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一般演題

第１会場

9:25〜10:05 虚血性心疾患1 座長：那須　博司／吉田　俊伸

001　�光干渉断層法でMultiple�Plaque�Erosionを観察し得た急性冠症候群の一例
川崎医科大学付属病院　循環器内科

笹平　彬貴、御領　　豊、久米　輝善、神坂　　恭、円山　綾乃、周藤　泰章、
藤原　　努、岡本　公志、河村　　愛、福原　健三、玉田　智子、古山　輝將、
今井孝一郎、山田亮太郎、根石　陽二、上村　史朗

002　�再狭窄を繰り返す右冠動脈入口部病変に生体吸収性ポリマーエベロリムス溶出性ステントが有効
であった1例

福山市民病院
石井　晶子、中濱　　一、末丸　俊二、久保　元基、杉山　弘恭、鈴木　秀行、
藤田　慎平、荒井　靖典、内藤洋一郎、河村　浩平、水野　智文、赤井　弘明、
村上　周平

003　�右冠動脈近位部の高度石灰化病変に対するアテレクトミーの際にローターワイヤーの断裂を来し
た1例

福山市民病院　循環器内科
河村　浩平、赤井　弘明、村上　周平、石井　晶子、水野　智文、荒井　靖典、
内藤洋一郎、鈴木　秀行、藤田　慎平、杉山　弘恭、久保　元基、末丸　俊二、
中濱　　一

004　�分岐部病変に対する第3世代Sirolimus溶出性ステントを用いたculotte�stentingの初期・中期成績
倉敷中央病院

岡部　浩哉、久保　俊介、松下　和揮、桑山　明宗、三浦　勝也、大家　理伸、
島田　健晋、天野　秀生、三宅　剛司、川瀬　裕一、大橋　範之、大鶴　　優、
田坂　浩嗣、羽原　誠二、多田　　毅、田中　裕之、丸尾　　健、福　　康志、
加藤　晴美、後藤　　剛、門田　一繁

005　�当院でのIntravascular�ultrasoundとOptical�frequency�domain�imagingを併用した左主幹部病
変の治療経験

倉敷中央病院　循環器内科
三浦　勝也、多田　　毅、松下　和揮、桑山　明宗、大家　理伸、島田　健晋、
天野　秀生、久保　俊介、大鶴　　優、羽原　誠二、田中　裕之、福　　康志、
後藤　　剛、門田　一繁

10:05〜10:45 虚血性心疾患2 座長：竹林　秀雄／森島　信行

006　�急性心筋梗塞後に心室中隔断裂および心室中隔穿孔を合併した�1�例
広島市立安佐市民病院

國田　英司、土谷　朱子、竹内　有則、東原　　佑、山根　　彩、永井　道明、
香川　英介、小田　　登、加藤　雅也、土手　慶五
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007　�DAPT休薬により第2世代DESに超遅発性ステント血栓症を発症した一症例
徳山中央病院　循環器内科

田中　正和、原田　　希、木下　奈津、竹中　　仁、加藤　孝佳、岩見　孝景、
分山　隆敏、小川　　宏

008　�PCIを施行した安定労作性狭心症患者におけるプラスグレルとクロピドグレルの血小板凝集抑制
効果の相違

岡山赤十字病院　循環器内科
津島　　龍、佐藤　哲也、溝渕　朝子、田中　正道、福家聡一郎、湯本　晃久、
齋藤　博則

009　�第二世代薬剤溶出性ステントにおける超遅発性ステント血栓症の検討
倉敷中央病院　循環器内科

生田　幸代、天野　秀生、松下　和揮、桑山　明宗、三浦　勝也、大家　理伸、
村井　亮介、島田　健晋、久保　俊介、三宅　剛司、大橋　範之、大鶴　　優、
田坂　浩嗣、羽原　誠二、多田　　毅、田中　裕之、丸尾　　健、福　　康志、
加藤　晴美、後藤　　剛、門田　一繁

010　�1.5テスラMR装置と32チャンネルコイルを用いた冠動脈評価の臨床成績
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院　循環器内科

三宅　剛司、門田　一繁、生田　幸代、佐野　　新、三浦　勝也、吉野　　充、
川瀬　裕一、大橋　範之、大鶴　　優、田坂　浩嗣、羽原　誠二、多田　　毅、
田中　裕之、丸尾　　健、福　　康志、加藤　晴美、藤井　理樹、後藤　　剛

10:45〜11:25 虚血性心疾患3 座長：分山　隆敏／吉川　昌樹

011　�左主幹部心筋梗塞の一例
倉敷中央病院　循環器内科

宮嶋　啓伍、畑　　玲央、多田　　毅、松下　和揮、桑山　明宗、三浦　勝也、
大家　理伸、島田　健晋、天野　秀生、久保　俊介、川瀬　裕一、大橋　範之、
大鶴　　優、田坂　浩嗣、羽原　誠二、田中　裕之、丸尾　　健、福　　康志、
加藤　晴美、後藤　　剛、門田　一繁

012　�左冠動脈主幹部に巨大血栓透亮像を認めた急性心筋梗塞の一例
広島市民病院　循環器内科

竹本　　創、臺　　和興、駿河　宗城、池上　雄紀、小林　佑輔、中尾　恭久、
檜垣　忠直、大井　邦臣、川瀬　共治、中間　泰晴、末成　和義、西岡　健司、
大塚　雅也、酒井　孝裕、嶋谷　祐二、正岡　佳子、塩出　宣雄

013　�PCPS離脱前後の体液管理にトルバプタンが著効したLMTを責任病変とする心原性ショックの一例
1山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学、2山口大学医学部付属病院　第二内科

赤瀬　英亮1、内海　仁志2、縄田　純也1、福井　　剛1、周布　陽子1、西村　　傑2、
福田　昌和2、大野　　誠2、吉賀　康裕2、山田寿太郎2、岡村　誉之2、小林　茂樹2、
矢野　雅文2



─ 32 ─

014　�左冠動脈主幹部に対する薬剤溶出性ステントを用いたcross-over�single�stentingにおける留置部
位の影響

倉敷中央病院　循環器内科
佐野　　新、久保　俊介、畑　　玲央、松下　和揮、桑山　明宗、大家　理伸、
島田　健晋、三浦　勝也、天野　秀生、大鶴　　優、羽原　誠二、多田　　毅、
田中　裕之、福　　康志、後藤　　剛、門田　一繁

015　�左冠動脈主幹部へのステント留置においてステントサイズで治療結果が異なった対照的な2症例
山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学

藤村　達大、岡村　誉之、山田寿太郎、小田　哲郎、望月　　守、立石　裕樹、
内海　仁志、西村　　傑、南野　巧真、福井　　剛、中村　吉秀、芝　　　翔、
縄田　純也、矢野　雅文

11:25〜12:13 虚血性心疾患4 座長：佐藤　哲也／三保　成正

016　�冠攣縮にアレルギーの関与が疑われた十代男性の一例
1島根大学　医学部　附属病院　循環器内科、2島根大学　医学部付属病院　検査部

石倉　正大1、遠藤　昭博1、伊藤　新平1、古志野海人1、岡崎　浩一1、森田　祐介1、
朴　　美仙1、香川　雄三1、大内　　武1、渡邊　伸英1、佐藤　寛大1、山口　一人1、
岡田　大司1、吉冨　裕之2、田邊　一明1

017　�たこつぼ型心筋症と冠攣縮性狭心症（VSA）の鑑別を要した一例
山口県立総合医療センター　循環器内科

田中　慎二、藤井　崇史、池田　安宏、上山　　剛、中尾　文昭、小田　隆将、
上田　　亨

018　�副腎不全を合併した薬剤抵抗性冠攣縮性狭心症に対してステロイド投与が奏功した一例
県立広島病院　循環器内科

武田　充史、中尾　裕貴、橋本　　悠、政田　賢治、小田　　望、卜部　洋司、
山里　　亮、光波　直也、三浦　史晴、上田　浩徳

019　�産褥期の若年女性に生じた胸痛
あかね会土谷総合病院　心臓血管センター　循環器内科

森田　裕一、藤井　裕人、植田　裕介、山根　健一、藤原　　舞、三宅　康子、
永元　康嗣、三戸　森児、渡　雄一郎、為清　博道、沖本　智和、村岡　裕司、
林　　康彦

020　�新規選択的XO阻害薬Topiroxostatが急性虚血再灌流障害に及ぼす影響
1鳥取大学　大学院　医学系研究科　再生医療学、2鳥取大学　医学部　病態情報内科学、
3鳥取大学　医学部　臨床検査医学

丹野　翔伍1、山本堅志郎1、足立　真彩1、三明淳一朗2、荻野　和秀3、白吉　安昭1、
山本　一博2、久留　一郎1

021　�脂肪幹細胞シート移殖による実験的虚血性心不全改善効果はβ遮断薬により増強できるか？
1鳥取大学大学院　医学系研究科　再生医療学、2鳥取大学　医学部　臨床検査医学、
3鳥取大学　医学部　病態情報内科学

足立　真彩1、山本堅志郎1、荻野　和秀2、白吉　安昭1、山本　一博3、久留　一郎1
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第２会場

8:45〜9:17 末梢血管1 座長：山本　桂三／加藤　雅也

022　�下肢EVT後、麻痺性イレウス、虚血性腸炎を合併した上腸間膜動脈狭搾の１症例
津山中央病院　心臓血管センター　循環器内科

山中　俊明、難波　悠介、遠藤　豊宏、森　　久寿、安原健太郎、吉村　真吾、
池田　悦子、井田　　潤、柚木　　佳、岡　　岳文

023　�3度のEVTで救肢しえた末梢run-off不良であるALIの1例
福山市民病院　循環器内科

赤井　弘明、中濱　　一、村上　周平、石井　晶子、水野　智文、河村　浩平、
内藤洋一郎、荒井　靖典、藤田　慎平、鈴木　秀行、杉山　弘恭、久保　元基、
末丸　俊二

024　�大伏在静脈グラフトの入口部狭窄の選択にLEONIS　Movaが有効であった一例
広島市立安佐市民病院

土谷　朱子、香川　英介、土手　慶五、加藤　雅也、小田　　登、國田　英司、
山根　　彩、東原　　佑、竹内　有則

025　�総腸骨動脈の高度石灰化狭窄病変へのステントが内腸骨動脈方向に開いてしまった症例
下関市立市民病院

辛島　詠士、梶山　渉太、與田　俊介、安田　潮人、金子　武生

9:17〜9:49 末梢血管2 座長：羽原　誠二／中濱　一

026　�大動脈縮窄症に伴う側副血行路の肋間動脈瘤に対して血管内治療を施行した1例
山口大学　大学院器官病態外科学　心臓外科

鈴木　　亮、美甘　章仁、池下　貴広、中村　玉美、高橋　雅弥、濱野　公一

027　�フレイルと左室肥大が急速に悪化の一途を辿った重症ASOの1例
岡山大学病院　循環器内科

戸田　洋伸、大塚　寛昭、江尻健太郎、中川　晃志、渡邊　敦之、三好　　亨、
西井　伸洋、中村　一文、森田　　宏、伊藤　　浩

028　�重度低心機能患者に発症した重症下肢虚血、糖尿病性足壊疽に対し集学的治療を行った一例
1岡山大学循環器内科、2岡山大学　心臓血管外科

大塚　寛昭1、戸田　洋伸1、江尻健太郎1、奥山　倫弘2、大澤　　晋2、渡邊　敦之1、
三好　　亨1、西井　伸洋1、中村　一文1、森田　　宏1、伊藤　　浩1

029　�膝窩動脈瘤の亜急性血栓閉塞に対してバルーン拡張および抗凝固薬で治療した１例
独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター　循環器内科

岩野　貴之、辻　　真弘、西原　大裕、内藤　貴教、重歳　正尚、田渕　　勲、
下川原裕人、宮地　晃平、宗政　　充、松原　広己
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13:25〜13:57 末梢血管3 座長：城田　欣也／戸田　洋伸

030　�浅大腿動脈に対するバルーン拡張後における、重度の解離の予測因子
倉敷中央病院　循環器内科

島田　健晋、羽原　誠二、三浦　勝也、大家　理伸、天野　秀生、久保　俊介、
大鶴　　優、多田　　毅、田中　裕之、福　　康志、後藤　　剛、門田　一繁

031　�大動脈弓分枝の狭窄が進行し左総頚動脈にステント留置を行なったWilliams症候群の１例
倉敷中央病院

森　　秀洋、河本　　敦、小寺　達朗、上田　和利、荻野　佳代、林　　知宏、
脇　　研自、新垣　義夫

032　�血行再建後の末梢動脈疾患（PAD）患者に対する歩数計を用いた非監視下運動療法の効果
1岡山大学病院　循環器内科、2岡山大学病院　リハビリテーション部、3岡山大学病院　看護部

中山　理絵1、木元　　朗2、三原　直子3、遠部　千尋3、伊藤　真理3、戸田　洋伸1、
高谷　陽一1、谷山真規子1、三好　　亨1、伊藤　　浩1

033　�腎動脈、外腸骨動脈に病変をきたした線維筋性異形成の一例
倉敷中央病院　循環器内科

生田　幸代、松下　和揮、桑山　明宗、三浦　勝也、大家　理伸、村井　亮介、
島田　健晋、天野　秀生、久保　俊介、川瀬　裕一、大橋　範之、大鶴　　優、
田坂　浩嗣、羽原　誠二、多田　　毅、田中　裕之、丸尾　　健、福　　康志、
加藤　晴美、後藤　　剛、門田　一繁

13:57〜14:37 その他疾患 座長：岡　岳文／寺川　宏樹

034　�静脈内腫瘍から診断に至った甲状腺未分化癌の一例
広島市立安佐市民病院

東原　　佑、土谷　朱子、竹内　有則、山根　　彩、永井　道明、香川　英介、
國田　英司、小田　　登、加藤　雅也、土手　慶五

035　�虚血性脳卒中後の経食道心エコーは急ぐべきか？
広島市立安佐市民病院　循環器内科

香川　英介、土手　慶五、加藤　雅也、佐々木正太、小田　　登、國田　英司、
永井　道明、東原　　佑、竹内　有則、土谷　朱子

036　�院外心肺停止搬送例における循環器疾患既往と転帰についての検討
倉敷中央病院　循環器内科

村井　亮介、三浦　勝也、大家　理伸、島田　健晋、天野　秀生、久保　俊介、
尾崎　正知、吉野　　充、三宅　剛司、川瀬　裕一、大橋　範之、大鶴　　優、
田坂　浩嗣、羽原　誠二、多田　　毅、田中　裕之、丸尾　　健、福　　康志、
加藤　晴美、後藤　　剛、門田　一繁

037　�受診経路により原発性アルドステロン症患者の臨床所見は異なる
JR広島病院　循環器内科

藤井　雄一、大下　千景、上田　智広、寺川　宏樹
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038　�治療中高血圧患者における尿酸代謝へのイルベサルタンの効果：後ろ向き観察研究
1藤井政雄記念病院循環器内科、2虎の門病院循環器センター内科、3山陰労災病院循環器科、
4鳥取大学医学部地域医療学、5鳥取大学医学部臨床検査学、6鳥取大学医学部病態情報内科学、
7鳥取大学大学院医学系研究科再生医療学分野

宮崎　　聡1、桑原　政成2、水田栄之助3、太田原　顕3、浜田　紀宏4、荻野　和秀5、
加藤　雅彦6、山本　一博6、久留　一郎7

14:37〜15:09 心内膜炎 座長：正岡　佳子／福木　昌治

039　�大動脈弁輪膿瘍を合併した大動脈弁位人工弁感染に対してFreestyle弁を用い大動脈基部置換術
を施行した１例

心臓病センター榊原病院　心臓血管外科
橘　　仁志、平岡　有努、石田　敦久、田村健太郎、都津川敏範、近沢　元太、
吉鷹　英範、坂口　太一

040　�疣腫により左室流入障害をきたした人工弁感染の1例
下関市立市民病院

西　　健斗、栗栖　和宏、木村　　聡、上野　安孝

041　�僧帽弁位感染性心内膜炎に対する弁形成術後遠隔期に異なる菌によって再発した一例
1鳥取大学医学部附属病院　病態情報内科学、2鳥取大学医学部附属病院　器官再生外科学

網崎　良佑1、春木　伸彦1、平井　雅之1、柳原　清孝1、松原　剛一1、衣笠　良治1、
加藤　雅彦1、山本　一博1、岸本　　諭2、中村　嘉伸2、西村　元延2

042　�急性心膜炎が診断の契機となった全身性エリテマトーデス（SLE）の一例
倉敷中央病院　循環器内科

吉田　賢大、村井　亮介、佐野　　新、羽原　誠二、門田　一繁
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第３会場

10:45〜11:25 心筋炎・心筋症1 座長：寺坂　律子／池田　安宏

043　�膀胱癌との関連が示唆された好酸球性心筋炎の1例
津山中央病院　循環器内科

遠藤　豊宏、難波　悠介、山中　俊明、森　　久寿、吉村　真吾、安原健太郎、
池田　悦子、井田　　潤、柚木　　佳、岡　　岳文

044　�食道癌に対する化学放射線療法後に晩期心臓障害による治療抵抗性心不全に至った一例
鳥取大学医学部　病態情報内科学

矢田貝菜津子、春木　伸彦、平井　雅之、柳原　清孝、衣笠　良治、加藤　雅彦、
山本　一博

045　�急性心筋炎の経過中にST上昇を伴う冠れん縮性狭心症を合併した一例
松江市立病院 循環器内科

大嶋　丈史、岡田　清治、三浦　重禎、山口　直人、太田　庸子、広江貴美子、
太田　哲郎

046　�頸椎損傷慢性期に発症したタコツボ型心筋症の一例
1島根大学医学部附属病院　循環器内科、2島根大学医学部附属病院　検査部

大内　　武1、石倉　正大1、古志野海人1、山口　一人1、岡崎　浩一1、森田　祐介1、
朴　　美仙1、香川　雄三1、岡田　大司1、伊藤　新平1、佐藤　寛大1、渡邊　伸英1、
遠藤　昭博1、吉冨　裕之1,2、田邊　一明1

047　�ペースメーカリード抜去術後に発症した,�たこつぼ心筋症の1例
岡山大学循環器内科

寺西　　仁、西井　伸洋、宮本　真和、森本　芳正、川田　哲史、更科　俊洋、
高谷　陽一、杜　　徳尚、中川　晃志、赤木　　達、吉田　賢司、谷山真規子、
渡邊　敦之、三好　　亨、赤木　禎治、中村　一文、森田　　宏、伊藤　　浩

11:25〜12:05 心筋炎・心筋症2 座長：名尾　朋子／加藤　雅彦

048　�Multi�modalityにより評価した心アミロイドーシスの1例
1島根大学医学部内科学講座第四、2島根大学附属病院検査部

古志野海人1、伊藤　新平1、山口　一人1、石倉　正大1、森田　祐介1、岡崎　浩一1、
朴　　美仙1、香川　雄三1、岡田　大司1、佐藤　寛大1、大内　　武1、渡邊　伸英1、
遠藤　昭博1、吉冨　裕之2、田邊　一明1

049　�重症糖尿病を契機に発見されたミトコンドリア心筋症の一例
山口大学医学部付属病院　第二内科

長澤　仁明、奥田　真一、山田寿太郎、矢野　雅文

050　�肥満心筋症に伴う心機能低下が減量とともに著明に改善した若年高度肥満の一例
1山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学、2山口大学医学部附属病院 超音波センター

小室あゆみ1、和田　靖明1、周布　陽子1、濱田　頼臣1、前田　貴子1、奥田　真一1、
田中　伸明1、矢野　雅文1、有吉　　亨2
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051　�心房細動治療により血行動態の改善を認めた左室緻密化障害合併低左心機能心房中隔欠損症の一例
1山口大学大学院　医学系研究科　器官病態内科学、
2JA山口厚生連　周東総合病院　循環器内科

藤井　翔平1,2、吉賀　康裕1、立石　裕樹1、藤村　達大1、石口　博智1、福田　昌和1、
岡村　誉之1、山田寿太郎1、奥田　真一1、和田　靖明1、弘本　光幸2、矢野　雅文1

052　�αトロポミオシンに遺伝子異常を認めた家族性肥大型心筋症の一家系
山口大学医学部付属病院　器官病態内科学

縄田　純也、小林　茂樹、久岡美奈子、福田　昌和、大野　　誠、藤村　達大、
内海　仁志、立石　裕樹、望月　　守、小田　哲郎、奥田　真一、矢野　雅文

13:25〜13:57 大動脈1 座長：片山　桂次郎／齋藤　雄平

053　�腹部大動脈瘤−下大静脈穿破に対してステントグラフト内挿術を施行した1例
1岡山赤十字病院 心臓血管外科、2岡山医療センター 心臓血管外科

中西　浩之1、藤本　竜平1、中井　幹三2

054　�腎動脈下腹部大動脈瘤に対してsnorkel�techniqueと瘤内塞栓を用いて治療を完遂した1例
津山中央病院　心臓血管外科

剱持　礼子、久保　陽司、松本　三明

055　�当院での腹部大動脈瘤治療の現状
独立行政法人国立病院機構岩国医療センター　心臓血管外科

木佐森永理、大谷　　悟、山本　　剛、錦　みちる、山田　有紀、松本泰一郎

056　�当院における腹部大動脈ステントグラフト内挿術の中・長期成績
公益財団法人　大原記念倉敷中央病院機構　倉敷中央病院

陣野　太陽、小宮　達彦、島本　　健、野中　道仁、境　　次郎、北浦　順也、
金子　寛行、古市　吉真、富永　　磨、白神　　拓、菅谷　篤史、平山　雅弥

13:57〜14:29 大動脈2 座長：衛藤　弘城／佐伯　宗弘

057　�バルサルバ洞動脈瘤破裂に伴い循環不全を来したと考えられた1例
広島大学大学院医歯薬保健学研究科　循環器内科学

高永甲有司、宇都宮裕人、須澤　　仁、原田　　侑、木下　未来、日高　貴之、
木原　康樹

058　�EVAR後遠隔期にステントグラフト脚migrationによるエンドリーク再燃からAAA破裂を来した
１例

心臓病センター榊原病院
阪本　浩助、近沢　元太、平岡　有努、田村健太郎、都津川敏範、津島　義正、
坂口　太一、吉鷹　秀範

059　�ステロイドが著効したIgG4関連動脈周囲炎の１例
市立三次中央病院　循環器内科

小畠　啓史、田中　幸一、山路　貴之、三上　慎祐、小林　賢悟、田中　玄紀
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060　�AFXによるInfra-renal�AAA�の治療成績
福山市民病院

藤井　泰宏、枝木　大治、栗山　充仁、喜岡　幸央

14:29〜15:01 大動脈3 座長：森景　則保／吉鷹　秀範

061　�Complicated�B型大動脈解離に対するステントグラフト治療
国立病院機構　岩国医療センター　心臓血管外科

山本　　剛、大谷　　悟、錦　みちる、山田　有紀、松本泰一郎、木佐森永理

062　�急性大動脈解離による腹部malperfusionに対して上腸間膜動脈バイパス、TEVARを施行した一例
倉敷中央病院　心臓血管外科

菅谷　篤史、小宮　達彦、島本　　健、野中　道仁、境　　次郎、北浦　順也、
金子　寛行、古市　吉真、陣野　太陽、富永　　麿、白神　　拓、平山　雅弥

063　�胸部解離性大動脈瘤への上行弓部置換＋オープンステント術後の両側腎動脈閉塞に抗凝固療法が
奏功した一例

倉敷中央病院　心臓血管外科
平山　雅弥

064　�開胸手術における胸骨固定法—ワイヤー離断、胸骨離開を防ぐためにー
倉敷中央病院　心臓血管外科

北浦　順也、小宮　達彦、島本　　健、野中　道仁、境　　次郎、金子　寛行、
古市　吉真、陣野　太陽、富永　　麿、白神　　拓、菅谷　篤史、平山　雅弥
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第４会場

14:25〜14:57 肺 座長：根石　陽二／小川　愛子

065　�部分肺静脈灌流異常症を有する肺高血圧症の１例
倉敷中央病院　循環器内科

大家　理伸、畑　　玲央、小坂田皓平、川瀬　裕一、多田　　毅、福　　康志、
門田　一繁

066　�肺動脈性肺高血圧症に合併した巨大肺動脈瘤に人工血管置換術を施行した一例
1岡山大学医歯薬学総合研究科　循環器内科、2岡山ろうさい病院　循環器内科、
3岡山大学医歯薬学総合研究科　心臓血管外科

大塚　寛昭1、中村　一文1、小橋宗一郎2、江尻健太郎1、赤木　　達1、渡邊　敦之1、
西井　伸洋1、三好　　亨1、森田　　宏1、笠原　真悟3、伊藤　　浩1

067　�対照的な転帰を辿った重症肺血栓塞栓症の2症例
福山市民病院　循環器内科

村上　周平、中濱　　一、赤井　弘明、石井　晶子、水野　智文、河村　浩平、
荒井　康則、内藤洋一郎、藤田　慎平、鈴木　秀行、杉山　弘恭、久保　元基、
末丸　俊二

068　�潰瘍性大腸炎に対する漢方薬青黛（せいたい）による肺高血圧症は治癒可能である
1国家公務員共済組合連合会　呉共済病院、2広島大学大学院　循環器内科学

岡本　大輝1、土肥　由裕1、折田　裕一1、平位　有恒1、友弘　康之1、木原　康樹2

14:57〜15:21 静脈 座長：宗政　充／小田　強

069　�深部静脈血栓症に急性下肢動脈閉塞を合併し、その後の治療に難渋した一例
国立病院機構　岩国医療センター

山田　隆史、飯田　倫公、中島　充貴、森　　淳史、横濱　ふみ、和田　匡史、
長谷川大爾、川本　健治、田中屋真智子、片山　祐介、櫻木　　悟

070　�Catheter-directed�thrombolysis�(CDT)が効果なかった深部静脈血栓症の一例
JR広島病院　循環器内科

上田　智広、藤井　雄一、大下　千景、寺川　宏樹

071　�永久ペースメーカー留置後,�左上腕静脈閉塞を来し,�抗血栓薬により良好な経過を得た1例
庄原赤十字病院　循環器内科

板倉　文乃、渡邊　紀晶、岩崎　年高、奥原宏一郎
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第５会場

8:45〜9:25 不整脈1 座長：吉賀　康裕／中野　由紀子

072　�僧帽弁輪を旋回する難治性心房粗動に対してmarshall�vein�chemical�ablationが奏効した一例
倉敷中央病院　循環器内科

大橋　範之、田坂　浩嗣、畑　　玲央、尾崎　正知、吉野　　充、藤井　理樹、
門田　一繁

073　�当院における発作性心房細動に対するCryo�Balloon�Ablationの長期成績
倉敷中央病院　循環器内科

吉野　　充、田坂　浩嗣、畑　　玲央、尾崎　正知、大橋　範之、藤井　理樹、
門田　一繁

074　�Hot�balloonアブレーション後に再発した発作性心房細動に対して2nd�sessionのアブレーション
を施行した二例

倉敷中央病院　循環器内科
尾崎　正知、田坂　浩嗣、畑　　玲央、吉野　　充、大橋　範之、藤井　理樹、
門田　一繁

075　�心房中隔欠損症のカテーテル閉鎖術後に再発した心房細動に対しデバイスを穿刺して肺静脈隔離
を施行した一例

岡山大学病院 循環器内科
網岡　尚史、中川　晃志、森本　芳正、高谷　陽一、渡邊　敦之、赤木　禎治、
森田　　宏、伊藤　　浩

076　�僧帽弁形成術・Maze術後の心房頻拍に対して、Rhythmiaを用いてmappingを行い、RFCAを施
行した1例

岡山大学　循環器内科
森本　芳正、渡邊　敦之、川田　哲史、宮本　真和、寺西　　仁、中川　晃志、
西井　伸洋、中村　一文、森田　　宏、伊藤　　浩

9:25〜10:05 不整脈2 座長：田坂　浩嗣／末成　和義

077　�冠静脈洞入口部閉塞を伴ったWPW症候群の1例
1山口大学　大学院医学系研究科　器官病態内科学、
2山口大学　大学院医学系研究科　保健学科

石口　博智1、上山　　剛1、吉賀　康裕1、大野　　誠1、福田　昌和1、文本　朋子1、
清水　昭彦2、矢野　雅文1

078　�肺静脈隔離術1年後に出現した左房-肺静脈マクロリエントリー性心房頻拍の一例
1山口大学大学院　医学系研究科　器官病態内科学、
2山口大学大学院　医学系研究科　保健学科

福田　昌和1、吉賀　康裕1、清水　昭彦2、大野　　誠1、石口　博智1、矢野　雅文1
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079　�植込み後、数年の経過を経て心腔内側にリードが牽引され、右房内でループ形成したVDDリー
ド不全の一例

国立病院機構　岩国医療センター
横濱　ふみ、和田　匡史、飯田　倫公、山田　隆史、中島　充貴、森　　淳史、
長谷川大爾、川本　健治、田中屋真智子、片山　祐介、櫻木　　悟

080　�植込み型心臓モニタ（Reveal�LINQ）により早期に発作性心房細動を検出し得た潜因性脳梗塞の
一例

山口県立総合医療センター 循環器内科
久岡　雅弘、上山　　剛、田中　慎二、上田　　亨、小田　隆将、中尾　文昭、
池田　安宏、藤井　崇史

081　�DOAC減量基準境界領域の症例において低用量内服中に心原性脳梗塞を発症した非弁膜症性心房
細動の2例

独立行政法人国立病院機構岩国医療センター循環器内科
森　　淳史、飯田　倫公、山田　隆史、森　　淳史、横濱　ふみ、和田　匡史、
長谷川大爾、川本　健治、田中屋真智子、片山　祐介、櫻木　　悟

10:05〜10:45 心不全1 座長：多田　毅／日高　貴之

082　�左房内に高度のもやもやエコーを呈し、血栓コントロールに難渋する低心機能の1例
1島根県立中央病院　循環器科、2島根県立中央病院　臨床検査部、3江口内科医院

安田　　優1、吉田　雅昭1、牛尾　弘美2、秋風　清香2、下垣真紀子2、江口　春樹3、
鈴木　慎介1、井本　宏治1、園山　一彦1、河端　哲也1、小田　　強1

083　�胞状奇胎にともなう異常hCG高値により心不全を来した１例
広島赤十字・原爆病院

古谷　元樹、加世田俊一、岡田　武規、大橋　紀彦、出井　尚美、中野　貴之

084　�治療に難渋した薬剤性心筋症の1例
津山中央病院　循環器内科

森　　久寿、山中　俊明、遠藤　豊宏、難波　悠介、吉村　真吾、安原健太郎、
池田　悦子、柚木　　佳、井田　　潤、岡　　岳文

085　�急性非代償性心不全患者におけるトルバプタン使用による高ナトリウム血症の予測因子の検討
倉敷中央病院　循環器内科

畑　　玲央、川瀬　裕一、三浦　勝也、天野　秀生、久保　俊介、尾崎　正知、
吉野　　充、三宅　剛司、大橋　範之、大鶴　　優、田坂　浩嗣、羽原　誠二、
多田　　毅、田中　裕之、丸尾　　健、福　　康志、加藤　晴美、藤井　理樹、
後藤　　剛、門田　一繁

　
086　�心不全治療におけるトルバプタンの有効性と左房拡大の有無に対する比較検討

下関市立市民病院
梶山　渉太、辛島　詠士、與田　俊介、安田　潮人、金子　武生
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10:45〜11:25 心不全2 座長：小林　茂樹／谷山　真規子

087　�虚血性心不全を発症した家族性高コレステロール血症への治療介入
1広島大学 卒後臨床研修センター、2広島大学　循環器内科

渡邊　信寛1、栗栖　　智2、西樂　顕典2、宇都宮裕人2、石橋　　堅2、北川　知郎2、
日高　貴之2、福田　幸弘2、中野由紀子2、山本　秀也2、木原　康樹2

088　�慢性心不全の増悪により入院加療を行った患者における退院後1年間の予後経過の検討
広島市立安佐市民病院　循環器内科

小田　　登、土谷　朱子、竹内　有則、東原　　佑、山根　　彩、永井　道明、
香川　英介、國田　英司、佐々木正太、加藤　雅也、土手　慶五

089　�左室駆出率が低下した心不全（HFrEF）と左室駆出率が保たれた心不全（HFpEF）の予後の違い
倉敷中央病院　循環器内科

多田　　毅、川瀬　裕一、畑　　玲央、門田　一繁

090　�当院における僧帽弁閉鎖不全合併心不全の実情
倉敷中央病院　循環器内科

川瀬　裕一、畑　　玲央、多田　　毅、門田　一繁

091　�心不全における細胞外水分比の測定意義の検討
津山中央病院　循環器内科

難波　悠介、柚木　　佳、遠藤　豊宏、森　　久寿、吉村　真吾、安原健太郎、
山中　俊明、池田　悦子、井田　　潤、岡　　岳文

　

11:25〜12:05 弁膜症1 座長：島本　健／西岡　健司

092　�SAPIEN3での経カテーテル的大動脈弁植え込み術中に弁輪部破裂を来した一例
倉敷中央病院　循環器内科

天野　秀生、桑山　明宗、久保　俊介、大鶴　　優、丸尾　　健、福　　康志、
後藤　　剛、門田　一繁

093　�Shaggy�aortaを合併した重症大動脈弁狭窄症に対するTA-TAVIの一例�−ガイドワイヤー操作の
工夫−

鳥取大学医学部附属病院　心臓血管外科
仁井　陸冬、大野原岳史、原田　真吾、角　　尚紀、笹見　強志、倉敷　朋弘、
岸本　　諭、岸本祐一郎、藤原　義和、中村　嘉伸、西村　元延

094　�SAPIEN�XTとSAPIEN�3の留置後の形状に与えるバルーン容量の影響
倉敷中央病院　循環器内科

桑山　明宗、福　　康志、大家　理伸、天野　秀生、久保　俊介、三宅　剛司、
大鶴　　優、丸尾　　健、後藤　　剛、門田　一繁

095　�SapienXTとSapien3による弁周囲逆流重症度の比較
1倉敷中央病院 循環器内科、2倉敷中央病院　心臓血管外科

丸尾　　健1、天野　秀生1、久保　俊介1、桑山　明宗1、大鶴　　優1、島本　　健2、
福　　康志1、後藤　　剛1、門田　一繁1
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096　�食道癌術後，胃管胸骨前再建を行われた患者においてアプローチ法に工夫を要した僧帽弁形成術
の一例

公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院　心臓血管外科
白神　　拓、小宮　達彦、島本　　健、野中　道仁、境　　次郎、北浦　順也、
金子　寛行、古市　吉真、陣野　太陽、富永　　麿、菅谷　篤史、平山　雅弥

13:25〜14:05 弁膜症2 座長：福　康志／西村　元延

097　�Safari�Wireの両側乳頭筋圧迫による僧帽弁離開の様子が3D経食道超音波で詳細に観察出来た症例
1広島市立　広島市民病院　循環器内科、2広島市立　広島市民病院　心臓血管外科

西岡　健司1、迫田　直也2、檜垣　忠直1、大井　邦臣1、臺　　和興1、大塚　雅也1、
佐伯　宗弘2、柚木　継二2、正岡　佳子1、吉田　英生2、塩出　宣雄1

098　�腹部・左鎖骨下動脈狭窄屈曲を伴う大動脈弁狭窄症に鎖骨上左鎖骨下動脈アクセスでのEvoluteR
の一例

1倉敷中央病院　心臓血管外科、2倉敷中央病院　循環器内科
島本　　健1、福　　康志2、丸尾　　健2、後藤　　剛2、古市　吉真1、久保　俊介2、
大家　理伸2、桑山　明宗2、天野　秀生2、小宮　達彦1

099　�経カテーテル大動脈弁留置術後の血栓弁の2例
倉敷中央病院　心臓血管外科

境　　次郎、小宮　達彦、島本　　健、野中　道仁、北浦　順也、金子　寛行、
古市　吉真、陣野　太陽、富永　　磨、白神　　拓、菅谷　篤史、平山　雅弥

100　�コアバルブEvolut�Rを留置し経時的に人口弁周囲逆流の減少を認めた一例
1山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学、
2山口大学大学院医学系研究科　器官病態外科学

南野　巧真1、岡村　誉之1、小田　哲郎1、立石　裕樹1、和田　靖明1、濱田　頼臣1、
小室あゆみ1、福井　　剛1、西村　　傑1、藤村　達大1、内海　仁志1、望月　　守1、
名尾　朋子1、山田寿太郎1、小林　茂樹1、美甘　章仁2、濱野　公一2、矢野　雅文1

101　�心房中隔欠損カテーテル閉鎖術　〜 device選択に関する一考察〜
倉敷中央病院　小児科

河本　　敦、森　　秀洋、上田　和利、荻野　佳代、林　　知宏、脇　　研自、
新垣　義夫

14:05〜14:37 不整脈3 座長：森田　宏／井上　義明

102　�運動負荷試験中にwide�QRS�tachycardiaを来したBrugada症候群の1例
岡山大学　医学部　循環器内科　

宮本　真和、森田　　宏、森本　芳正、三好　章仁、川田　哲史、寺西　　仁、
中川　晃志、西井　伸洋、渡邊　敦之、中村　一文、伊藤　　浩
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103　�10年の経過で特発性心室細動の原因がBrugada症候群と判明した1例
県立広島病院　循環器内科

中尾　裕貴、三浦　史晴、武田　充史、橋本　　悠、政田　賢治、小田　　望、
卜部　洋司、山里　　亮、光波　直也、上田　浩徳

104　�Full�stomach�testによってST部分に階段状の変化をきたしたBrugada症候群の1例
徳山中央病院

加藤　孝佳、分山　隆敏、岩見　孝景、原田　　希、田中　正和、平塚　淳史、
竹中　　仁、木下　奈津、小川　　宏

105　�Brugada症候群におけるVF�stormに対してアミオダロンが著効した1例
広島市立広島市民病院

中尾　恭久、末成　和義、駿河　宗城、小林　佑輔、池上　雄紀、竹本　　創、
檜垣　忠直、大井　邦臣、臺　　和興、中間　泰晴、川瀬　共治、西岡　健司、
酒井　孝裕、大塚　雅也、嶋谷　祐二、正岡　佳子、塩出　宣雄

14:37〜15:09 不整脈4 座長：池田　悦子／村上　充

106　�先天性QT延長症候群に伴うVf�stormを来した1例
1岡山大学　医学部　循環器内科、2岡山大学　医学部　小児循環器科

宮本　真和1、森田　　宏1、栄徳　隆裕2、森本　芳正1、三好　章仁1、川田　哲史1、
寺西　　仁1、中川　晃志1、西井　伸洋1、渡邊　敦之1、伊藤　　浩1、重光　祐輔2、
馬場　健児1,2、大月　審一2

107　�心肺停止に至ったQT短縮症候群の1例
岡山大学病院

山岡　英功、森田　　宏、大塚　寛昭、戸田　洋伸、寺西　　仁、杜　　徳尚、
中川　晃志、渡邊　敦之、西井　伸洋、中村　一文、伊藤　　浩

108　�VT�stormに対してCRT-Dの左室ペーシング機能の停止を要した陳旧性心筋梗塞の1例
1広島市立広島市民病院　循環器内科、2広島市立広島市民病院　臨床検査部

小林　佑輔1、末成　和義1、駿河　宗城1、中尾　恭久1、池上　雄紀1、竹本　　創1、
檜垣　忠直1、臺　　和興1、大井　邦臣1、川瀬　共治1、中間　泰晴1、西岡　健司1、
酒井　孝裕1、大塚　雅也1、嶋谷　祐二1、正岡　佳子2、塩出　宣雄1

109　�Idiopathic�paroxysmal�atrioventricular�blockと考えられた一症例
マツダ病院

山本　佳征、住居晃太郎、蓼原　　太、三保　成正、岩本　明倫


