇之（都城市郡医師会病院　循環器内科）

033  CRT-D植込み直後に右室リード穿孔を起こしたが、左室ペーシングのみで心機能
が改善した一例

1）社会医療法人財団　白十字会　佐世保中央病院　循環器内科、 
2）社会医療法人財団　白十字会　佐世保中央病院　心臓血管外科

○落合 朋子1）、吉村 聡志1）、中尾 功二郎1）、木﨑 嘉久1）、谷口 真一郎2）

034  当院における高齢者心不全症例の退院時自立歩行に影響を与えた因子の検討
北九州市立八幡病院　循環器科

○田中 正哉、宮本 太郎、佐貫 仁宣、小住 清志、酒井 孝裕、原田 敬、太崎 博美

035  本邦最後となるアーキンZ（ベスナリノン）長期使用の拡張型心筋症例
慈恵会西田病院

○片岡 一

036  拍動型左室補助人工心臓における溶血合併を例にした溶血機序の解明と原因の
探索

九州大学病院　心臓血管外科

○原田 雄章、塩瀬 明、田ノ上 禎久、帯刀 英樹、大石 恭久、園田 拓道、木村 聡、 
牛島 智基、藤田 智、満尾 博、野村 竜也、橋野 朗
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Ｅ会場
（4F 練習室 1）

	 14:42～15:18	 静脈疾患
　　　　　座長：坂本 憲治（熊本大学大学院生命科学研究部　循環器内科学） 
　　　　　　　　杉原 充（福岡大学病院　循環器内科） 

コメンテーター：小岩屋 宏（公益社団法人　宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　循環器内科） 
　　　　　　　　中村 郁子（佐賀県医療センター好生館　循環器内科）

037  血管内治療によりQOL改善を得られた下大静脈症候群の一例
1）国立病院機構　福岡東医療センター　循環器科、2）国立病院機構　福岡東医療センター　血管外科

○中司 元1）、隈 宗晴2）、出石 さとこ1）、細谷 まろか1）、小池 明広1）

038  卵巣癌術前に留置した下大静脈フィルターの穿孔が術中に判明し、後日待機的
に抜去し得た一例

福岡県済生会福岡総合病院　循環器内科

○安心院 法樹、大井 啓司、増永 智哉、吉田 大輔、森田 英剛、山本 航、河野 佑貴、 
砂川 玄哉、巷岡 聡、権藤 公樹、長友 大輔、野副 純世、末松 延裕、久保田 徹、 
岡部 眞典、山本 雄祐

039  腸骨静脈圧迫症候群により慢性うっ滞性皮膚炎を生じ、血管内治療（EVT）にて
改善した一例

北九州市立八幡病院　循環器内科

○原田 敬、石井 望務、小住 清志、酒井 孝裕、田中 正哉、太崎 博美

040  右房内に浮遊血栓を伴った肺血栓塞栓症の一例
国立病院機構　福岡東医療センター　循環器内科

○出石 さとこ、仲村 尚崇、木佐貫 恵、細谷 まろか、中司 元、郷原 誠一郎、小池 明広

	 15:18～15:54	 肺循環
　　　　　座長：田原 宣広（久留米大学医学部内科学講座　心臓・血管内科部門） 
　　　　　　　　阿部 弘太郎（九州大学大学院医学研究院　循環器内科学） 

コメンテーター：鬼塚 久充（宮崎大学医学部　循環器内科） 
　　　　　　　　矢島 あゆむ（佐賀大学医学部　循環器内科）

041  先天性プロテインC欠乏症と診断された慢性肺動脈血栓塞栓症に対し直接経口
抗凝固薬が奏効した1例

1）福岡市民病院　循環器内科、2）福岡市民病院　内科、3）九州大学病院検査部

○有村 貴博2）、荒殿 ちほ子2）、内海 健3）、堀田 多恵子3）、甲斐 敬士1）、前園 明寛1）、 
長山 友美1）、中野 正紹1）、大坪 秀樹1）、弘永 潔1）

042  巨大肝嚢胞に関連した下大静脈圧排によって生じた肺血栓塞栓症の1例
健和会大手町病院循環器科

○和泉 遼、田場 正直、近藤 克洋
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043  当院における肺高血圧症の右心機能と生命予後
久留米大学　医学部　内科学講座心臓・血管内科部門

○杦山 陽一、田原 宣広、戸次 宗久、本多 亮博、緒方 詔子、孫 佳慧、井形 幸代、 
田原 敦子、福本 義弘

044  頻回に肺出血を発症した薬剤誘発性肺動脈性肺高血圧症の一例
久留米大学　医学部　心臓血管内科

○大地 祐輔、杦山 陽一、田原 宣広、戸次 宗久、本多 亮博、緒方 詔子、田原 敦子、 
孫 佳慧、井形 幸代、福本 義弘
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Ｆ会場 -1
（4F 中会議室）

F会場-1（4F 中会議室）

	 8:30～9:15	 弁膜症	1
　　　　　座長：有永 康一 （久留米大学外科学講座　心臓血管外科） 
　　　　　　　　角田 隆輔（熊本赤十字病院　循環器内科） 

コメンテーター：横田 敦子（公益社団法人　宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院　心臓血管外科） 
　　　　　　　　徳永 滋彦（JCHO九州病院　心臓血管外科）

045  TAVI中に生じた僧帽弁逆流により血行動態が破綻した一例
宮崎市郡医師会病院　循環器内科

○古堅 真、渡邉 望、本田 泰悠、合力 悠平、桑原 大門、西野 峻、吉岡 吾郎、門岡 浩介、
緒方 健二、木村 俊之、小岩屋 宏、松山 明彦、足利 敬一、栗山 根廣、柴田 剛徳

046  Spiral suspension法を施行した重症三尖弁閉鎖不全症の2例
福岡和白病院

○古賀 雅貴、中島 淳博、手島 英一、古賀 清和、富永 隆治

047  3D内視鏡による完全鏡視下僧帽弁形成術
九州大学病院　心臓血管外科

○牛島 智基、園田 拓道、木村 聡、藤田 智、大石 恭久、帯刀 英樹、田ノ上 禎久、 
塩瀬 明

048  血管内治療で高度ASと、腹部大動脈瘤を同時に治療した1例
1）佐賀大学医学部附属病院　胸部・心臓血管外科、2）佐賀大学医学部附属病院　循環器内科、 
3）佐賀大学医学部附属病院　麻酔科蘇生科

○野上 英次郎1）、柚木 純二1）、本郷 玄2）、坂本 佳子2）、山田 康孝3）、田中 厚寿1）、 
挽地 裕2）、野出 孝一2）

049  医原性心房中隔欠損を介しマイトラクリップを留置した1例
宮崎市郡医師会病院　循環器内科

○木村 俊之、渡邉 望、西野 峻、栗山 根廣、足利 敬一、小岩屋 宏、古堅 真、柴田 剛徳
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	 9:15～10:00	 弁膜症	2
　　　　　座長：園田 拓道（九州大学病院　心臓血管外科） 
　　　　　　　　加藤 宏司（久留米大学医療センター　循環器内科） 

コメンテーター：磯谷 彰宏（小倉記念病院　循環器内科） 
　　　　　　　　上杉 英之（済生会熊本病院　心臓血管外科（心臓血管センター））

050  三尖弁腱索自然断裂の一例
熊本再春荘病院　循環器科

○三角 郁夫、久保田 雄二

051  手術高リスクと判断された人工弁弁周囲逆流に対して経皮的弁周囲逆流閉鎖術
を施行した一例

九州大学病院　血液・腫瘍・心血管内科

○横山 拓、有田 武史、近藤 萌、辰元 良麻、森山 祥平、入江 圭、深田 光敬、 
小田代 敬太、丸山 徹、赤司 浩一

052  当科で経験した大動脈一尖弁の症例
長崎大学　心臓血管外科

○尾長谷 喜久子、三浦 崇、田口 寛子、中路 俊、松丸 一朗、江石 清行

053  大動脈弁狭窄症と右室ペーシングによる重症心不全に対してTAVIとCRTへの
upgradeを行い改善を得た1例

1）小倉記念病院循環器内科、2）小倉記念病院心臓血管外科、3）小倉記念病院麻酔科

○滝口 洋1）、石津 賢一1）、伊藤 慎八1）、矢野 真理子1）、川口 朋宏1）、林 昌臣1）、 
磯谷 彰宏1）、角本 眞一3）、新井 善雄2）、坂口 元一2）、白井 伸一1）、安藤 献児1）

054  当院でのMICS-AVRにおける左心耳閉鎖法
社会医療法人敬和会　大分岡病院　心臓血管外科

○髙山 哲志、迫 秀則、安部 由理子、阿部 貴文、田中 秀幸

	 10:00～10:45	 心膜・心筋疾患	1
　　　　　座長：藤本 和輝（熊本医療センター　循環器内科） 
　　　　　　　　志賀 悠平（福岡大学病院　循環器内科） 

コメンテーター：森戸 夏美（福岡大学博多駅クリニック） 
　　　　　　　　芦澤 直人（長崎原爆病院　循環器内科）

055  緊急PTSMAで救命した閉塞性肥大型心筋症
福岡県済生会福岡総合病院

○巷岡 聡、早渕 友理、長友 大輔、野副 純世、大井 啓司、末松 延裕、久保田 徹
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056  ペムブロリズマブによる治療後に心筋炎を発症した1例
宮崎大学医学部附属病院　循環器内科

○島津 久遵、山口 昌志、鶴田 敏博、甲斐 誠章、福井 喜朗、山下 慶子、山村 善政、 
黒木 建吾、小山 彰平、井手口 武史、鬼塚 久充、石川 哲憲、北村 和雄

057  心肺停止を契機に診断に至ったFabry病の一例
福岡赤十字病院

○中島 涼亮、徳留 正毅、西村 遼平、松本 翔、甲木 雅人、栗林 祥子、松川 龍一、 
増田 征剛、古財 敏之、目野 宏

058  死亡時画像診断を用いた延岡市で発症した院外心停止症例における心タンポ
ナーデの有病率についての検討

1）宮崎県立延岡病院　循環器内科、2）宮崎県立延岡病院　内科、3）宮崎県立延岡病院　救命救急科、 
4）宮崎県立延岡病院　麻酔科

○増田 優衣子1）、丸目 恭平1）、小牧 聡一1）、日下 裕章1）、黒木 一公1）、山本 展誉1）、 
長嶺 育弘3）、山口 哲朗2）、矢野 隆郎4）

059  化学療法の奏功したAL型心アミロイドーシスの2症例
1）産業医科大学　第2内科、2）産業医科大学　臨床検査・輸血部

○鍋嶋 洋裕1）、岩瀧 麻衣1）、北野 哲司1）、屏 壮史1）、尾上 武志1）、林 篤志1）、 
穴井 玲央1）、園田 信成1）、竹内 正明2）、尾辻 豊1）

	 10:45～11:21	 心膜・心筋疾患	2
　　　　　座長：中島 均（鹿児島医療センター　循環器内科） 
　　　　　　　　荒木 優（産業医科大学　循環器内科・腎臓内科） 

コメンテーター：川越 純志（宮崎県立宮崎病院　循環器内科） 
　　　　　　　　岡田 憲広（大分大学医学部　循環器内科・臨床検査診断学講座）

060  たこつぼ型心筋症による心原性ショックを救命できた1例
佐賀大学医学部附属病院　循環器内科

○陳 文瀚、本郷 玄、沢見 康輔、八並 由樹、神下 耕平、金子 哲也、梶原 正貴、 
井上 洋平、内野 真純、夏秋 政浩、矢島 あゆむ、山口 尊則、浅香 真知子、小松 愛子、
琴岡 憲彦、挽地 裕、野出 孝一

061  低体温症をきっかけにたこつぼ心筋症を発症した一例
1）聖医会　サザン・リージョン病院、2）鹿児島大学病院　心臓血管内科

○佐多 直幸1）、平野 拓郎1）、奥村 浩1）、今給黎 亮1）、島田 麻里緒1）、牧角 丞治1）、 
牧角 寛郎1）、赤﨑 雄一2）
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062  たこつぼ型心筋症に合併する一過性収縮期僧帽弁前方運動（SAM）の1例：経胸
壁3Dエコー図による僧帽弁機構解析

宮崎市郡医師会病院

○本田 泰悠、渡邉 望、西野 峻、栗山 根廣、足利 敬一、柴田 剛徳

063  PCI後早期に多量の心膜液貯留を認め、心膜液培養により診断された結核性心
膜炎の一例

宮崎市郡医師会病院

○小岩屋 宏、渡邉 望、緒方 健二、木村 俊之、松浦 広英、古堅 真、足利 敬一、 
栗山 根廣、柴田 剛徳

	 12:30～13:20	 ランチョンセミナー	5	 F会場-1＋F会場-2（4F 中会議室＋4F 小会議室1）

座長：柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院　心臓病センター）

LS5  大腿膝窩動脈の治療戦略はどうかわっていくのか

演者：仲間 達也（東京ベイ浦安市川医療センター　循環器内科）

共催：日本メドトロニック株式会社

	13:30～14:06	 大動脈・末梢動脈疾患
　　　　　座長：林谷 俊児（九州大学大学院医学研究院　循環器内科学） 
　　　　　　　　山本 裕之（鹿児島大学病院　心臓血管外科） 

コメンテーター：永瀬 公明（大分岡病院　循環器内科） 
　　　　　　　　石井 廣人（宮崎大学医学部外科学講座　心臓血管外科）

064  分娩後の弛緩出血による出血性ショックに対し、大動脈閉塞バルーンにより救命
し得た一例

宮崎市郡医師会病院心臓病センター　循環器内科

○緒方 健二、栗山 根廣、木村  俊之、松浦 広英、古堅 真、小岩屋 宏、森久 健二、 
西平 賢作、松山 明彦、足利 敬一、渡邉 望、柴田 剛徳

065  急性下肢動脈閉塞症再灌流後に冠攣縮性異型狭心症を合併した一例
久留米大学病院内科学講座　心臓・血管内科部門

○石﨑 勇太、石松 高、新谷 嘉章、佐々木 健一郎、本間 丈博、佐々木 基起、堀 賢介、
板家 直樹、佐々木 雅弘、鍵山 弘太郎、山路 和伯、大塚 昌紀、横山 晋二、上野 高史、
福本 義弘

066  心不全を契機に診断されたSupravalvular membraneを伴う上行大動脈瘤の一例
1）宮崎市郡医師会病院　循環器内科、2）宮崎市郡医師会病院　心臓血管外科

○門岡 浩介1）、渡邉 望1）、横田 敦子2）、森 晃佑2）、西村 征憲2）、西野 峻1）、栗山 根廣1）、
柴田 剛徳1）、矢野 光洋2）
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067  分岐異常を伴った右鎖骨下動脈瘤（Kommerell憩室）に対するChimney法ステ
ントグラフト内挿術の経験

宮崎県立延岡病院　心臓血管外科

○松山 正和、新名 克彦、早瀬 崇洋

	 14:06～14:42	 腫瘍・心内膜炎
　　　　　座長：蒲原 啓司（佐賀大学医学部　胸部・心臓血管外科） 
　　　　　　　　和田 朋之（大分大学医学部　心臓血管外科） 

コメンテーター：飛永 寛（聖マリア病院　心臓血管外科） 
　　　　　　　　押富 隆（済生会熊本病院　心臓血管外科（心臓血管センター））

068  腫瘍性肺塞栓を来した原発性肺動脈肉腫に対して右肺全摘、肺動脈形成を行った
一例

1）飯塚病院　心臓血管外科、2）飯塚病院　呼吸器外科

○竹本 捷1）、内田 孝之1）、西島 卓矢1）、松元 崇1）、小林 健一2）、岩田 輝男2）、安田 学2）、
大﨑 敏弘2）、福村 文雄1）、安藤 廣美1）、田中 二郎1）

069  大動脈弁３尖すべてに発生した乳頭状弾性繊維腫の手術経験
宮崎大学　外科学講座　心臓血管外科分野

○森 晃佑、中村 都英、中村 栄作、古川 貢之、石井 廣人、白﨑 幸枝、清水 一晃

070  基礎心疾患を認めないMural endocarditisに対する1手術例
社会医療法人天神会新古賀病院

○佐藤 久、吉戒 勝、林 奈宜、桑野 彰人

071  多発肺塞栓を合併した孤立性肺動脈弁位感染性心内膜炎の一例
大隅鹿屋病院　心臓血管外科

○大崎 隼、麓 英征、内野 宗徳、中山 義博

	 14:42～15:09	 臨床研究
　　　　　座長：北島 研（福岡大学医学部　心臓・血管内科学講座） 
　　　　　　　　池田 聡司（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　循環器内科学） 

コメンテーター：山下 慶子（宮崎大学医学部附属病院　循環器内科） 
　　　　　　　　日下 裕章（宮崎県立延岡病院　心臓血管センター（循環器内科））

072  減塩での尿食塩排泄量測定：3簡便法（起床後第2尿、夜間尿を用いた減塩モニタ、
尿Na/K法）の比較

1）霧島記念病院循環器内科、2）霧島記念病院脳神経外科、3）南風病院内科

○中尾 正一郎1）、坂元 健一2）、鹿島 友義3）
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073  Endo-PATを用いた内皮機能障害に関するリスク因子についての検討
出水総合医療センター　循環器内科

○則松 賢次

074  サルコペニアにおける脂肪酸の臨床的意義
1）久留米大学医学部附属医療センター、2）和田内科循環器科医院、3）西山医院、 
4）帝京大学福岡医療技術学部

○松島 慶央1）、佐々木 基起1）、翁 徳仁1）、新山 寛1）、原田 晴仁1,2）、加藤 宏司1）、 
西山 安浩1,3）、池田 久雄4）、甲斐 久史1）

	 15:09～15:36	 先天性心疾患
　　　　　座長：原田 雅子（宮崎大学医学部　小児科） 
　　　　　　　　有馬 勇一郎（熊本大学大学院生命科学研究部　循環器内科学） 

コメンテーター：小松 愛子（佐賀大学医学部　循環器内科） 
　　　　　　　　恒任 章（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　循環器内科）

075  先天性右冠動脈肺動脈起始症（ARCAPA）：非侵襲的画像診断法により診断され
冠動脈移植術を施行された一例

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）、森 晃佑2）、横田 敦子2）、西村 征憲2）、柴田 剛徳1）、矢野 光洋2）

076  孤立性冠静脈洞左房交通症
1）九州大学病院　循環器内科、2）九州大学病院　心臓血管外科、3）九州大学病院　小児科

○坂本 一郎1）、石北 綾子1）、梅本 真太郎1）、林谷 俊児1）、永田 弾3）、帯刀 英樹2）、 
塩瀬 明2）、筒井 裕之1）

077  修正大血管転移手術後にBentall手術を施行した1症例
宮崎大学　心臓血管外科

○白﨑 幸枝、中村 栄作、古川 貢之、石井 廣人、樋口 和宏、市来 伸彦、中村 都英


