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第236回 日本循環器学会関東甲信越地方会
日　　時　平成27年６月20日（土）
会　　場　ステーションコンファレンス東京（千代田区）
 第Ⅰ会場　（605 Ａ+Ｂ+Ｃ）
 第Ⅱ会場　（602 Ａ+Ｂ）
 第Ⅲ会場　（602 Ｃ+Ｄ）
 PCセンター（604）
 〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-7-12　サピアタワー６階
 TEL 03-6888-8080
会　　長　東京都健康長寿医療センター
 原田　和昌

御　案　内
１．参 加 費：1,000円　※お釣りのないようにご準備下さい
２．受付時間：参 加 受 付　8：30～17：20
 PCセンター　8：30～15：50
３．一般演題発表時間：口演５分、討論２分
４．Ｙ Ｉ Ａ： 若手循環器医師の育成を目的としてYoung 

Investigator’s Awardを設け、最優秀賞、優
秀賞、特別賞を顕彰いたします。 
選考委員による第一次書類審査による選考
後、地方会当日口述発表による第二次審査
で審査員から発表者に対し質疑応答を行い
ます。

（口演６分、討論４分）
会場：第Ⅰ会場
時間：15：50－17：20
なお、以下の項目が審査の対象となります。
１）正しい医学用語の使用
２）発表時間の厳守と態度
３）考察
４）質問に対する応答
５）循環器臨床に対する貢献度
表彰式は評議員会終了後に評議員懇親会で
行います。

５．そ の 他：会場内ではPHSや携帯電話のスイッチは
お切り下さい。
また、講演中の写真撮影はご遠慮下さい。

託児サービスのご案内：
　　 日本循環器学会関東甲信越支部では、地方会へのご参

加の利便を図るため託児サービスを行っております。
評 議 員 会：地方会終了後、第Ⅰ会場で行います。
　　（懇親会は第Ⅲ会場にて行います。）

　次回地方会：第237回地方会は次の通りです。

日時：2015年９月26日（土）
会場：ステーションコンファレンス東京５階
会長：苅尾　七臣
　　　（自治医科大学　循環器内科）
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交通のご案内
【ＪＲ 線・東京メトロ】
　「東京駅」日本橋口（新幹線専用改札口）徒歩１分
　　　　　 八重洲北口改札口　徒歩２分
　 東京メトロ東西線「大手町駅」B7 出口から直結
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【発表者の方へ】
　 発表はすべてPCプレゼンテーションとなりますので、以下の要領をご確認の上、ご発表の30分前ま

でにPCセンターへお越し下さい。

●Windows でデータを作成された場合：データをお持ち下さい
　◦ CD-RまたはUSBフラッシュメモリに保存してご提出下さい。CD-Rについてはハイブリッドフォー

マットのみと致します。
　　（DVD・FD・MO 等は受付できませんのでご注意下さい。）
　◦ OSはWindows XP以降、アプリケーションはPowerPoint 2003以降に対応しております。 

それ以外のソフトや動画が多い場合は、ご自身のPCをお持ち下さい。
　◦フォントはOS（Windows XP）標準のもののみご用意致します。
　　　日本語：MSゴシック・MSPゴシック・MS明朝・MSP明朝
　　　英　語： Times New Roman・Arial・Arial Black・Arial Narrow・Century  

Century Gothic・Courier・Courier New・Georgia
　　 これ以外のフォントを使用した場合、文字・段落のずれ・文字化け・表示されない等のトラブルが

発生する可能性があります。
　◦液晶プロジェクターの解像度はXGA（1,024×768dpi）まで対応しております。
　◦ご用意いただくCD-RまたはUSBフラッシュメモリのウィルスチェックを事前に行って下さい。
　◦ ご発表開始時刻の30分前までにPCセンターでご発表データを試写確認のうえ、ご提出下さい。 

午前の最初のセッションの時間帯ではPCセンターが混雑しますので、お早めにお越し下さい。
　◦ご発表データは事務局で責任を持って消去致します。

●Macintoshでデータを作成された場合：ご自身のPCをご持参下さい
　◦ 必ずACアダプターをご用意下さい。

 D-sub15ピン（ミニ） 　　　　　　　　　　　付属外部出力ケーブル 例　　　　　

　◦動画もご利用いただけますが、再生できることをPCセンターで必ずご確認下さい。
　◦ 利用機種・OS・アプリケーションに制限はありませんが、D-sub 15ピンによるモニター出力が必

要です。ご持参いただくPCからD-sub 15ピンへの 変換コネクタが必要な場合には、各自でご用意
下さい。 D-sub 15ピン以外の接続はお受けできませんので予めご了承下さい。

　◦スクリーンセーバー、ウィルスチェックならびに省電力設定は予め解除しておいて下さい。
　◦電源ケーブルを必ずご持参下さい。バッテリーでのご使用はトラブルの原因となります。
　◦ 発表開始時刻の30分前までに、PCセンターで試写を行って下さい。PCセンターならびにPCオペレー

ション席ではデータの修正・変更は行えません。
　◦念のため発表用データのバックアップを必ずご持参下さい。
　◦ ご持参頂くPCに保存されている貴重なデータの損失を避けるため、必ず事前にデータのバックアッ

プを取っておいて下さい。
　◦PCをお預かり時にお渡しする半券はPC返却時に必要ですので大切に保管下さい。
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【託児室ご利用について】

託 児 時 間：2015年６月20日（土）　８：30　～　18：00

託 児 人 数：10名

対 象 年 齢：３ヶ月～小学校３年生まで

委　託　先：（株）アルファコーポレーション
　　　　　　（ACSA：全国保育サービス協会正会員）
　　　　　　 アルファコーポレーションの首都圏全施設どこでもご利用いただけます。下記URLから

最寄りの託児施設をご確認頂けます。各施設の詳細はご希望の施設名をクリックしご確
認下さい。

　　　　　　URL：http://www.alpha-co.com/ks_index.jsp

託　児　料：予約頂いた場合、上記設定時間中の料金は事務局が負担致します。
　　　　　　※ただしオムツなどの実費及び上記時間外の延長料金は除きます。

申込み方法： 以下の項目をメールにお書き添えの上、アルファコーポレーションまで直接お申込み下
さい。

メールアドレス：yoyaku@alpha-co.com
タイトル「第236回　日本循環器学会関東甲信越地方会　託児室予約」
　　１）学会会員番号
　　２）保護者氏名・所属・連絡先（携帯電話番号を含む）
　　３）子どもの人数・年齢・名前・性別
　　４）託児希望日時
　　５）託児上の注意点（アレルギー等）

※ご質問時のメールタイトルは
　「第236回　日本循環器学会関東甲信越地方会　託児室予約＋（ご用件）」
　とお書き下さい。

※電話・FAXでのお申込みも可能です
　TEL 03-5772-1222（平日９：30 ～ 18：00）　 FAX 03-5772-1224

お申込み後、ご予約確認メールと共に 利用規約・申込書を返信致します。
申込書は記入、押印の上、当日託児室までお持ち下さい。

申 込 締 切：2015年６月17日（水）
ただし定員になり次第締め切らせて頂きますので、お早めにお申込み下さい。
不測の事故に対応するために、シッター会社が保険に加入しており、保険適用範囲で補
償いたします。
また日本循環器学会では、事故の責任は負わないことをご了承下さいますようお願い申
し上げます。
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第236回 日本循環器学会関東甲信越地方会

日時：平成27年６月20日（土）
会場：ステーションコンファレンス東京６階
会長：東京都健康長寿医療センター　原田　和昌

第Ⅰ会場
8:50 開会挨拶
9:00

9:49

一般演題
9:00-9:49

虚血性心疾患-Ⅰ
セッションⅠ-1

休憩
9:54

10:43

一般演題
9:54-10:43

虚血性心疾患-Ⅱ
セッションⅠ-2

休憩
10:48

11:37

一般演題
10:48-11:37

虚血性心疾患-Ⅲ
セッションⅠ-3

休憩
12:00

12:45

教育セッションⅠ
12:00-12:45

発症機序から考える心不全と心房細動
演者：小室一成

（東京大学大学院医学系研究科　循環器内科学）
座長：平山篤志

（日本大学医学部内科学系　循環器内科学分野）

休憩
12:50

13:35

教育セッションⅡ
12:50-13:35

高血圧治療ガイドラインの問題点と今後の課題
演者：石光俊彦　

（獨協医科大学　循環器・腎臓内科）
座長：木村健二郎

（JCHO東京高輪病院）

休憩
14:00

14:49

一般演題
14:00-14:49

先天性心疾患・肺循環
セッションⅠ-4

休憩
14:54

15:36

一般演題
14:54-15:36

弁膜症・心内膜炎
セッションⅠ-5

休憩
15:50

17:20

15:50-17:20
YIA

17:20 閉会挨拶
17:25 評議員会

【専門医単位登録に関して】
専門医単位に関するセッション（教育セッション）は、会場前で単位登録手続きを行いますので、セッション開始前に単位登録手続ブー
スへお越しくださいますようお願い申し上げます。
セッション終了後には単位のご登録ができないためご留意ください。
また地方会参加単位登録（５単位）、教育セッション（３単位）はそれぞれ単位の登録手続きを行っていただく必要がございます。
お手数ではございますがそれぞれの単位のご登録をお願いいたします。
■「地方会参加単位」（５単位）受付時間  9:00 〜 17:20（開催終了まで）
■「教育セッション」（３単位）参加登録受付時間 11:00 〜 13:05（開始1時間前から終了30分前までとなります。）

第Ⅱ会場

9:00

9:35

一般演題
9:00-9:35
血栓症-Ⅰ

セッションⅡ-1
休憩

9:42

10:17

一般演題
9:42-10:17
血栓症-Ⅱ

セッションⅡ-2
休憩

10:24

11:06

一般演題
10:24-11:06

血栓症-Ⅲ
セッションⅡ-3

休憩
12:00

12:45

教育セッションⅢ
12:00-12:45

冠動脈疾患治療における虚血評価の意義
「心臓核医学のEvidence」

演者：肥田　敏
（東京医科大学病院　循環器内科学分野）
「Physiological PCIにおける心臓核医学の役割」

演者：桃原哲也
（榊原記念病院　循環器内科）

座長：岡崎　修
（国立国際医療研究センター　循環器内科）

休憩
12:50

13:35

教育セッションⅣ
12:50-13:35

冠動脈はどこまで見えるのか：
血管内イメージングの最前線

演者：廣　高史
（日本大学医学部内科学系　循環器内科学分野）

座長：宮内克己
（順天堂大学大学院医学研究科　循環器内科学）

休憩
14:00

14:42

一般演題
14:00-14:42

心筋炎・心筋症-Ⅱ
セッションⅡ-4

休憩
14:49

15:38

一般演題
14:49-15:38

たこつぼ心筋症
セッションⅡ-5

休憩
15:45

16:27

一般演題
15:45-16:27

心不全
セッションⅡ-6

第Ⅲ会場

9:00

9:35

一般演題
9:00-9:35
不整脈-Ⅰ

セッションⅢ-1
休憩

9:42

10:24

一般演題
9:42-10:24
不整脈-Ⅱ

セッションⅢ-2
休憩

10:31

11:13

一般演題
10:31-11:13

心筋炎・心筋症-Ⅰ
セッションⅢ-3

休憩
12:00

12:45

教育セッションⅤ
12:00-12:45

日本におけるTAVIの現状と今後の展望
演者：林田健太郎

（慶應義塾大学　循環器内科）
座長：高山守正　

（日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院）

休憩
12:50

13:35

教育セッションⅥ
12:50-13:35

エビデンスを実臨床に活かすための
インターネット活用術

演者：名郷直樹
（臨床研究適正評価機構）

座長：友池仁暢
（日本心臓血圧研究振興会付属榊原記念病院）

休憩
14:00

14:42

一般演題
14:00-14:42
大動脈・血管

セッションⅢ-4
休憩

14:49

15:38

一般演題
14:49-15:38

心臓腫瘍・心膜炎
セッションⅢ-5

休憩
15:45

16:13

一般演題
15:45-16:13

高血圧・その他
セッションⅢ-6
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第Ⅰ会場

セッションⅠ-1 虚血性心疾患-Ⅰ 9:00-9:49 座長 （菊名記念病院　循環器内科） 本江　純子
座長 （聖路加国際病院　循環器内科） 西　裕太郎

Ⅰ-1　低体温療法中に発症した急性心筋梗塞の一例
（国立国際医療研究センター病院　循環器内科） 鈴木聡一郎

岡崎　　徹、中村友妃子、久保田修司、中川　　尭、
脇屋　桃子、上村　宗弘、山本　正也、伊藤　信吾、
原　　久男、廣井　透雄

Ⅰ-2　冠動脈瘤内の狭窄病変にステント留置後早期にperi stent contrast stainingを来した一例
（心臓血管研究所附属病院　循環器内科） 野池　亮太

嘉納　寛人、矢嶋　純二、及川　裕二、松野　俊介、
大島　　暢、村田　伸弘、湯澤　靖文、永島　和幸、
桐ケ谷　肇、相澤　忠範、山下　武志

Ⅰ-3　非責任病変へのstaged PCIにより救命できた心源性ショックを伴うST上昇型急性心筋梗塞の一例
（昭和大学　横浜市北部病院　心臓血管カテーテル室） 木戸　岳彦

岡部　俊孝、小野　盛夫、井川　　渉、荏原誠太郎、
山下賢之介、山本　明和、星本　剛一、斎藤　重男、
雨宮　　妃、薬師寺忠幸、磯村　直栄、荒木　　浩、
落合　正彦

Ⅰ-4　単冠動脈症に重症冠動脈病変を合併した虚血性心筋症の一例
（日本医科大学　多摩永山病院　内科・循環器内科） 合田　浩紀

小谷英太郎、松崎　　弦、林　　耕次、中野　博之、
齋藤　恒徳、野崎　文華、原　千鶴子、小橋　啓一、
森澤太一郎、小杉　宗範、村田　広茂、中込　明裕、
井川　　修、草間　芳樹、新　　博次

（日本医科大学内科学（循環器内科学）） 清水　　渉

Ⅰ-5　非梗塞責任血管CTOに対して逆行性アプローチによる段階的PCIを行ったショック合併AMIの一例
（群馬中央病院　循環器内科） 須賀　俊博

大山　啓太、奥　　裕子、阿久澤暢洋、羽鳥　　貴、
今井　邦彦、北原陽之助

（須賀内科医院） 須賀　裕子

Ⅰ-6　川崎病遠隔期に冠攣縮性狭心症を合併し心肺停止に至った一例
（聖マリアンナ医科大学） 古藤　　弾

桑田　真吾、中野　恵美、鈴木　健吾、金剛寺　謙、
原田　智雄、明石　嘉浩

Ⅰ-7　BES、EES留置後遠隔期にBESのみにPSSを認めた1例
（東京慈恵会医科大学附属第3病院　循環器内科） 堤　　穣志

関山　裕士、佐藤　伸孝、村嶋　英達、野田　一臣、
稲田　慶一、森　　　力、芝田　貴裕

（東京慈恵会医科大学附属病院　循環器内科） 吉村　道博
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セッションⅠ-2 虚血性心疾患-Ⅱ 9:54-10:43 座長 （多摩北部医療センター　循環器内科） 上田　哲郎
座長 （東京都立墨東病院　循環器科） 岩間　　徹

Ⅰ-8　冠動脈造影検査時にアナフィラキシー様ショックを呈した一例
（公益財団法人　東京都保健医療公社　豊島病院） 平野　秀典

川村　隆貴、伊東　秀憲、増田新一郎、大島　杏子、
佐伯　　仁、渋井　敬志、畑　　明宏

Ⅰ-9　冠攣縮により2度の致死性不整脈を来した難治性冠攣縮性狭心症の1例
（公立昭和病院　循環器科） 小阪　明仁

田中　茂博、常盤　洋之、松永　　紘、沼田　玄理、
山田　朋幸、玉置　　徹、石原有希子、鴨井　祥郎、
齋藤　哲也、山城　　啓

Ⅰ-10　FFRでdeferされたが、PCI施行し胸痛発作が消失した冠攣縮性狭心症の一例
（新潟県立新発田病院） 木村　新平

南場　一美、吉田　　剛、伊藤　英一、田辺　恭彦

Ⅰ-11　特徴的なST変化を示さなかった右冠動脈を責任病変とする急性心筋梗塞の一例
（同愛記念病院） 塩見真一郎

高橋　保裕、佐藤　太亮、黄　　俊憲、羽田　朋人、
松田　淳也

（日本医科大学病院） 清水　　渉

Ⅰ-12　Taxusステント留置6年後にbevacizumabを含む癌化学療法を施行され、遅発性冠動脈血栓症を来した一例
（筑波記念病院　循環器内科） 井川　昌幸

會田　　敏、内田　靖人、新居　秀郎、我妻　賢司、
榎本　強志、小関　　迪

（筑波大学　循環器内科） 青沼　和隆

Ⅰ-13　心筋梗塞後に心タンポナーデを発症した症例
（富士重工業健康保険組合　太田記念病院　循環器内科） 雨宮　勝嗣

安齋　　均、山崎信太郎、武中　宏樹、福井　　遼、
高亀　則博、杉村　幸春、栗原　　淳、桝田　幹郎、
根本　尚彦、加藤　全功、小林　延行

Ⅰ-14　多枝に特発性冠動脈解離をきたした急性心筋梗塞の一例
（埼玉東部循環器病院　循環器科） 原城　達夫

小林　宣明、西城　由之、小宮山英徳、元田　親章、
阿部　純子、淀川　顕司、小林　信彦、上村　竜太

セッションⅠ-3 虚血性心疾患-Ⅲ 10:48-11:37 座長 （新潟大学医歯学総合研究科　循環器内科学） 廣野　　暁
座長 （NTT東日本関東病院　循環器内科） 山㟢　正雄

Ⅰ-15　ANCA関連血管炎に伴う冠動脈病変の形態的変化を、ステロイド導入前後で経時的に観察し得た一例
（NTT東日本関東病院　循環器内科） 梅井　正彦

豊田　真之、横山　正明、岸　　幹夫、亀田　　良、
佐藤　高栄、松下匡史郎、大西　　哲、山崎　正雄
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Ⅰ-16　3種類の冠動脈ステント留置後の一剖検例
（獨協医科大学越谷病院） 中川　彩子

中村日出彦、小松　孝昭、黒柳　享義、藤掛　彰則、
尾崎　文武、東　　昭宏、山田　康太、西山　直希、
酒井　良彦、田口　　功、上田　善彦、山口　岳彦

（国立循環器病研究センター） 植田　初江

Ⅰ-17　左前下行枝近位部に血栓性病変を繰り返した急性冠症候群の一例
（東京慈恵会医科大学附属葛飾医療センター） 大木　理次

小山　達也、大東　周碁、長谷川　潤、吉田　　律、
角田　聖子、武本　知之、山崎　弘二、関　　晋吾

（東京慈恵会医科大学附属病院） 吉村　道博

Ⅰ-18　造影剤アレルギーによるアナフィラキシーショックに伴い亜急性ステント血栓症を発症した一例
（筑波大学　医学医療系　循環器内科） 津曲　保彰

秋山　大樹、佐藤　　明、星　　智也、酒井　俊介、
丸田　俊介、青沼　和隆

Ⅰ-19　梅毒性大動脈炎による両側冠動脈入口部病変を認めた急性冠症候群の1例
（板橋中央総合病院　循環器内科） 青島　千紘

塩崎　　学、長間　大樹、榎本　典浩、尾崎　俊介、
中島　　真、大塚　龍彦、佐久間儀広、太田　　洋

（板橋中央総合病院　心臓血管外科） 浦田　雅弘、村田聖一郎

Ⅰ-20　前医にて偶然発見された右冠動脈瘤の1例
（国際医療福祉大学三田病院） 岩堀　浩也

岡部　輝雄、栗田　康生、大橋　成孝、福田有希子、
小川　　聡

Ⅰ-21　繰り返すステント血栓症に対して、プラスグレルが再発予防に効果的であったCYP2C19*2/*2の1例
（新潟県立中央病院　循環器内科） 五十嵐　聖

藤木　伸也、富川　千絵、渡辺　律夫、小川　　理
（新潟大学循環器内科） 南野　　徹

教育セッションⅠ 12:00-12:45 共催：第一三共株式会社
「発症機序から考える心不全と心房細動」 座長 （日本大学医学部内科学系　循環器内科学分野）
（東京大学大学院医学系研究科　循環器内科学） 小室　一成 平山　篤志

教育セッションⅡ 12:50-13:35 共催：武田薬品工業株式会社
「高血圧治療ガイドラインの問題点と今後の課題」 座長 （JCHO東京高輪病院）
（獨協医科大学　循環器・腎臓内科） 石光　俊彦 木村健二郎

セッションⅠ-4 先天性心疾患・肺循環 14:00-14:49 座長 （東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科） 原　　英彦
座長 （東京警察病院　循環器科） 笠尾　昌史

Ⅰ-22　双方向性血流を呈する動脈管開存症に巨大肺動脈幹、右室肥大を合併した一例
（千葉大学循環器内科） 難波　俊文

船橋　伸禎、高岡　浩之、小澤　公哉、小林　欣夫

Ⅰ-23　Fallot四徴症の根治術後遠隔期に拡張型心筋症様の病態を呈する心不全を発症した1例
（東京警察病院） 上田　和孝

笠尾　昌史、島村　元章、金子　光伸、新田　宗也、
白井　徹郎
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Ⅰ-24　Glenn吻合を介した肺動脈-奇静脈シャントを生じた下大静脈奇静脈結合を合併する修正大血管転位症の一例
（順天堂大学　医学部　循環器内科） 比企　　優

宮崎　哲朗、高須　　清、喜多村健一、園田　健人、
加藤　悦郎、塩澤　知之、比企　　誠、小西　博応、
大村　寛敏、宮内　克己、代田　浩之

Ⅰ-25　Eisenmenger化した動脈管開存症に薬物療法を施行した一例
（横須賀共済病院　循環器センター　内科） 水澤　真文

佐川雄一朗、杉山　知代、木村　茂樹、三澤　　透、
早坂　和人、山上　洋介、小嶋　啓介、大谷　拓史、
菱刈　景一、山尾　一哉、中島永美子、滝川　正晃、
中島　　淳、大久保健史、高木　克昌、桑原　大志、
疋田　浩之、高橋　　淳

Ⅰ-26　心房中隔欠損症による重症肺高血圧のためLeft Main Compression Syndromeをきたした一例
（新潟大学　循環器内科） 池上龍太郎

小澤　拓也、田中　孔明、柳川　貴央、小幡　裕明、
柏村　　健、伊藤　正洋、廣野　　暁、塙　　晴雄、
南野　　徹

Ⅰ-27　リオシグアトが奏功した間質性肺炎を合併した慢性血栓塞栓性肺高血圧症の1例
（群馬大学　医学部　循環器内科） 一色　雄太

長谷川　寛、後藤　慶大、小池　泰弘、反町　秀美、
増田くに子、佐藤万基人、小保方　優、松尾　弥枝、
佐野　宏和、黒沢　幸嗣、船田　竜一、笠間　　周、
高間　典明、小板橋紀通、倉林　正彦

Ⅰ-28　若年者慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対する手術経験
（東京医科大学病院　心臓血管外科） 丸野　恵大

小泉　信達、鈴木　　隼、岩堀　晃也、藤吉　俊毅、
高橋　　聡、戸口　佳代、岩橋　　徹、岩崎　倫明、
松山　克彦、西部　俊哉、荻野　　均

セッションⅠ-5 弁膜症・心内膜炎 14:54-15:36 座長 （東邦大学医療センター佐倉病院　心臓血管外科） 齋藤　　綾
座長 （群馬県立心臓血管センター　循環器内科） 河口　　廉

Ⅰ-29　SLEを合併した感染性心内膜炎に対して経カテーテル的摘出治療を施行した一例
（東京女子医科大学心臓病センター　心臓血管外科） 立花　早人

岩朝　静子、柏村　千尋、山田有希子、市原　有起、
津久井宏行、斎藤　　聡、山崎　健二

（東京女子医科大学心臓病センター　循環器内科） 庄田　守男

Ⅰ-30　経皮的大動脈弁形成術（BAV）中に急性肺水腫に至った1例
（済生会横浜市東部病院） 牧野　憲嗣

塚原　玲子、村松　俊哉、伊藤　良明、酒井　　毅、
石盛　　博、平野　敬典、中野　雅嗣、山脇　理弘、
荒木　基晴、小林　範弘、阪本　泰成、滝村　英幸、
毛利　晋輔、堤　　正和

Ⅰ-31　経大腿動脈・心尖部アプローチが困難なTAVI適応症例に対し経総腸骨動脈アプローチにて治療し得た一例
（慶應義塾大学　医学部　外科　（心臓血管）） 林　可奈子

吉武　明弘、蜂谷　　貴、岡本　一真、川口　新治、
北原　大翔、稲葉　　佑、志水　秀行

（慶應義塾大学　医学部　内科　（循環器）） 林田健太郎、八島　史明、福田　恵一
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Ⅰ-32　AT-III欠乏による術中人工心肺管理に難渋した感染性心内膜炎緊急手術の1例
（東邦大学医療センター　佐倉病院） 齋藤　　綾

本村　　昇

Ⅰ-33　肺胞出血と診断され、手術まで3週間を要した急性僧房弁逆流の1例
（横須賀市立うわまち病院　循環器科） 押田　裕喜

岩澤　孝昌、水政　　豊、黒木　　茂、杉浦　　徹、
泊口　哲也、長田　　淳

Ⅰ-34　僧帽弁閉鎖不全症に対するedge-to-edge techniqueを用いた僧帽弁形成術の有用性
（東京医科大学　心臓血管外科学講座） 藤吉　俊毅

鈴木　　隼、岩堀　晃也、丸野　恵大、高橋　　聡、
戸口　佳代、岩橋　　徹、岩崎　倫明、小泉　信達、
松山　克彦、西部　俊哉、荻野　　均

YIA 15:50-17:20 座長 （自治医科大学附属さいたま医療センター　循環器科） 百村　伸一
座長 （日本医科大学千葉北総病院　循環器内科） 清野　精彦
審査員長 （東京都健康長寿医療センター） 原田　和昌
審査員 （榊原記念病院） 高山　守正
審査員 （東海大学医学部付属八王子病院　循環器内科） 小林　義典
審査員 （獨協医科大学　心臓・血管内科） 井上　晃男
審査員 （聖マリアンナ医科大学　循環器内科） 明石　嘉浩

Ⅰ-35　甲状腺腫大を契機に発見された心臓悪性線維性組織球種の1例
（東邦大学医学部内科学講座循環器分野） 浅田　俊樹

小林建三郎、藤野　紀之、北原　　健、鈴木　健也、
原　　文彦、片柳　智之、渡邉　善則、池田　隆徳

（国家公務員共済組合連合会　横浜栄共済病院　循環器内科） 道下　一朗

Ⅰ-36　急性後壁心筋梗塞発症後嚥下性失神を繰り返した一例
（草加市立病院） 羽田　昌浩

稲垣　　裕、山口　正男、重田　卓俊、谷中　妙子、
藤波　竜也、石丸　　剛、岡田　寛之、土信田伸夫、
高元　俊彦

（東京医科歯科大学循環器内科） 足利　貴志、磯部　光章

Ⅰ-37　アミオダロン誘発性破壊性甲状腺炎により、心不全増悪を繰り返した一例
（武蔵野赤十字病院　循環器科） 川初　寛道

岩井　雄大、山口　純司、新井　紘史、庄司　　聡、
平尾　龍彦、宮崎　亮一、山下　　周、関川　雅裕、
山口　徹雄、原　　信博、稲葉　　理、梅本　朋幸、
山内　康照、宮本　貴庸、尾林　　徹

（武蔵野赤十字病院　内分泌代謝科） 杉山　　徹
（東京医科歯科大学　循環制御内科学） 磯部　光章

Ⅰ-38　PTAVにより重症大動脈弁逆流を合併したため、ベイルアウト目的に緊急のTAVIを行った1例
（榊原記念病院　循環器内科） 樋口　亮介

桃原　哲也、萩谷　健一、田村　晴俊、歌野原祐子、
馬原啓太郎、東谷　迪昭、井上　完起、高見澤　格、
谷崎　剛平、関　　　敦、鈴木　　誠、井口　信雄、
長山　雅俊、吉川　　勉、高山　守正、梅村　　純、
住吉　徹哉、友池　仁暢
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Ⅰ-39　病理組織上、慢性GVHDが関与したと思われる重症虚血肢の1例
（信州大学医学部附属病院　循環器内科） 横沢　佳那

日置　紘文、正印　恭子、竹内　崇博、三浦　　崇、
海老澤聡一朗、伊澤　　淳、宮下　裕介、 
小山　　潤、池田　宇一、元木　博彦

（信州大学医学部附属病院　臨床検査部） 上原　　剛

Ⅰ-40　続発性副腎不全に合併した心筋症に対しコルチゾール補充療法が奏功した1例
（独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター　循環器科） 福田　　正

池上　幸憲、三浦光太郎、福田　芽森、山田　　亘、
稲川　浩平、谷本耕司郎、布施　　淳、坂本　宗久、
樅山　幸彦

Ⅰ-41　線維筋性異形成による両側腎血管性高血圧症に対して血管内治療が奏功した若年もやもや病患者の一例
（信州大学医学部付属病院　循環器内科） 由井　寿典

竹内　崇博、植木　康志、日置　紘文、橋詰　直人、
阿部　直之、三浦　　崇、海老澤聡一朗、
宮下　裕介、池田　宇一

Ⅰ-42　起立により頻脈性心房細動が誘発され失神を繰り返した症例
（慈恵会医科大学付属柏病院　循環器内科） 吉田　　純

中田耕太郎、小武海公明、宮永　　哲、久保田健之、
小菅　玄晴、鈴木健一朗、山田　崇之、木村　　悠、
姜　　錬偲、吉村　道博

Ⅰ-43　初発心不全を契機に、画像的特徴および問診より診断に至った心Fabry病の一例
（東海大学医学部付属八王子病院　循環器内科） 清水　　隼

濱　　知明、伊地知　健、駒井　太一、飯田　剛幸、
笠井　智司、牛島　明子、上野　　亮、及川　惠子、
松陰　　崇、森田　典成、小林　義典



- 11 -

第Ⅱ会場

セッションⅡ-1 血栓症-Ⅰ 9:00-9:35 座長 （順天堂大学医学部附属練馬病院　循環器内科） 藤原　康昌
座長 （東京都保健医療公社豊島病院　循環器内科） 畑　　明宏

Ⅱ-1　慢性心房細動による急性腹部大動脈血栓閉塞に対し高用量ウロキナーゼ投与で再疎通に成功した1例
（横須賀市立うわまち病院） 沖下　卓也

岩澤　孝昌、古屋敷吉任、押田　裕喜、南野　安正、
相馬　真子、小野田　学、長田　　淳、泊口　哲也、
杉浦　　徹、黒木　　茂、水政　　豊

Ⅱ-2　妊娠8週の中枢型深部静脈血栓症患者に超低被爆で下大静脈フィルターを留置し得た一例
（昭和大学　藤が丘病院　循環器内科） 倉田　征昭

若林　公平、下島　　桐、辻内　美希、佐藤　千聡、
笹井　正宏、前田　敦雄、田辺　彩夏、若月　大輔、
佐藤　督忠、江波戸美緒、鈴木　　洋

Ⅱ-3　ヘパリン自己注射が有効であった深部静脈血栓症合併妊娠の一例
（長岡中央綜合病院　循環器内科） 西田　耕太

落合　幸江、三浦　要平、川合　　暢、田川　　実、
中村　裕一

（長岡中央総合病院　産婦人科） 加藤　雅美

Ⅱ-4　ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)によりAVR術後10日目に血栓弁・右冠動脈完全閉塞を来たした一例
（心臓血管研究所附属病院　心臓血管外科） 有村　聡士

国原　　孝、高井　秀明、佐々木健一、関　　雅浩
（心臓血管研究所附属病院　循環器内科） 後藤　理人

Ⅱ-5　肺右葉切除術後に合併した左房内血栓の一例
（茅ヶ崎市立病院　循環器内科） 石川　博之

成川　雅俊、大楠　泰生、廣江　吉隆、和田　　篤、
中村　　雅、望月　孝俊

セッションⅡ-2 血栓症-Ⅱ 9:42-10:17 座長 （群馬大学大学医学系研究科　臓器病態内科学） 小板橋紀通
座長 （災害医療センター　循環器内科） 佐藤　康弘

Ⅱ-6　下大静脈フィルター血栓症に対しNOACが奏功したヘパリンアレルギー患者の1例
（日産厚生会玉川病院循環器内科） 荒木　　正

渡邉　真規、板谷　英毅、相川　　丞
（東邦大学医療センター大橋病院循環器内科） 中村　正人、杉　　　薫

Ⅱ-7　アナフィラキシーショックで入院後、肺塞栓症を発症した一症例
（国立病院機構　災害医療センター） 土居　惇一

大野　正和、山本　　佑、榊原　温志、増村麻由美、
吉田　善紀、岩井　慎介、三輪　尚之、近江　哲生、
加藤　隆一、高橋　良英、野里　寿史、佐藤　康弘

（東京医科歯科大学病院） 磯部　光章

Ⅱ-8　繰り返す失神発作で眼窩底骨折を受傷した肺血栓塞栓症の一例
（東京都立多摩総合医療センター　循環器内科） 木村　晃久

菊池　規子、巴里　彰吾、大野　睦記、辻　　正樹、
西村　睦弘、浅野　　奏、森　　　大、永田健一郎、
磯貝　俊明、二川　圭介、田中　博之
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Ⅱ-9　脾臓摘出術27年後に深部静脈塞栓症を来した一例
（藤沢湘南台病院） 古賀伸太郎

荒川健太郎、武居　崇浩、中丸　真志
（横浜市大市民総合医療センター） 木村　一雄

（横浜市大附属病院） 梅村　　敏

Ⅱ-10　胃腸炎を契機に深部静脈血栓症、肺塞栓症を来した妊婦に対し、未分画ヘパリンで治療し無事出産できた1例
（昭和大学　江東豊洲病院　循環器内科） 佐藤　貴俊

丹野　　郁、近藤　誠太、池田　尚子、桜井　将之、
三好　史人

セッションⅡ-3 血栓症-Ⅲ 10:24-11:06 座長 （帝京大学医学部　循環器内科） 上妻　　謙
座長 （日本赤十字社医療センター　循環器内科） 魚住　博記

Ⅱ-11　開放骨折の手術直前に発症したMassive PEに対しモンテプラーゼが著効した一例
（帝京大学医学部附属病院附属病院） 中谷　浩章

石川　秀一、西出　征司、光井　実穂、野村　高広、
川嶋　秀幸、横山　直之、上妻　　謙

Ⅱ-12　アピキサバンによる薬剤性血小板減少が疑われた一例
（東京逓信病院） 北原　　慧

佐藤　　元、原　　　済、山中　哲雄、一戸　能麿、
小松　宏貴、深津　　徹

Ⅱ-13　高度肥満による深部静脈血栓症から発症した肺動脈血栓塞栓症の一例
（帝京大学医学部附属病院　心臓血管外科） 中川かおり

松山　重文、今水流智浩、飯田　　充、尾澤　直美、
内山　雅照、太田　浩雄、原田　忠宜、大塚　　憲、
池田　　司、下川　智樹

Ⅱ-14　新規経口抗凝固薬処方患者のアウトカムから見える問題点-済生会栗橋病院183例での検討-
（済生会栗橋病院　循環器内科） 門脇　　拓

稲垣　裕介、三宅　善順、野村　　新、木村　祐也、
松山　優子、新井　清仁、太田　吉美、遠藤　康弘

Ⅱ-15　妊娠早期発症の深部静脈血栓症に対し、妊娠を継続し下大静脈フィルターの留置並びに回収を行った一例
（日本赤十字社医療センター　循環器内科） 石塚　理人

山田臣太郎、前村　園子、山本　渓介、瀧澤　雅隆、
魚住　博記、池ノ内　浩

Ⅱ-16　左心耳内巨大血栓から脾梗塞を発症した肥大型心筋症の一例
（日本医科大学　附属病院　循環器内科） 厚見　佳彦

吉川　雅智、西郡　　卓、知念　大悟、林　　明聡、
塚田　弥生、清水　　渉

教育セッションⅢ 12:00-12:45 共催：富士フィルムRIファーマ株式会社
「冠動脈疾患治療における虚血評価の意義」

「心臓核医学のEvidence」
（東京医科大学病院　循環器内科学分野） 肥田　　敏 座長 （国立国際医療研究センター　循環器内科）
「Physiological PCIにおける心臓核医学の役割」 岡崎　　修
（榊原記念病院　循環器内科） 桃原　哲也
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教育セッションⅣ 12:50-13:35 共催：ブリストル・マイヤーズ株式会社／ファイザー株式会社
「冠動脈はどこまで見えるのか：血管内イメージングの最前線」 座長 （順天堂大学大学院医学研究科　循環器内科学）
（日本大学医学部内科学系　循環器内科学分野） 廣　　高史 宮内　克己

セッションⅡ-4 心筋炎・心筋症-Ⅱ 14:00-14:42 座長 （日本大学医学部内科学系　循環器内科学分野） 加藤真帆人
座長 （平塚共済病院　循環器科） 梅澤　滋男

Ⅱ-17　低左心機能が遷延した褐色細胞腫の一例
（東京慈恵会医科大学　循環器内科） 吉井　　顕

吉野　拓哉、松坂　　憲、森本　　智、小川　和男、
名越　智古、南井　孝介、吉村　道博

（埼玉県立循環器・呼吸器病センター） 宮本　敬史、武藤　　誠

Ⅱ-18　心臓再同期療法が有効であった左室緻密化障害の一例
（東京都立　墨東病院） 春成　智彦

鈴木　　紅、大橋　浩一、宮崎　紀樹、立石　和也、
金子　雅一、黒木　識敬、弓場　隆生、安倍　大輔、
岩間　　徹

Ⅱ-19　心不全を繰り返し診断に至った左室緻密化障害の一例
（平塚共済病院　循環器科） 檮木　優哉

大西　祐子、松本　彩和、笠野　健介、立花　恵子、
村本　容崇、樋口　晃司、鈴木　　篤、大西　隆行、
小林　一士、梅澤　滋男、丹羽　明博

（東京医科歯科大学医学部付属病院　循環制御学） 磯部　光章

Ⅱ-20　特異な経過を認めた、シェーグレン症候群に合併する慢性心筋炎の一例
（榊原記念病院　循環器内科） 山本　泰士

谷崎　剛平、歌野原祐子、矢川真弓子、住吉　徹哉、
梅村　　純、高山　守正、吉川　　勉、桃原　哲也、
長山　雅俊、井口　信雄、高見澤　格、井上　完起、
関　　　敦、鈴木　　誠、東谷　迪昭、馬原啓太郎、
友池　仁暢

Ⅱ-21　重症心不全管理に血液透析が有効であった、アドリアマイシン心筋症の1症例
（獨協医科大学病院　心臓・血管内科） 和久隆太郎

春山亜希子、齋藤　史哉、古藪　陽太、田島　愛美、
渡辺　　諒、荻野　幸伴、伊波　　秀、天野　裕久、
有川　拓男、豊田　　茂、井上　晃男

Ⅱ-22　重症僧帽弁狭窄症にたこつぼ型心筋症を合併し、機械的補助循環を必要とした78歳女性患者の1例
（藤沢市民病院　循環器科） 堤　　勝彦

井上　満穂、鈴木　　徹、西郷　紗絵、桐ケ谷　仁、
中橋　秀文、遠藤　光明、姫野　秀朗

（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） 木村　一雄
（横浜市立大学　医学部　循環器・腎臓内科学教室） 梅村　　敏
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セッションⅡ-5 たこつぼ心筋症 14:49-15:38 座長 （東京医科大学　循環器内科） 武井　康悦
座長 （茅ヶ崎市立病院） 望月　孝俊

Ⅱ-23　半導体検出器γカメラが診断に有用であったたこつぼ型心筋症と考えられた一例
（日本大学部病院　循環器内科） 槇田　綾乃

松本　直也、鈴木　康之、飯田　　旬
（日本大学医学部内科学系循環器内科学分野） 堀　　祐輔、依田　俊一、平山　篤志

Ⅱ-24　Sumatriptan皮下注直後に発症し、冠攣縮性狭心症と鑑別を要したたこつぼ型心筋症の一例
（青梅市立総合病院　循環器内科） 矢田沙和子

福島　　琢、佐藤　弘典、大坂　友希、古浦　賢二、
宮崎　　徹、萬野　智子、栗原　　顕、小野　裕一、
清水　茂雄、大友建一郎

（東京医科歯科大学医学部附属病院　循環器内科） 磯部　光章

Ⅱ-25　心室細動による心肺停止をきたした逆たこつぼ型心筋症の一例
（足利赤十字病院　循環器内科） 藤澤　大志

沼澤　洋平、小平　真幸、元田　博之、工野　俊樹、
山崎　博之

Ⅱ-26　たこつぼ型心筋症発症後に重症筋無力症クリーゼを発症した86歳の女性
（東海大学医学部付属病院　内科学系　循環器内科学） 坂井　克彰

堀之内仁美、鳥居　　翔、藤井　敏晴、中澤　　学、
吉町　文暢、伊苅　裕二

Ⅱ-27　恒久的ペースメーカー留置後にたこつぼ型心筋症を発症し経時的変化を観察し得た高齢患者の一例
（東京都健康長寿医療センター） 高附　里江

原田　和昌、武田　和大、藤本　　肇、坪光　雄介、
石川　譲二、石山　泰三、田中　　旬、杉江　正光、
小松　俊介、十菱　千尋、斉藤　義弘、鈴木　　歩、
両角　　愛

Ⅱ-28　心肺停止蘇生後に発症し、冠攣縮が誘発されたたこつぼ心筋症の一例
（東京都済生会中央病院　循環器科） 不破　貴史

中川　　晋、高橋寿由樹、長谷川　祐、平田　直己、
遠藤　彩佳、山崎　　祐

Ⅱ-29　完全房室ブロックを合併したたこつぼ型心筋症にて来院し、恒久的ペースメーカー留置が必要であった一例
（行徳総合病院） 河合　　慧

中島　啓介、新村　剛透、早瀬太一郎、芦田　和博

セッションⅡ-6 心不全 15:45-16:27 座長 （日本医科大学武蔵小杉病院　循環器内科） 佐藤　直樹
座長 （筑波大学　医学医療系　臨床検査医学） 石津　智子

Ⅱ-30　悪性リンパ腫完全寛解1.5年後にリゾチーム高値を伴う心不全を認めた一例
（新潟県厚生連　長岡中央綜合病院　循環器内科） 落合　幸江

川合　　暢、田川　　実、中村　裕一

Ⅱ-31　併走する二腔構造が特徴的な右室二腔症により慢性右心不全を呈した一例
（慶應義塾大学病院　循環器内科） 柳沢　　亮

片岡　雅晴、木村　　舞、武井　　眞、西山崇比古、
川上　崇史、鶴田ひかる、河野　隆志、村田　光繁、
佐野　元昭、福田　恵一
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Ⅱ-32　偽性バーター症候群に合併した低心機能の一例
（北里大学　医学部　循環器内科） 大内　　武

柿崎　良太、藤田　鉄平、阿古　潤哉

Ⅱ-33　トルバプタンを経鼻胃管より投与し治療した重症心不全症例の臨床的検討
（国際医療福祉大学病院　循環器内科） 武田　守彦

菅野　道貴、高田　剛史、兼光　伯法、柴　　信行

Ⅱ-34　低左心機能を伴った頻脈性心房細動に対するアミオダロン点滴投与により急性肝不全を呈した1例
（聖路加国際病院） 池田　　更

山添　正博、水野　　篤、浅野　　拓、西畑　庸介、
新沼　廣幸、西　裕太郎

Ⅱ-35　心不全における肺内血流分布の評価には肺MAA平面像でなく、肺MAA-SPECTの矢状断層像が適している
（江戸川病院　循環器科） 田中　　健

大平　洋司、加藤　隆弘
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第Ⅲ会場

セッションⅢ-1 不整脈-Ⅰ 9:00-9:35 座長 （日本大学医学部内科学系　循環器内科学分野） 中井　俊子
座長 （東京医科大学　循環器内科） 矢㟢　義直

Ⅲ-1　ペースメーカー植え込み後の発熱に対し熱源診断にPETが有効だった2症例
（慈泉会　相澤病院） 清水　広之

鈴木　智裕、麻生　真一、嘉嶋勇一郎、相澤　克之、
加藤　太門

Ⅲ-2　アブレーション成功部位にて2種類の特徴的なペースマップが得られた前室間静脈起源心室期外収縮の1例
（土浦協同病院　循環器センター内科） 中村　浩章

蜂谷　　仁、谷口　宏史、宮崎　晋介、岩澤　　仁、
黒井　章央、高木　崇光、市原　　登、臼井　英祐、
仁井田崇志、松田　隼治、荒木　　誠、金地　嘉久、
村井　典史、李　　哲民、角田　恒和、藤原　秀臣、
家坂　義人

Ⅲ-3　アブレーション部位の決定にAcuNavによる左室形態情報の補完が有用と考えられた一例
（東京都健康長寿医療センター　循環器内科） 石山　泰三

両角　　愛、鈴木　　歩、高附　里江、斎藤　義弘、
大川　庭熙、十菱　千尋、小松　俊介、杉江　正光、
石川　譲治、田中　　旬、武田　和大、坪光　雄介、
藤本　　肇、原田　和昌

（東京医科大学病院　循環器内科） 矢崎　義直、五関　善成、山科　　章

Ⅲ-4　ループレコーダーで診断に至った繰り返す失神の1例
（国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　循環器センター内科） 小宮山知夏

富田　康弘、三谷　治夫、桑原　政成、石村理英子、
児玉　隆秀、森谷　　学、藤本　　陽、石綿　清雄、
大野　　実

Ⅲ-5　診断に苦慮した亜型たこつぼ型心筋症の一例
（独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター　循環器科） 菅野　幸太

小林　絋生、岩瀬　晴香、小林　洋明、柳澤　三朗、
福田　延昭、静　　毅人、斎藤　章宏、広井　知歳、
金澤　紀雄

セッションⅢ-2 不整脈-Ⅱ 9:42-10:24 座長 （自治医科大学　循環器内科） 今井　　靖
座長 （東海大学医学部付属八王子病院　循環器内科） 森田　典成

Ⅲ-6　完全房室ブロックにともないtorsades de pointesを発症したKCNQ1-G269S変異キャリア
（群馬大学医学部附属病院循環器内科） 菅原　　隆

中島　　忠、金古　善明、長谷川　寛、飯島　貴史、
太田　昌樹、倉林　正彦

Ⅲ-7　左房粘液腫術後の非通常型心房粗動に対しカテーテルアブレーションが奏功した一例
（自治医科大学内科学講座循環器内科部門） 横山　靖浩

渡部　智紀、今井　　靖、渡邉　裕昭、甲谷　友幸、
緒方　信彦、新保　昌久、苅尾　七臣
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Ⅲ-8　Long RP' 頻拍により心不全をきたした高齢女性の1例
（（公財）東京都保健医療公社大久保病院　循環器科） 谷井　博亘

岡野　喜史、中田　晃裕、森山　優一、名内　雅宏、
櫻田　春水

Ⅲ-9　肺静脈隔離術後慢性期に肺静脈左房方向のdormant conductionを来たした1例
（東京都立広尾病院　循環器科） 吉田　精孝

北村　　健、深水　誠二、河村　岩成、中田　晃裕、
森山　優一、荒井　　研、宮澤　　聡、貝原　俊樹、
麻喜　幹博、北條林太郎、青山　祐也、小宮山浩大、
手島　　保

（横浜南共済病院　循環器内科） 西崎　光弘
（東京都立保健医療公社大久保病院） 櫻田　春水

（取手北相馬医師会病院） 平岡　昌和

Ⅲ-10　外科的リード抜去ならびに三尖弁形成術が奏功した右室機能障害を伴う重症三尖弁閉鎖不全症の一例
（東京医科歯科大学　循環器内科） 木村　弥生

原　　聡史、白井　康大、植島　大輔、篠岡　太郎、
田尾　　進、秦野　　雄、佐々木　毅、吉川　俊治、
小菅　寿徳、前嶋　康浩、川端美穂子、合屋　雅彦、
足利　貴志、平尾　見三、磯部　光章

（東京医科歯科大学　心臓血管外科） 大井　啓司、水野　友裕、荒井　裕国

Ⅲ-11　僧帽弁輪と左房天蓋を旋回する二重頻拍を呈した非通常型心房粗動の一例
（東京大学医学部附属病院　循環器内科） 片山　雄祐

嵯峨亜希子、小島　敏弥、網谷　英介、藤生　克仁、
荷見映理子、小栗　　岳、西島　暁彦、波多野　将、
渡辺　昌文、眞鍋　一郎、小室　一成

セッションⅢ-3 心筋炎・心筋症-Ⅰ 10:31-11:13 座長 （東京女子医科大学　循環器内科） 志賀　　剛
座長 （東京都健康長寿医療センター　心臓外科） 西村　　隆

Ⅲ-12　多発性骨髄腫に老人性アミロイド―シスを合併した心不全の一例
（東京都健康長寿医療センター　循環器内科） 両角　　愛

鈴木　　歩、高附　里江、斎藤　義弘、大川　庭熙、
十菱　千尋、小松　俊介、杉江　正光、石川　譲治、
田中　　旬、石山　泰三、武田　和大、坪光　雄介、
藤本　　肇、原田　和昌

Ⅲ-13　超高齢MDS overt AMLの寛解により心不全が改善した一例
（江東病院　循環器内科） 高部　智哲

曽根　岐仁、呉本　健一、田宮　栄治、加納　達二
（順天堂練馬病院　循環器内科） 岡井　　巌、西野　顕久

（順天堂大学　循環器内科） 田淵　晴名、山下　晴世、岡崎　真也、代田　浩之

Ⅲ-14　重症心不全を呈した産褥心筋症に対し、体外設置型LVADを用いて救命し、離脱に成功した一例
（東京都健康長寿医療センター　心臓外科） 坂野　康人

西村　　隆、許　　俊鋭、十菱　千尋、小松　俊介、
田中　　旬、石山　泰三、坪光　雄介、藤本　　肇、
原田　和昌
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Ⅲ-15　Churg-strauss症候群に伴う好酸球性心筋炎の一症例
（独立行政法人国立病院機構　相模原病院） 中山　未奈

菊地進之介、岡島　裕一、出島　　徹、漢那　雅彦、
森田有紀子

（横浜市立大学附属市民総合医療センター） 木村　一雄
（横浜市立大学医学部　循環器・腎臓内科学教室） 梅村　　敏

Ⅲ-16　ステロイドパルスにより良好な経過を得た好酸球性多発血管炎性肉芽腫による急性心筋炎の1例
（東京女子医科大学　循環器内科） 宮崎　　碧

服部　英敏、谷垣内祐典、菊地　規子、芹澤　直紀、
鈴木　　豪、志賀　　剛、萩原　誠久

（東京女子医科大学　第二病理学） 宇都　健太
（東京女子医科大学　画像診断学・核医学） 福島　賢慈、百瀬　　満

Ⅲ-17　心室細動を繰り返すたこつぼ型心筋症に対し機械的補助循環下で早期にβ遮断薬を導入し奏功した1例
（東邦大学　医療センター　大橋病院） 松本　誉史

徳江　政英、橋本　　剛、林　　典行、佐原　尚彦、
飯島　雷輔、原　　英彦、諸井　雅男、中村　正人、
杉　　　薫

教育セッションⅤ 12:00-12:45 共催：エドワーズライフサイエンス株式会社
「日本におけるTAVIの現状と今後の展望」 座長 （日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院）
（慶應義塾大学　循環器内科） 林田健太郎 高山　守正

教育セッションⅥ 12:50-13:35 共催：NPO法人J-CLEAR
「エビデンスを実臨床に活かすためのインターネット活用術」 座長 （日本心臓血圧研究振興会付属榊原記念病院）
（臨床研究適正評価機構） 名郷　直樹 友池　仁暢

セッションⅢ-4 大動脈・血管 14:00-14:42 座長 （自治医科大学附属さいたま医療センター　循環器科） 藤田　英雄
座長 （順天堂大学医学部　心臓血管外科） 森田　照正

Ⅲ-18　特発性上腸管膜動脈解離を呈した3症例の臨床的検討
（独立行政法人　地域医療機能推進機構　群馬中央病院　循環器科） 阿久澤暢洋

大山　啓太、須賀　俊博、羽鳥　　貴、今井　邦彦、
北原陽之助

Ⅲ-19　迅速な2期的手術施行により救命し得た多発感染性大動脈瘤の1例
（昭和大学江東豊洲病院　心臓血管外科） 安藤　豪志

高垣　昌巳、滝浪　　学、門脇　　輔、光山　晋一、
中村　裕昌、山口　裕己

Ⅲ-20　腹痛・嘔吐を主訴に救急搬送された腹腔動脈解離の一例
（自治医科大学附属さいたま医療センター　循環器科） 伊藤みゆき

吉村誠一郎、石田　弘毅、谷口　陽介、船山　　大、
藤田　英雄、百村　伸一

（社会医療法人さいたま市民医療センター） 明石　直之、山本　　慶、中村　智弘

Ⅲ-21　巨大な左内腸骨動脈血管腫に対して血管内治療が有効であった1例
（昭和大学横浜市北部病院循環器センター） 藤本　一途

藤井　隆成、木口　久子、平田　昌敬、籏　　義仁、
伊藤　篤志、石野　幸三、富田　　英

（昭和大学横浜市北部病院こどもセンター） 曽我　恭司
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Ⅲ-22　上行大動脈にPAUを合併した高齢者遠位弓部大動脈瘤手術に対する工夫～上行大動脈置換＋LIQSを行った一例～
（相模原協同病院　心臓血管外科） 吉武　　勇

服部　　努、木村　　玄

Ⅲ-23　右冠動脈瘤を併発した多発性感染性動脈瘤の1例
（東京女子医科大学　心臓血管外科） 秦　　武弘

西中　知博、梅原　伸大、勝部　　健、飯塚　　慶、
山崎　健二

セッションⅢ-5 心臓腫瘍・心膜炎 14:49-15:38 座長 （埼玉医科大学国際医療センター　心臓内科） 岩永　史郎
座長 （関東中央病院　循環器内科） 山下　尋史

Ⅲ-24　繰り返す失神で診断に難渋した収縮性心膜炎
（杏林大学　医学部　第二内科） 伊藤準之助

谷合　誠一、伊波　　巧、佐藤　　徹、吉野　秀朗
（杏林大学　医学部　心臓血管外科） 遠藤　英仁、窪田　　博

Ⅲ-25　術後早期に発症した収縮性心膜炎の一例
（東京都健康長寿医療センター　循環器内科） 寺村　　侑

大川　庭熙、鈴木　　歩、高槻　里江、両角　　愛、
斎藤　義弘、十菱　千尋、小松　俊介、杉江　正光、
田中　　旬、石山　泰三、石川　譲治、坪光　雄介、
武田　和大、藤本　　肇、原田　和昌

Ⅲ-26　心不全症状で入院となった悪性中皮腫、心筋転移の1剖検例
（公立藤岡総合病院　循環器内科） 小野　洋平

高松　寛人、植田　哲也、間渕由紀夫、井上　雅浩、
飯島　　徹、鈴木　　忠

Ⅲ-27　食塩水負荷が病態の理解に有用であった収縮性心膜炎の一例
（新潟県立中央病院　循環器内科） 藤木　伸也

五十嵐　聖、富川　千絵、渡辺　律雄、小川　　理
（新潟大学大学院　医歯学総合研究科　循環器内科学） 柏村　　健、小幡　裕明、南野　　徹

Ⅲ-28　心タンポナーデを繰り返し、胸腔鏡下開窓術を施行し診断に至った心膜原発性血管肉腫の一例
（船橋市立医療センター） 山中希有子

池田　篤史、五十嵐　昂、黒岩　信行、内山　貴史、
市川壮一郎、本城　祐子、前川　潤平、沖野　晋一、
福澤　　茂、稲垣　雅行

Ⅲ-29　多発性左室左房粘液種の一例
（荻窪病院　心臓血管センター　循環器内科） 田中　一樹

大塚　雅人、後藤　雅之、熊谷　麻子、井上　康二、
小金井博士、遠田　賢治、石井　康宏

（荻窪病院　心臓血管センター　心臓血管外科） 柏村　千尋、志村　一馬、藤井　　奨、沢　　重治

Ⅲ-30　高血圧と多発心臓腫瘍で診断されたCarney Complexの1例
（公立学校共済組合関東中央病院　循環器内科） 松岡　　良

桐山　晧之、沼尾　嘉美、澤田　直子、齊藤　暁人、
杉下　靖之、吉玉　　隆、田部井史子、伊藤　敦彦、
野崎　　彰、山下　尋史

（医療法人社団桜晴会池上内科循環器内科クリニック） 池上　晴彦
（公立学校共済組合関東中央病院　心臓血管外科） 川崎　暁生、笠原　勝彦



- 20 -

セッションⅢ-6 高血圧・その他 15:45-16:13 座長 （東京大学医学部附属病院　循環器内科） 渡辺　昌文
座長 （東京都健康長寿医療センター　循環器内科） 石川　讓治

Ⅲ-31　K保持性利尿剤の加療中、ST合剤の併用により高Kおよび低Na血症を来した1例
（相澤病院　心臓病大動脈センター　循環器内科） 縣　　正大

鈴木　智裕、雨宮　哲郎、加藤　太門、相澤　克之、
嘉嶋勇一郎、麻生　真一

（信州大学　循環器内科） 池田　宇一

Ⅲ-32　冠動脈肺動脈瘻の遺残と考えられた瘤破裂による心タンポナーデ例
（長野赤十字病院　循環器病センター　循環器内科） 小松　稔典

吉岡　二郎、戸塚　信之、宮澤　　泉、臼井　達也、
浦澤　延幸、島田健太郎、小林　隆洋、持留　智昭、
柏木　大輔

Ⅲ-33　心臓MRIで部位診断を確定し得た中隔枝心筋梗塞の1例
（日本医科大学武蔵小杉病院　循環器内科） 鴫原　祥太

高木　宏治、石塚　淳史、曽根　教子、徳山　榮男、
中摩　健二、表　　俊也、菊池　有史、石原　嗣郎、
石川　昌弘、網谷　賢一、高橋　直人、佐藤　直樹

（日本医科大学付属病院　循環器内科） 清水　　渉

Ⅲ-34　心タンポナーデを繰り返し死亡した細菌性心外膜炎の一例
（日本医科大学附属病院　心臓血管集中治療科） 吉眞　　孝

梅本　祐介、大山　　亮、古瀬　領人、鈴木　啓士、
平田　晶子、林　　洋史、北村　光信、宮地　秀樹、
細川　雄亮、圷　　宏一、山本　　剛

（日本医科大学附属病院　循環器内科） 清水　　渉
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