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一般演題

第１会場

9：35〜10：03 弁膜症1 座長：池永　寛樹／山内　正信

001　�全身性エリテマトーデスに抗リン脂質抗体症候群を合併した症例の僧帽弁置換術施行時の抗凝固
管理

松江赤十字病院
角　　尚紀、許　　敞一、片山　秀幸、添田　　健、齋藤　雄平

002　�回旋枝梗塞後 tethering�MRに対する papillary�head�optimization 手術の3年経過症例
津山中央病院　心臓血管外科

松本　三明、剱持　礼子、久保　陽司

003　�Ischemic�MRに対するMitraClip により良好な転機を得た一例
倉敷中央病院　循環器内科

島　　裕樹、佐野　　新、三浦　勝也、天野　秀生、久保　俊介、羽原　誠二、 
丸尾　　健、福　　康志、門田　一繁

004　�運動負荷心臓超音波検査で重症化したMRに対しMitra　Crip が奏功した一例
倉敷中央病院　循環器内科

茶谷　龍己、久保　俊介、佐野　　新、三浦　勝也、天野　秀生、多田　　毅、 
丸尾　　健、福　　康志、門田　一繁

10：03〜10：31 弁膜症2 座長：島本　　健／春木　伸彦

005　�心房細動に伴う高度僧房弁逆流・三尖弁逆流に対して両弁形成術を施行した1例
１岡山大学　医学部　循環器内科、２岡山大学　医学部　心臓血管外科

横濱　ふみ1、中村　一文1、高谷　陽一1、杜　　徳尚1、中川　晃志1、赤木　　達1、 
吉田　賢司1、谷山真規子1、渡邊　敦之1、三好　　亨1、西井　伸洋1、赤木　禎治1、
森田　　宏1、伊藤　　浩1、衛藤　弘樹2、末澤　孝徳2、笠原　真悟2

006　�atrial�functional�MR、TRによる右心不全を呈した1例
１島根県立中央病院　循環器科、２島根県立中央病院　心臓血管外科

安田　　優1、石口　博智1、吉田　雅昭1、井本　宏治1、園山　一彦1、河端　哲也1、 
金築　一摩2、花田　智樹2、上平　　聡2、山内　正信2、小田　　強1

007　�心房性僧帽弁閉鎖不全症を合併した重症心不全に対し経カテーテル僧帽弁形成術を施行した一例
公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院　循環器内科

松下　俊輔、久保　俊介、三浦　勝也、大家　理伸、島田　健晋、天野　秀生、 
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
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008　�フレイルを改善した後に経カテーテル大動脈弁留置術を行った重症大動脈弁狭窄症の一例
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　心臓血管外科、 
３島根大学医学部附属病院　リハビリテーション科

佐藤　寛大1、遠藤　昭博1、森田　祐介1、末廣　章一2、今井　健介2、石原　弘基3、
藤田さゆり1、石倉　正大1、三浦　重禎1、岡崎　浩一1、朴　　美仙1、香川　雄三1、 
岡田　大司1、大内　　武1、渡邊　伸英1、吉冨　裕之1、織田　禎二2、田邊　一明1

10：31〜11：06 全般的問題・疫学 座長：岡　　岳文／加藤　雅也

009　�当院での IMPELLA使用経験
倉敷中央病院　循環器内科

多田　　毅、久保　俊介、川瀬　裕一、大鶴　　優、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

010　�冠動脈疾患の家族歴により臨床的特徴が異なるか？ - 器質的冠動脈狭窄および冠攣縮性狭心症患
者における検討 -

JR 広島病院
寺川　宏樹、大下　千景、上田　智広

011　�島根県の心血管インターベンション治療の現状　−アンケート調査結果報告−
１島根大学　循環器内科、２済生会江津総合病院、３島根県立中央病院、４浜田医療センター、
５益田赤十字病院、６松江市立病院、７松江生協病院、８松江赤十字病院

遠藤　昭博1、中澤　芳夫2、小田　　強3、明石晋太郎4、内田　利彦5、太田　哲郎6、
山下　　晋7、城田　欣也8、田邊　一明1

012　�心血管疾患の発症予防のために指導介入が必要な大学生について
島根大学　保健管理センター松江

杉原　志伸、河野　美江

013　�平成30年7月豪雨における救護活動の報告と J-SPEEDによる分析
１岡山赤十字病院　循環器内科、２岡山赤十字病院　医療社会事業部

河内　　大1、福家聡一郎1、大道　俊介1、溝渕　朝子1、大澤　和宏1、田中　正道1、
湯本　晃久1、齋藤　博則1,2、佐藤　哲也1

第２会場

8：45〜9：27 不整脈・デバイス1 座長：池田　悦子／吉田　雅昭

014　�周術期発作性心房細動に対するβ遮断薬の経皮投与と経口投与の比較検討
鳥取大学　医学部付属病院

掘江　弘夢、中村　嘉伸、笹見　強志、岸本　　望、池田　陽祐、徳留　純平、 
大月　優貴、大野原岳史、岸本祐一郎、原田　真吾、藤原　義和、西村　元延

015　�開心術後に再発を繰り返す難治性心房頻拍に対してアブレーション治療を行った１例
広島市立市民病院　循環器内科

中野　貴之、末成　和義、駿河　宗城、竹本　　創、橋本　　悠、友森　俊介、 
檜垣　忠直、臺　　和興、大井　邦臣、川瀬　共治、中間　泰晴、西岡　健司、 
大塚　雅也、正岡　佳子、塩出　宣雄
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016　�RHYTHMIATM による high�resolution�mapping により回路を同定し得た房室中隔欠損症修復術
後の心房頻拍の1例

岡山大学　医学部　循環器内科
宮本　真和、渡邊　敦之、佃　早央莉、森本　芳正、三好　章仁、中川　晃志、 
西井　伸洋、中村　一文、森田　　宏、伊藤　　浩

017　�回旋枝の梗塞巣周囲で回路を形成した心房粗動に対するアブレーションを施行した一例
１山口大学　大学院医学系研究科　器官病態内科学、 
２山口県立総合医療センター　循環器内科、３宇部興産中央病院　循環器内科

三戸　隆裕1、吉賀　康裕1、芝　　　翔1、藤井　翔平1、福田　昌和1、大野　　誠1、
上山　　剛2、清水　昭彦3、矢野　雅文1

018　�高位右房後中隔を最早期興奮部位としたATP感受性心房頻拍の一例
１鳥取大学 医学部　病態情報内科学分野、２鳥取大学　医学部　薬理学・薬物療法学分野

高見亜衣子1、三明淳一朗2、小倉　一能1、加藤　　克1、飯塚　和彦1、岡村　昌宏1、
辻本　大起1、加藤　雅彦1、山本　一博1

019　�複数回の spider�frash 装着にて頻拍が確認され、カテーテルアブレーションを施行したHIS 近
傍心房頻拍の１例

鳥取県立中央病院　心臓内科
菅　　敏光、那須　博司、影嶋　健二、吉田　泰之

9：27〜10：02 不整脈・デバイス2 座長：末成　和義／菅　　敏光

020　�三尖弁保護に注目した植込み型心臓デバイス手術時の経胸壁心エコー図の可能性
１地域医療機能推進機構徳山中央病院　循環器内科、 
２地域医療機能推進機構徳山中央病院　臨床検査部、 
３山口県済生会山口総合病院　生理検査室、４山口県済生会山口総合病院　循環器内科、 
５山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学

加藤　孝佳1,2、分山　隆敏1、岩見　孝景1、田中　正和1、原田　　希1、平塚　淳史1、
赤瀬　英亮1、縄田　純也1、伊藤　大祐2、角田　智枝3、田中　純子3、栢田　優子3、
松本　勝彦3、縄田　純子3、村田　幸栄3、小野　史朗4、小川　　宏1、矢野　雅文5

021　�ペースメーカ感染に対してデバイス抜去、リードレスペースメーカ植込みを行った1例
松江赤十字病院　循環器内科

岩崎洋一郎、井上　義明、城田　欣也、石井　裕繁、清水　孝史、赤坂　俊彦、 
神谷　裕子

022　�徐脈性心房細動が原因と思われるTorsades�de�Pointes に対してリードレスペースメーカの留置
が奏功した一例

福山市民病院　循環器内科
吉田　　優、久保　元基、赤井　弘明、村上　周平、水野　智文、内藤洋一郎、 
荒井　靖典、藤田　慎平、鈴木　秀行、末丸　俊二、吉川　昌樹

023　�演題取り下げ



─ 33 ─

024　�CRT-D 連続作動にて突然死に至った心サルコイドーシスの一例
岡山大学病院　循環器内科

小倉聡一郎、森田　　宏、岩野　貴之、三好　章仁、西井　伸洋、中村　一文、 
伊藤　　浩

10：02〜10：37 不整脈・デバイス3 座長：上山　　剛／小倉　一能

025　�心不全を合併した徐脈性心房細動に対し、ヒス束ペーシングを用いた両心室ペーシングが有効で
あった1例

医療法人あかね会　土谷総合病院　心臓血管センター　循環器内科
池上　雄紀、三戸　森児、藤井　裕人、森田　裕一、山根　健一、藤原　　舞、 
三宅　康子、渡　雄一郎、為清　博道、沖本　智和、村岡　裕司、林　　康彦

026　�Buddy�lead�technique を用いて遠位ヒス束ペーシングに成功した一例
倉敷中央病院　循環器内科

吉田　賢大、尾崎　正知、畑　　玲央、吉野　　充、大橋　範之、田坂　浩嗣、 
門田　一繁

027　�難治性心房頻拍および洞不全症候群に対して房室結節アブレーションとヒス束ペーシングを行っ
た1症例

１JCHO 徳山中央病院　循環器内科、２山口大学大学院　器官病態内科学
平塚　淳史1、分山　隆敏1、岩見　孝景1、田中　正和1、原田　　希1、加藤　孝佳1、 
赤瀬　英亮1、縄田　純也1、小川　　宏1、矢野　雅文2

028　�高度房室ブロックを伴うEbstein 病に対して右房化右室から心室ペーシングを行った一例
１山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学、２宇部興産中央病院

藤井　翔平1、大野　　誠1、福田　昌和1、三戸　隆裕1、吉賀　康裕1、矢野　雅文1、
清水　昭彦2

029　�心静止を呈した心臓抑制型神経調節性失神に対しペースメーカー移植術を行い失神を抑制し得た
1例

岡山大学　循環器内科
卜部　　力、森田　　宏、伊藤　　浩、赤木　禎治、中村　一文、三好　　亨、 
吉田　賢司、杜　　徳尚、三好　章仁、赤木　　達、谷山真規子、西井　伸洋、 
渡邊　敦之、中川　晃志、森本　芳正、戸田　洋伸、江尻健太郎、吉田　雅言、 
大塚　寛昭、三木　崇史

10：37〜11：12 不整脈・デバイス4 座長：井上　義明／加藤　　克

030　�造影剤ゼロでCRT-P アップグレードに成功した高度腎機能障害を有する低心機能の1例
国立病院機構　岩国医療センター

山田　隆史、和田　匡史、小寺　順久、飯田　倫公、中島　充貴、森　　淳史、 
川本　健治、田中屋真智子、片山　祐介、櫻木　　悟

031　�両心室ペースメーカー植込み後 functional�MRの急性期の改善がみられた重症心不全の一例
倉敷中央病院

大橋　範之、田坂　浩嗣、畑　　玲央、尾崎　正知、吉野　　充、川瀬　裕一、 
門田　一繁
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032　�左室の同期障害を伴う完全右脚ブロック患者にCRT-D 植え込みが効果的であった一例
県立広島病院　循環器内科

武田　充史、三浦　史晴、土谷　朱子、政田　賢治、小田　　望、卜部　洋司、 
山里　　亮、光波　直也、上田　浩徳

033　�CRT-P 植え込み時の左室リード挿入に難渋した左脚ブロックを伴う頻脈誘発性心筋症の一例
島根県立中央病院　循環器科

吉田　雅昭、安田　　優、石口　博智、井本　宏治、園山　一彦、河端　哲也、 
小田　　強

034　�繰り返す心室細動の原因が同一のステント内再狭窄である事が示された一例
JA　広島総合病院

石橋　直樹、赤澤　良太、藤原　敬士、渡邊　義和、荘川　知己、前田　幸治、 
辻山　修司

11：12〜11：47 不整脈・デバイス5 座長：中野由紀子／吉賀　康裕

035　�左室後中隔起源の心室期外収縮に対して、右房側からの通電で焼灼に成功した一例
広島市立広島市民病院

友森　俊介、末成　和義、駿河　宗城、中野　貴之、竹本　　創、橋本　　悠、 
檜垣　忠直、臺　　和興、大井　邦臣、川瀬　共治、中間　泰晴、西岡　健司、 
大塚　雅也、正岡　佳子、塩出　宣雄

036　�冠静脈内からの通電が有効であった左室 summit 部起源心室期外収縮の1例
倉敷中央病院

吉野　　充、田坂　浩嗣、畑　　玲央、尾崎　正知、大橋　範之、門田　一繁

037　�発作性心房細動に対するシベンゾリン内服中に心室頻拍をきたした1例
広島赤十字・原爆病院　循環器内科

古谷　元樹、加世田俊一、岡田　武規、大橋　紀彦、出井　尚美、柏原　彩乃

038　�スガマデクスナトリウム使用後に心室細動を呈した1例
１独立行政法人国立病院機構岡山医療センター循環器科、 
２独立行政法人国立病院機構岡山医療センター臨床研究部

林　　和菜1、田渕　　勲1、西原　大裕1、辻　　真弘1、内藤　貴教1、重歳　正尚1、
下川原裕人1、宗政　　充1、松原　広己1,2

039　�Vf�stormを続発した2型糖尿病の一例
１美祢市立病院　内科（循環器系）、 
２山口大学大学院医学研究科　器官病態内科学　循環器内科

李　　博文1、日野　昭宏1、藤村　達大1、末冨　　建1、山村　泰世1、福田　昌和2、
矢野　雅文2

13：30〜14：12 大動脈 座長：片山桂次郎／森景　則保

040　�急性大動脈解離に伴う難治性高血圧に対しステントグラフト内挿術が奏功した一例
倉敷中央病院　循環器内科

坂田　　篤、桑山　明宗、門田　一繁、後藤　　剛、加藤　晴美、福　　康志、 
丸尾　　健、田中　裕之、多田　　毅、羽原　誠二、田坂　浩嗣、大鶴　　優、 
大橋　範之、川瀬　裕一、三宅　剛司、吉野　　充、尾崎　正知、久保　俊介、 
天野　秀生、島田　健晋、大家　理伸
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041　�AAAに対し EVAR後ながら、endoleak による破裂を複数回繰り返した一症例
１松江赤十字病院　心臓血管外科、２松江赤十字病院　循環器内科

片山　秀幸1、斎藤　雄平1、許　　敞一1、角　　尚紀1、添田　　健1、城田　欣也2、
清水　孝史2

042　�当院におけるGore�Excluder�iliac�branch�endoprosthesis の初期成績
倉敷中央病院　心臓血管外科

島本　　健、小宮　達彦、野中　道仁、松尾　武彦、北浦　順也、古市　吉真、 
陣野　太陽、白神　　拓、菅谷　篤史、平山　雅弥、三浦　耕司、矢野　敦之

043　�バルサルバ洞動脈瘤に血栓を合併した一例
１広島市立安佐市民病院　循環器内科、２広島市立安佐市民病院　心臓血管外科

山根　　彩1、竹内　　誠1、塩田　日子1、小林　佑輔1、東原　　佑1、永井　道明1、 
香川　英介1、國田　英司1、小田　　登1、加藤　雅也1、土手　慶五1、大下　真代2、
片山　　暁2

044　�4分枝人工血管側枝断端が術後慢性期に仮性瘤となった症例
１川崎医科大学附属病院　心臓血管外科、２川崎医科大学　生理学１

本田　　威1,2、くわ田憲明1、山澤　隆彦1、渡部　芳子2、古川　博史1、柚木　靖弘1、 
田淵　　篤1、金岡　祐司1、種本　和雄1

045　�急性 B型大動脈解離における性差の検討
倉敷中央病院　循環器内科

茶谷　龍己、村井　亮介、川瀬　裕一、多田　　毅、門田　一繁

14：12〜14：54 肺高血圧・静脈・リンパ管 座長：太田　哲郎／宗政　　充

046　�胃全摘出後の高ホモシステイン血症が原因と考えられた静脈血栓症の２症例
１島根大学医学部付属病院　循環器内科、２島根大学医学部付属病院　検査部

大内　　武1、藤田さゆり1、石倉　正大1、三浦　重禎1、山口　一人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、渡邊　伸英1、
遠藤　昭博1、吉冨　裕之2、田邊　一明1

047　�静脈血栓塞栓症治療に対する直接経口抗凝固薬�(DOAC)�の有効性と安全性について：ワーファ
リンとの比較

倉敷中央病院　循環器内科
茶谷　龍己、畑　　玲央、村井　亮介、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、田坂　浩嗣、羽原　誠二、 
多田　　毅、田中　裕之、福　　康志、加藤　晴美、後藤　　剛、門田　一繁

048　�初期併用療法が奏効した肺動脈性肺高血圧症の一例
山口大学医学部附属病院

松山　哲也、立石　裕樹、梶井　俊郎、中村　吉秀、河野　通暁、福井　　剛、 
南野　巧真、宮崎　要介、内海　仁志、望月　　守、小田　哲郎、岡村　誉之、 
矢野　雅文

049　�1群3群混合型肺高血圧症に対する肺血管拡張薬の投与しCPXで評価した1例
独立行政法人　労働者健康安全機構　中国労災病院　内科

最上　淳夫、佐田　良治、竹内　有則、佐倉　拓朗、松田　圭司、本藤　達也
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050　�経食道超音波検査にて右眼窩出血を来した眼窩内静脈瘤の一例
福山市民病院

赤井　弘明、吉川　昌樹、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、水野　智文、吉田　　優、村上　周平

051　�腹部大動脈瘤に合併して発症したと考えられる下肢リンパ浮腫の一例
山口大学　医学部　器官病態外科　血管外科

末廣晃太郎、溝口　高弘、永瀬　　隆、佐村　　誠、原田　剛佑、森景　則保、 
濱野　公一

第３会場

11：41〜12：16 心筋症・心筋炎1 座長：池田　安宏／西岡　健司

052　�肺サルコイドーシス既往がある心室肥大患者で、心臓MRI が有用であった老人性アミロイドー
シスの１例

大原記念　倉敷中央病院
太田　千智、三宅　剛司、坂田　　篤、三宅　剛司、羽原　誠二、多田　　毅、 
加藤　晴美、島田　健晋、天野　秀生、久保　俊介、尾崎　正知、吉野　　充、 
川瀬　裕一、大橋　範之、大鶴　　優、田坂　浩嗣、田中　裕之、丸尾　　健、 
福　　康志、後藤　　剛、門田　一繁

053　�心タンポナーデを繰り返すサルコイドーシスの一例
松江市立病院　循環器内科

山口　直人、古志野海人、大嶋　丈史、広江貴美子、岡田　清治、太田　哲郎

054　�心臓 CT遅延造影による心サルコイドーシスの病変評価の有用性について
１鳥取大学医学部　病態情報内科学分野、２鳥取大学医学部　画像診断治療学分野

矢田貝菜津子1、太田　靖利2、平井　雅之1、柳原　清孝1、春木　伸彦1、松原　剛一1、
衣笠　良治1、加藤　雅彦1、山本　一博1

055　�著明な心機能回復を認めた薬剤誘発性心筋症の1例
広島市立安佐市民病院　循環器科

竹内　　誠、永井　道明、塩田　日子、小林　佑輔、東原　　佑、山根　　彩、 
香川　英介、國田　英司、小田　　登、加藤　雅也、土手　慶五

056　�前立腺癌への抗がん剤治療でエンザルタミドが関与したと疑われた一例
心臓病センター　榊原病院　循環器内科

十倉　大輔、塩見　知大、溝渕　雅彦、東儀　浄孝、西田　　剛、林田　晃寛、 
廣畑　　敦、山本　桂三

13：30〜14：05 心筋症・心筋炎2 座長：秋山　真樹／上田　浩德

057　�急性骨髄性白血病とホジキンリンパ腫治療後の晩期障害として現れた重症薬剤性心筋障害の一例
国立病院機構岡山医療センター

兼澤　弥咲、辻　　真弘、林　　和菜、西原　大裕、内藤　貴教、重歳　正尚、 
田渕　　勲、下川原裕人、宗政　　充、松原　広己
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058　�妊娠高血圧腎症に合併した産褥心筋症の１例
川崎医科大学附属病院

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

059　�左室前壁中部に限局した壁運動異常を呈したたこつぼ型心筋症の一例
広島市立安佐市民病院　循環器内科

東原　　佑、土手　慶五、加藤　雅也、小田　　登、國田　英司、香川　英介、 
永井　道明、山根　　彩、小林　祐輔、塩田　日子、竹内　　誠

060　�左室内血栓と慢性硬膜下血腫を合併した、たこつぼ型心筋症の１例
松江市立病院　循環器内科

古志野海人、山口　直人、大嶋　丈史、広江貴美子、太田　庸子、岡田　清治、 
太田　哲郎

061　�ステロイドが奏功し救命し得た巨細胞性心筋炎の１例　〜急性期および慢性期の経過〜
岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　循環器内科

網岡　尚史、中村　一文、山岡　英功、大塚　寛昭、木村　朋生、三好　章仁、 
川田　哲史、渡邊　敦之、西井　伸洋、森田　　宏、伊藤　　浩

14：05〜14：33 先天性心疾患1 座長：鎌田　政博／小谷　恭弘

062　�TCPC�conversion が推奨されたAPC�Fontan 術後左室型単心室症の一例
岡山大学　医歯薬総合研究科　循環器内科学講座

田渕　真基、杜　　徳尚、西井　伸洋、赤木　禎治、高谷　陽一、中川　晃志、 
赤木　　達、吉田　賢司、谷山真規子、渡邊　敦之、三好　　亨、中村　一文、 
森田　　宏、伊藤　　浩

063　�巨大瘤を伴った右冠動静脈瘻の一例
土谷総合病院　循環器内科

三宅　康子、沖本　智和、池上　雄紀、藤井　裕人、森田　裕一、山根　健一、 
藤原　　舞、三戸　森児、尾木　　浩、渡　雄一郎、為清　博道、村岡　裕司、 
林　康彦

064　�極型 Fallot 四徴症に対してのRastelli 術後遠隔期にVT/VFを認めた1例
１岡山大学　医学部　循環器内科、２岡山大学　医学部　心臓血管外科

横濱　ふみ1、杜　　徳尚1、高谷　陽一1、中川　晃志1、赤木　　達1、吉田　賢司1、 
谷山真規子1、渡邊　敦之1、三好　　亨1、西井　伸洋1、赤木　禎治1、中村　一文1、
森田　　宏1、伊藤　　浩1、黒子　洋介2、小谷　恭弘2、笠原　真悟2

065　�先天性心疾患術後遠隔期に右室流出路に疣贅を認めた感染性心内膜炎の一例
１倉敷中央病院　循環器内科、２倉敷中央病院　小児科

藤井　千尋1、大家　理伸1、小坂田皓平1、多田　　毅1、福　　康志1、脇　　研自2、 
新垣　義夫2、門田　一繁1
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14：33〜14：54 先天性心疾患2 座長：杜　　徳尚／中田　朋宏

066　�三尖弁形成術後の遠隔期に再手術を施行したEbstein 病の一例
１岡山大学病院 循環器内科、２岡山大学病院 心臓血管外科

岩野　貴之1、杜　　徳尚1、赤木　禎治1、高橋　　生1、横濱　ふみ1、黒子　洋介2、
小谷　恭弘2、笠原　真悟2、伊藤　　浩1

067　�突然心肺停止し植物状態となり、敗血症で死亡した単心室手術後の成人の1例
１山口県済生会下関総合病院　循環器科、２山口県済生会下関総合病院　冠疾患治療科

平野　能文1、大村　昌人1、白石　宏造1、濱田　芳夫1、百名　英二1、山田寿太郎2

068　�劇症型心筋症のため心肺停止となり蘇生後 ,�慢性心不全精査にて左冠動脈起始異常を認めた一例
岡山大学医学部附属病院 心臓血管外科

辻　　龍典、小谷　恭弘、迫田　直也、田井　龍太、小林　泰幸、川田　幸子、 
堀尾　直裕、後藤　拓弥、黒子　洋介、新井　禎彦、笠原　真悟

第４会場

11：58〜12：26 心不全 座長：小林　茂樹／谷山真規子

069　�β遮断薬によりPositive�Remodeling�が得られたが、内服中止により心機能が再増悪した左室収
縮障害の1例

広島市立安佐市民病院　循環器内科
小田　　登、竹内　　誠、塩田　日子、小林　佑輔、東原　　佑、山根　　彩、 
永井　道明、香川　英介、國田　英司、加藤　雅也、土手　慶五

070　�体外式 PMを併用した右心カテーテル検査で、恒久的PM植え込みが妥当と判断した補充調律を
伴う両心不全の1例

心臓病センター榊原病院
溝渕　雅彦、林田　晃寛、山本　桂三、廣畑　　敦、伴場　主一、大原美奈子、 
川元　隆弘

071　�低アルブミン血症における水利尿薬の有用性を体液組成で評価した1例
美祢市立病院　内科

末冨　　建、山村　泰世、李　　博文

072　�慢性心不全におけるのフレイルの進行と栄養状態に関する検討
市立三次中央病院　循環器内科

三上　慎祐、小畠　啓史、魚谷悠希未、妹尾　淳弘、小林　賢悟、田中　幸一

第５会場

9：49〜10：24 虚血性心疾患1 座長：岡村　誉之／塩出　宜雄

073　�経皮的冠動脈インターベンション後に肺胞出血をきたした本態性血小板血症合併急性心筋梗塞の
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
石倉　正大1、遠藤　昭博1、藤田さゆり1、三浦　重禎1、岡崎　浩一1、森田　祐介1、
朴　　美仙1、香川　雄三1、大内　　武1、岡田　大司1、佐藤　寛大1、渡邊　伸英1、 
山口　一人1、吉冨　裕之2、田邊　一明1
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074　�胃癌手術直後に左冠動脈主幹部に発症した超遅発性ステント血栓症の１症例
広島市立広島市民病院　循環器内科

中野　貴之、塩出　宣雄、駿河　宗城、竹本　　創、橋本　　悠、友森　俊介、 
檜垣　忠直、臺　　和興、大井　邦臣、川瀬　共治、中間　泰晴、末成　和義、 
西岡　健司、大塚　雅也、正岡　佳子

075　�当院における非保護左冠動脈主幹部におけるステント治療の現状
倉敷中央病院　循環器内科

生田　旭宏、大家　理伸、羽原　誠二、多田　　毅、田中　裕之、福　　康志、 
後藤　　剛、門田　一繁

076　�左冠動脈主幹部ステント留置後再狭窄に対するPaclitaxel-coated�balloon の効果
公益財団法人　倉敷中央医療機構　倉敷中央病院

高松　　誠、大家　理伸、羽原　誠二、多田　　毅、田中　裕之、福　　康志、 
後藤　　剛、門田　一繁

077　�冠動脈 de�novo 病変に対する薬剤溶出性バルーンの治療成績
倉敷中央病院　循環器内科

松下　和揮、門田　一繁、羽原　誠二、多田　　毅、田中　裕之、丸尾　　健、 
福　　康志、加藤　晴美、後藤　　剛

10：24〜10：59 虚血性心疾患2 座長：小田　　強／中村　嘉伸

078　�バルサルバ洞動脈瘤破裂による急性心筋梗塞の１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、 
３島根大学　医学部附属病院　心臓血管外科

森田　祐介1、朴　　美仙1、吉冨　裕之2、藤田さゆり1、石倉　正大1、三浦　重禎1、
岡崎　浩一1、香川　雄三1、岡田　大司1、佐藤　寛大1、大内　　武1、渡邊　伸英1、
山口　一人1、伊藤　　恵3、末廣　章一3、遠藤　昭博1、田邊　一明1

079　�急性心筋梗塞による心肺停止蘇生後患者に対して、Impella5.0が有用であった一例
倉敷中央病院

生田　旭宏、佐野　　新、小坂田皓平、松下　和揮、桑山　明宗、三浦　勝也、 
大家　理伸、島田　健晋、久保　俊介、尾崎　正知、三宅　剛司、川瀬　裕一、 
大鶴　　優、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

080　�明らかな胸痛なく亜急性期に心原性ショックで明らかとなった前壁中隔梗塞の一例
１山口大学医学部附属病院　器官病態内科学、２山口大学医学部附属病院　器官病態外科学

田中　慎二1、大野　　誠1、福田　昌和1、内海　仁志1、立石　裕樹1、望月　　守1、
小田　哲郎1、奥田　真一1、小林　茂樹1、矢野　雅文1、松野祐太朗2、蔵澄　宏之2、
鈴木　　亮2、美甘　章仁2、濱野　公一2

081　�亜急性心筋梗塞に伴う乳頭筋断裂から急性左心不全となった一例
心臓病榊原病院　循環器内科

橋本　幹史、廣畑　　敦、伴場　主一、大原美奈子、林田　晃寛、川元　隆弘、 
吉岡　　亮、吉田　俊伸、西田　　剛、橘　　元見、松本　健佑

082　�Bentall 術後に CPAとなり、LMCAに対するPCI を行い救命できた若年男性の一例
心臓病センター榊原病院　循環器内科

西田　　剛、廣畑　　敦、山本　桂三
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10：59〜11：34 虚血性心疾患3 座長：後藤　賢治／廣畑　　敦

083　�経皮的大動脈形成術時に偶発的に発見された巨大冠動脈瘤
山口大学大学院器官制御医科学器官病態内科学

立石　裕樹、岡村　誉之、宮崎　要介、福井　　剛、南野　巧真、内海　仁志、 
望月　　守、小田　哲郎、矢野　雅文

084　�冠攣縮性狭心症を発症した21歳男性の一例
呉医療センター　循環器内科

宮本　翔伍、杉野　　浩、重原　幹生、兵頭　洋平、下永　貴司、木下　晴之、 
市川　織絵、岡　　俊治

085　�各種モダリティを使用し心不全が軽快した1例
県立広島病院　脳心臓血管センター　循環器内科

土谷　朱子、光波　直也、武田　充史、政田　賢治、小田　　望、卜部　洋司、 
山里　　亮、三浦　史晴、上田　浩徳

086　�完全閉塞病変のPCI における実効原子番号の有用性
鳥取大学医学部付属病院　病態情報内科学分野

渡部　友視、網崎　良祐、佐々木直子、矢田貝菜津子、加藤　雅彦、山本　一博

087　�当院における定量的冠血流比�(QFR)�の正確性と限界
山口大学大学院医学系器官病態内科学

竹中　　仁、岡村　誉之、望月　　守、立石　裕樹、藤村　達大、宮崎　要介、 
西村　　傑、南野　巧真、福井　　剛、内海　仁志、小田　哲郎、山田寿太郎、 
矢野　雅文

11：34〜12：09 虚血性心疾患4 座長：那須　博司／福　　康志

088　�院外で CPAとなるも蘇生に成功し独歩退院まで回復しえた多枝VSAの1例
岡山労災病院　循環器内科

野田　陽子、小橋宗一郎、木村　佳穂、植木　　敦、谷　　義則、難波　靖治

089　�冠攣縮と冠動脈自然解離による心筋梗塞をくりかえした１症例
松江市立病院 循環器内科

大嶋　丈史、古志野海人、山口　直人、広江貴美子、太田　庸子、岡田　清治、 
太田　哲郎

090　�急性心筋梗塞に伴う心肺停止蘇生術後に肝損傷を合併した1症例
広島市立安佐市民病院　循環器内科

國田　英司、竹内　　誠、塩田　日子、小林　佑輔、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

091　�急性心筋梗塞を契機に診断された重症家族性高コレステロール血症 (FH) の一症例
松江赤十字病院

石井　裕繁、城田　欣也、井上　義明、清水　孝史、神谷　裕子、赤坂　俊彦、 
岩崎洋一郎

092　�カテーテル検査・治療後に発症した急性冠症候群の2症例
福山循環器病院

後藤　賢治、木下　康亮、上岡　　亮、小林　和哉、菊田　雄悦、佐藤　克政、 
谷口　将人、平松　茂樹、竹林　秀雄、治田　精一
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13：30〜13：58 心内膜炎・心膜・腫瘍1 座長：田中屋真智子／森本　啓介

093　�放射線治療6年後に滲出性収縮性心膜炎をきたした一例
１山陰労災病院　循環器科、２山陰労災病院　心臓血管外科

中村　研介1、尾崎　就一1、仁井　陸冬1,2、友森　匠也1、水田栄之助1、足立　正光1、
太田原　顕1、森本　啓介2、笠原　　尚1、遠藤　　哲1

094　�左室右房交通症を伴う大動脈弁、三尖弁位感染性心内膜炎の一例
独立行政法人　国立病院機構　岩国医療センター

松本泰一郎、大谷　　悟、山本　　剛、錦　みちる、山田　有紀、木佐森永理

095　�演題取り下げ

096　�20代の若年男性に生じた急性心筋梗塞の一例
１特定医療法人あかね会　土谷総合病院　循環器内科、 
２特定医療法人あかね会　土谷総合病院　心臓血管外科

藤井　裕人1、沖本　智和1、池上　雄紀1、森田　裕一1、山根　健一1、三宅　康子1、 
藤原　　舞1、三戸　森児1、渡　雄一郎1、尾木　　浩1、為清　博道1、村岡　裕司1、 
林　　康彦1、呉　　晟名2、平岡　俊文2、望月　慎吾2、古川　智邦2、山田　和紀2、
望月　高明2

13：58〜14：19 心内膜炎・心膜・腫瘍2 座長：寺川　宏樹／寺坂　律子

097　�心臓MRI を用いて評価することができたLoffler 心内膜炎の1例
倉敷中央病院　循環器内科

坂東　　遼、村井　亮介、生田　幸代、天野　秀生、三宅　剛司、田中　裕之、 
門田　一繁

098　�右肺動脈本幹を充填する占拠性病変
福山循環器病院

木下　康亮、後藤　賢治、治田　精一、竹林　秀雄、平松　茂樹、谷口　将人、 
佐藤　克政、菊田　雄悦、小林　和哉、上岡　　亮

099　�当院における感染性心内膜炎の実情
倉敷中央病院　循環器内科

宮嶋　啓伍、村井　亮介、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

14：19〜14：47 末梢動脈1 座長：尾崎　就一／山本　　剛

100　�LDLアフェレーシスにより下肢切断を免れたコレステロール塞栓の一例
１独立行政法人岩国医療センター循環器内科、２独立行政法人岩国医療センター皮膚科

中島　充貴1、濱重　純平2、小寺　順久1、飯田　倫公1、山田　隆史1、森　　淳史1、
小出　祐嗣1、和田　匡史1、川本　健治1、田中屋真智子1、片山　祐介1、櫻木　　悟1
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101　�腹部大動脈瘤を塞栓源とした blue�toe�syndrome に対して人工血管置換術を施行した1例
国立病院機構　岡山医療センター

田渕　　勲、西原　大裕、林　　和菜、辻　　真弘、内藤　貴教、重歳　正尚、 
下川原裕人、宗政　　充、松原　広己

102　�下腿動脈病変に対する血行再建術の初期成績の検討
鳥取県立厚生病院　血管外科

西村　謙吾

103　�重症下肢虚血肢に対する非解剖学的バイパス術の手術経験
津山中央病院　心臓血管外科

剱持　礼子、松本　三明、久保　陽司

14：47〜15：08 末梢動脈2 座長：岩見　孝景／松田　　晋

104　�特発性外腸骨動脈仮性動脈瘤の一例
国立病院機構　岩国医療センター

山田　有紀、大谷　　悟、山本　　剛、錦　みちる、松本泰一郎、木佐森永理

105　�膵頭十二指腸術前における正中弓状靭帯症候群
１広島市立安佐市民病院　循環器内科、２広島市立安佐市民病院　外科

塩田　日子1、香川　英介1、土手　慶五1、加藤　雅也1、小田　　登1、國田　英司1、
永井　道明1、山根　　彩1、東原　　佑1、小林　佑輔1、竹内　　誠1、中島　　亭2

106　�Transradial�Intervention によって橈骨動脈閉塞を来した強皮症2例
倉敷中央病院　循環器内科

島田　健晋、羽原　誠二、田中　裕之、後藤　剛、門田　一繁


