
第109回
日本循環器学会九州地方会

会 期：平成22年12月4日(土)
 午前8時45分～午後5時30分
 （開場：午前8時15分）

会 場：長崎ブリックホール
 〒852-8104 長崎市茂里町2-38
  TEL.095-842-2002

■ A会 場：3F国際会議場
■ B会 場：3F会議室1～3
■ C会 場：3F会議室4～5 
■ D会 場：2Fリハーサル室
■ 評議員会会場：
               長崎新聞文化ホール3F/ 珊瑚の間

会 長　前村　浩二
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環病態制御内科学 教授



― 1 ―

総合受付のご案内

評議員会のご案内

○ 総合受付を長崎ブリックホール3Fロビーに設置いたします。受付開始時間は8時15分です。

○ 「参加受付」にて、学会参加費をお納めください。学会参加章にご記名のうえ、会場内では
常にご着用ください。

一般会員 2,000円
評議員 3,000円
研修医・コメディカル 1,000円
名誉会員 参加費無料
※研修医・コメディカルの方は当日、証明書を受付にご提示ください。

○ 座長の先生は、到着確認のためご担当セッション開始20分前までに口演会場内前方右手の
次座長席にご着席ください。

○ 演者の先生は「PC受付」（PCプレビュー）にて、ご担当セッションの開始30分前までに
受付をお済ませください。 
※発表に関する詳細は、発表事項をご参照ください。

○ 「循環器専門医単位登録受付」にて、循環器専門医の先生の専門医単位登録票（5単位）を
受け付けます。

○ 「教育セッション単位登録受付」にて、教育セッション単位登録票（3単位）を受け付けます。
※セッション開催時間帯のみの受付となります。

○ 12：20～13：10に評議員会会場（長崎新聞文化ホール 珊瑚の間）にて評議員会を開催いた
します。昼食を当方で用意いたします。
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Case Report Award（CRA）審査員

柴田　剛徳 宮崎医師会病院 循環器科

杉山　正悟 熊本大学 循環器病態学

砂川　賢二 九州大学 循環器内科

高橋　尚彦 大分大学 臨床検査診断学

濱崎　秀一 鹿児島大学 循環器・呼吸器・代謝内科学

冷牟田浩司 九州医療センター 循環器科
（五十音順）

YIA審査員

江石　清行 長崎大学 心臓血管外科

甲斐　久史 久留米大学 心臓・血管内科

熊谷浩一郎 福岡山王病院 ハートリズムセンター

犀川　哲典 大分大学 臨床検査診断学

野出　孝一 佐賀大学 循環器内科

廣岡　良隆 九州大学 循環器内科

光山　勝慶 熊本大学 生体機能薬理学
（五十音順）

研修医セッション審査員

池田　久雄 久留米大学医療センター 循環器内科

今村　卓郎 宮崎大学 第一内科

上野　高史 久留米大学 心臓・血管内科

中川　幹子 大分大学 臨床検査診断学

波多　史朗 長崎県五島中央病院

福井　　純 北松中央病院

松岡　秀洋 久留米大学 心臓・血管内科

皆越　眞一 鹿児島医療センター

宮田　昌明 鹿児島大学 循環器・呼吸器・代謝内科学

山部　浩茂 熊本大学 不整脈先端医療寄附講座
（五十音順）
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発 表 要 項

1）  発表は全てコンピュータープレゼンテーションとなります。スライドによる発表は受付
いたしません。

2）  事務局にて用意する PC機材はWindows PowerPoint 2000～2007に対応しています。 
※ データ持ち込みの場合、Windowsのみの対応となりますので、ご注意ください。ご自身の

PCを御持ち込みの場合は、Macintoshでも使用可能です。

3）  プレゼンテーションソフトはMicrosoft PowerPoint 2000～2007での作成をお願いいた
します。

4）  受付可能なメディアはCD-R、USBフラッシュメモリーとなります。 
PowerPoint のプレゼンテーションに他のデータ（静止画、動画、グラフなど）をリンク
させている場合は必ずもとのデータも同じフォルダ内に保存してください。また、必ず
事前に動作確認をお願いいたします。 
動画データをご使用の場合は、以下のソフトを推奨します。 
Windows Media Player, Real Player, Quick Time Player

5）  ご自身の PCをお持ち込みの場合、パソコンの外部出力モニター出力端末の形状を必ず
確認し、必要な場合は接続端子をご持参下さい。接続はMini D-Sub 15ピンのコネク
ターとなります。

6） 液晶プロジェクターの解像度は、XGA（1024×768）に対応しています。

7）  メディアを介したウイルス感染の事例もありますので、最新のウイルス駆除ソフトで
チェックしてください。

8）  動画は外部の出力にモニターを繋ぎ、モニター上でも再生に不具合がないか事前に十分
なチェックをお願いします。

9）  セッション開始30分前までに PCプレビューにて試写・出力・動作確認を行ってくださ
い。なお、試写後に発表内容の変更はできませんので、ご了承ください。

10）  演台上にはモニターとマウスとキーボードが設置されていますので、各自の操作で進め
てください。

11） 口演時間
一般演題：発表5分、討論3分
Y I A：発表8分、討論4分
C R A：発表7分、討論3分
研 修 医：発表5分、討論3分

 ◎演題発表に際しては、患者さんのプライバシー保護に対する十分な配慮をお願いいたします。

CD-R、USBフラッシュメモリー（Windows データのみ）
※PC持込可（Windows、Macintosh 可）

受付可能メディア
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九州支部事務局からのお知らせ

【九州支部事務局移転のお知らせ】

　平成22年9月1日より、九州支部事務局は下記に移転いたしました。

　（新事務局）　 日本循環器学会九州支部事務局 
〒860-8556熊本県熊本市本荘1丁目1-1 
熊本大学大学院生命科学研究部 循環器病態学 
TEL/FAX：096-373-5442 
E-mail：kjcs@kumamoto-u.ac.jp

（1） 地方会プログラム送付希望の申告について

  2009年6月27日開催の九州支部評議員会において、郵送費用の発生や資源の節減等を理
由に、地方会プログラムの送付は希望者のみにおこなうことが決議されました。

 　※ プログラムは各回の地方会ホームページに掲載し、PDFファイルで閲覧できるよう
に手配します。

 　※ プログラムは地方会当日に受付にて配布します。

 　※ プログラム送付希望の方は、申告書を支部事務局宛（Fax：096-373-5442）に FAX
いただきますようお願いいたします。申告書は支部ホームページよりダウンロード
いただけます。

日本循環器学会九州支部HP　 http://jcskyusb.umin.jp/ 

（2） Young Investigator’s Award（YIA）について

  YIA の最優秀賞に「海外における国際学会（AHA、ACCなど）への招待（トラベルグラ
ント）」が副賞として授与されます。奮ってご応募ください。応募方法は各回の地方会
ホームページをご参照ください。

 YIA の応募資格：日本循環器学会員であり、満40歳未満（発表時）の方

（3） Case Report Award（CRA）セッションについて

  CRA セッションの最優秀賞・優秀賞に副賞が授与されます。奮ってご応募ください。
応募方法は各回の地方会ホームページをご参照ください。

 応募資格：日本循環器学会員であり、満35歳未満（発表時）の方

（4） 研修医セッションについて

  当セッションで演題発表（1施設1演題）する研修医には奨励金が支給されます。奮って
ご応募ください。応募方法は各回の地方会ホームページをご参照ください。

 応募資格： 発表時、卒後2年目以内の研修医であること（日本循環器学会会員でなくて
も良い）
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循環器専門医単位登録に関するお願い

○ 学会本部の指示により、地方会と教育セッションの単位登録の受付を別々に行います。 
教育セッションの単位登録の受付は、セッション開催時間のみとなりますのでご了承下さい。
地方会当日は、地方会、および教育セッションのそれぞれの受付会場へお越しいただき、
登録をお願いいたします。

○ 登録受付には「専門医カード」をご持参ください。従来の手続きによる単位登録受付も行い
ますが、時間短縮のため、できるだけカードをご提示いただきますようお願いいたします。 
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第29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開催のお知らせ

　第29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点数として3点が認められます。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109回日本循環器学会九州地方会

会長　前村　浩二

教育セッション1（10：20～11：10） A会場（国際会議場）

「微小心筋障害の進展と対策 ― 心血管バイオマーカーで探る ― 」
演者：清野　精彦（日本医科大学千葉北総病院 内科学（循環器部門））
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（第一内科））

教育セッション2（11：10～12：00） A会場（国際会議場）

「肺高血圧診療の最近の動向」
演者：松原　広己（独立行政法人国立病院機構岡山医療センター循環器科） 
座長：尾辻　　豊（産業医科大学 第二内科学）
 ※専門医の先生は総合受付にて単位登録を行ってください。

ランチョンセミナー1（12：20～13：10） A会場（国際会議場）

「積極的脂質低下療法の新たな可能性：
　　　　　　　　　　　スタチンの腎保護効果とASUCA試験」

演者：上嶋　健治（京都大学大学院医学研究科 EBM研究センター 教授）
座長：朔　啓二郎（福岡大学医学部 心臓・血管内科学 教授）
共催：ファイザー株式会社

ランチョンセミナー2（12：20～13：10） B会場（会議室1～3）

「明日から役立つ急性心不全の病態把握と治療法」
演者：佐藤　直樹（日本医科大学 集中治療室 講師）
座長：今泉　　勉（久留米大学医学部内科学講座心臓・血管内科部門 主任教授）
共催：大塚製薬株式会社

ランチョンセミナー3（12：20～13：10） C会場（会議室4・5）

「心疾患の治療は腎臓で」
演者：鈴木　洋通（埼玉医科大学　腎臓内科　教授）
座長：大屋　祐輔（琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学講座 教授）
共催：大日本住友製薬株式会社
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10：00

9：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

10：00

9：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

10：14～10：20 休　憩

12：10～12：20 休　憩

13：10～13：20 休　憩

14：40～14：45 休　憩

15：41～15：45 休　憩

8：50～10：14 

YIAセッション（７名）

座長：江石　清行　長崎大学
　　　野出　孝一　佐賀大学

10：20～11：10 
教育セッション1

微小心筋障害の進展と対策－心血管バイオマーカーで探る－
演者：清野　精彦　日本医科大学千葉北総病院
座長：北村　和雄　宮崎大学　　　　　　　　

11：10～12：00 教育セッション2
肺高血圧診療の最近の動向

演者：松原　広己　国立病院機構岡山医療センター
座長：尾辻　豊　　産業医科大学

8：45～8：50 開会式

YIA表彰式12：00～12：10

12：20～13：10　ランチョンセミナー1
積極的脂質低下療法の新たな可能性：スタチンの腎保護効果とASUCA試験

演者：上嶋　健治　京都大学
座長：朔　啓二郎　福岡大学
共催：ファイザー株式会社

13：20～14：40 

Case Report Award（8名）
座長：砂川　賢二　九州大学

 濱崎　秀一　鹿児島大学　　

14：45～15：41 
研修医セッション1（7名）
座長：上野　高史　久留米大学

今村　卓郎　宮崎大学

14：45～15：41 
研修医セッション2（7名）

　座長：皆越　眞一　鹿児島医療センター　　　
　池田　久雄　久留米大学医療センター

15：45～16：17 
虚 血 （1）

座長：原田　敬　北九州市立八幡病院
16：17～16：49 

虚 血 （2）
座長：野坂　秀行　小倉記念病院　

16：49～17：21 虚 血 （3）
座長：於久　幸治　長崎医療センター

17：25～17：30 表彰式･閉会式

13：10～13：20 休　憩

14：40～14：45 休　憩

15：41～15：45 休　憩
15：45～16：25 

心筋炎/心筋症 （1）
座長：芦澤　直人　長崎大学　

8：50～9：38 

末梢血管
座長：小田代　敬太　九州大学

9：38～10：10
 肺

座長：宮原　嘉之　長崎記念病院

13：20～14：00 
大動脈 （1）

座長：末永　悦郎　光晴会病院

14：00～14：40 
大動脈 （2）

座長：橋詰　浩二　長崎大学

16：25～17：13 

心筋症 （2）
座長：竹中　俊宏　鹿児島大学

A会場 B会場
国際会議場（3 F） 会議室 1～3（3 F）

12：20～13：10　ランチョンセミナー2
明日から役立つ急性心不全の病態把握と治療法
演者：佐藤　直樹　日本医科大学
座長：今泉　勉　　久留米大学　　
共催：大塚製薬株式会社　

日　程　表
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11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

 

C会場 D会場
会議室 4・5（3 F） リハーサル室（2 F）

10：00

9：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

8：50～9：30 
虚 血 （4）

座長：中嶋　寛　長崎市民病院

13：20～14：00 
虚 血 （6）

座長：山佐　稔彦　佐世保市立総合病院

14：00～14：40 
虚 血 （7）

座長：岩崎　義博　光晴会病院

14：40～15：20 
虚 血 （8）

座長：川崎　友裕　新古賀病院

15：20～16：16 

弁膜症
座長：山近　史郎　井上病院　
座長：福永　周司　久留米大学

16：16～17：04 
心内膜炎

座長：青柳　成明　久留米大学
座長：瀬戸　信二　井上病院　

9：30～10：10

虚 血 （5）
座長：小出　優史　長崎大学

13：10～13：20 休　憩

8：50～9：22 静 脈
座長：池田　聡司　長崎大学

9：22～10：10 

先天性
座長：濵脇　正好　長崎医療センター

13：20～14：00 
不整脈 （1）

座長：小宮　憲洋　長崎大学

14：00～14：40 
不整脈 （2）

座長：定永　恒明　熊本市立植木病院

14：40～15：12 
不整脈 （3）

座長：合屋　雅彦　小倉記念病院

15：12～15：44 
その他 （1）

座長：宇都宮　俊徳　大町町立病院

15：44～16：24 
その他 （2）

座長：三浦　伸一郎　福岡大学

16：24～17：20 

心膜･心臓腫瘍
座長：岡部　眞典　済生会福岡総合病院
座長：岡崎　幸生　佐賀大学　　　　　

11：00～12：00 

幹事会
長崎新聞文化ホール　真珠の間

12：20～13：10 

評議員会
長崎新聞文化ホール　珊瑚の間

12：20～13：10　ランチョンセミナー3
心疾患の治療は腎臓で

演者：鈴木　洋通　埼玉医科大学 　　
座長：大屋　祐輔 　琉球大学
共催：大日本住友製薬株式会社
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A会場（国際会議場 3F）

8：50～10：14　YIAセッション
座長：江石　清行（長崎大学 心臓血管外科）

野出　孝一（佐賀大学 循環器内科）　

YIA1 低位心房中隔ペーシングにおける Far-Field R Wave（FFRW）の発生要因と 
予防に関する検討

産業医科大学 循環器内科
○南口 仁、安部 治彦、河野 律子、荻ノ沢 泰司、長友 敏寿、尾辻 豊

YIA2 経皮的冠動脈形成術施行時の HbA1c値及びその値の変化が慢性期治療成績に 
与える影響：FU Registryより

1）福岡大学病院 循環器内科、2）福岡大学筑紫病院、3）福岡白十字病院
○池 周而1）、白井 和之3）、森 憲1）、福田 佑介2）、柳 大三郎2）、久保田 和充3）、杉原 充1）、
河村 彰1）、岩田 敦1）、藤見 幹太1）、西川 宏明1）、三浦 伸一郎1）、朔 啓二郎1）

YIA3 心房細動に対するカテーテルアブレーション時の左房食道間距離と食道内温度の関係
1）大村市民病院 循環器科、2）EP expert doctors-Team Tsuchiya

○宮本 康二1）、土谷 健2）、山口 尊則2）、永元 康嗣2）、吉田 尚広1）、浦田 淳吾1）、 
安岡 千枝1）、谷岡 芳人1）

YIA4 立体心筋細胞構造体による新規心筋再生療法の開発
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・腎臓内科、 
3）佐賀大学大学院先端融合医工学

○野口 亮1）、中山 功一3）、野出 孝一2）、森田 茂樹1）

YIA5 心房細動に対する肺静脈隔離術後の再発機序と肺静脈 antrumの電位波高の関係
EP Expert Doctors-Team Tsuchiya

○山口 尊則、土谷 健、宮本 康二、永元 康嗣

YIA6 待機的冠動脈インターベンション施行例における VerifyNow P2Y12システムを 
用いた至適抗血小板療法

熊本大学大学院 生命科学研究部 循環器病態学
○小野 敬道、海北 幸一、山本 浩一朗、千年 忠祐、辻田 賢一、掃本 誠治、田山 信至、
角田 等、杉山 正悟、山部 浩茂、小川 久雄

YIA7 葉酸レセプターβ発現マクロファージを標的とした新規動脈硬化治療法の前臨床研究
1）鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 循環器・呼吸器・代謝内科学、 
2）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 感染防御学

○古庄 優子1）、宮田 昌明1）、赤崎 雄一1）、濱田 成郷1）、宮内 孝浩1）、池田 義之1）、 
濱崎 秀一1）、永井 拓2）、松山 隆美2）、鄭 忠和1）

13：20～14：40　Case Report Award
座長：砂川　賢二（九州大学 循環器内科）　　　　　　　　　

濱崎　秀一（鹿児島大学 循環器・呼吸器・代謝内科学）

CRA1 腹部大動脈瘤 Yグラフト置換術後、グラフト断端に仮性動脈瘤が形成され 
十二指腸に穿孔した症例

1）宮崎市郡医師会病院 循環器科、2）佐賀大学医学部付属病院 循環器・腎臓内科
○井上 洋平1）、柴田 剛徳1）、福島 裕介1）、仲間 達也1）、三根 大悟1）、相良 秀一郎1）、
西平 賢作1）、足利 敬一1）、野村 勝政1）、栗山 根廣1）、松山 明彦1）、野出 孝一2）
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CRA2 収縮性心膜炎に対しプレドニンが著効した症例
九州医療センター 循環器科 臨床研究センター

○井上 寛子、竹中 克彦、足達 宣、大渕 綾、西田 憲史、麻生 明見、森 隆宏、 
沼口 宏太郎、森 超夫、佐藤 真司、中村 俊博、冷牟田 浩司

CRA3 出血性脳梗塞・脳膿瘍・脾動脈瘤破裂を合併したMRSAによる感染性心内膜炎の一例
1）九州厚生年金病院 循環器科、2）九州厚生年金病院 心臓血管外科

○坂本 一郎1）、林谷 俊児1）、山本 雲平1）、菊池 幹1）、宮田 健二1）、折口 秀樹1）、 
毛利 正博1）、山本 英雄1）、帯刀 英樹2）、瀬瀬 顯2）

CRA4 プロテイン S欠乏症による多発性動脈血栓症から急性心筋梗塞まで至った症例 
～常に静脈血栓症だけではない～

1）九州大学病院 ハートセンター、2）九州大学大学院医学研究院循環器内科学
○中城 総一1）、向井 靖2）、得能 智武2）、肥後 太基2）、伊原 喜子2）、砂川 賢二2）

CRA5 興味ある経過を示した、炭酸リチウムによる洞機能不全の1例
1）地方独立行政法人 北松中央病院 循環器科、2）国立病院機構 嬉野医療センター、 
3）長崎大学病院 循環器内科

○佐貫 仁宣1）、福井 純1）、二宮 暁代2）、吉田 健夫3）、中田 智夫3）、古賀 聖士3）、 
池田 聡司3）、前村 浩二3）

CRA6 若年性高血圧を発症した腎動脈狭窄症に対して、経皮的腎動脈形成術を施行した一例
佐賀大学 医学部 循環器内科

○迫田 直也、兒玉 和久、橋本 重正、琴岡 憲彦、挽地 裕、河野 宏明、野出 孝一

CRA7 進行する慢性逆行性大動脈解離に対しステントグラフトを用いて治療した1例
済生会福岡病院 循環器内科

○山田 怜花、芹川 威、大坂 薫平、武居 講、中島 啓裕、高原 勇介、守谷 知香、 
長友 大輔、高宮 陽介、中村 亮、有村 賢一、岡部 眞典、山本 雄祐

CRA8 On site PCI、ドクターヘリを用いた病院連携、残存枝への PCI・集学的治療にて 
救命し得た LMT AMIの一例

1）熊本大学医学部附属病院 循環器内科、2）国保水俣市立総合医療センター 循環器内科
○木村 優一1）、大庭 圭介1）、角田 等1）、高潮 征爾1）、秋山 英一1）、千年 忠祐1）、 
小野 敬道1）、山本 浩一朗1）、野崎 俊光1）、森久 健二1）、山本 英一郎1）、辻田 賢一1）、
山室 惠1）、泉家 康宏1）、海北 幸一1）、掃本 誠治1）、田山 信至1）、杉山 正悟1）、 
小川 久雄1）、廣瀬 豊樹2）、丸山 英樹2）

14：45～15：41　研修医セッション1
座長：上野　高史（久留米大学 心臓・血管内科）

今村　卓郎（宮崎大学 第一内科）　　　　

R1 ボセンタンが奏功した慢性肺血栓塞栓症の一例
長崎県 五島中央病院

○千早 啓介、荒木 究、波多 史朗

R2 感染性心内膜炎の1症例を経験して
社会医療法人大成会福岡記念病院

○木山 龍吉、鐘ヶ江 靖夫、藤原 英樹、舛元 章浩、横山 正一

R3 心原性ショックにより虚血性直腸穿孔を来たした1例
新日鐵八幡記念病院 循環器科

○尾辻 健、藤島 慎一郎、芳賀 祥江、石原 嗣郎、加世田 繁、古賀 徳之、佐渡島 省三
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R4 心臓原発悪性リンパ腫の一例
1）九州厚生年金病院 総合診療部、2）九州厚生年金病院 内科、 
3）九州厚生年金病院 臨床病理検査科

○萬納寺 洋士1）、折口 秀樹2）、菊池 幹1）、坂本 一郎2）、宮田 健二2）、山本 雲平2）、 
林谷 俊児2）、吉村 仁2）、大久保 栄高1）、稲永 清子3）、中野 龍治3）、小川 亮介2）、 
野間 充2）、毛利 正博2）、山本 英雄2）

R5 悪性胸腺腫に対する放射線治療24年後に難治性心膜液・左胸水貯留を認めた 
滲出性収縮性心膜炎の1例

1）熊本大学大学院 循環器病態学、2）熊本大学大学院 心臓血管外科
○糸山 明莉1）、秋山 英一1）、角田 等1）、森久 健二1）、山室 惠1）、辻田 賢一1）、 
坂口 尚2）、海北 幸一1）、掃本 誠治1）、杉山 正悟1）、川筋 道雄2）、小川 久雄1）

R6 中学、高校入学後間もない時期に冠攣縮による心筋障害が生じた若年者の1例
総合病院鹿児島生協病院

○山口 浩樹、中村 大介、中野 治、春田 弘昭、馬渡 耕史

R7 十二指腸憩室出血を繰り返す大動脈弁置換術後の1例
1）公立学校共済組合九州中央病院内科、2）国立病院機構 九州医療センター心臓外科

○松岡 若利1）、鍵山 俊太郎1）、河野 修1）、貴田 春子1）、大森 将1）、冨永 光裕1）、 
富田 幸裕2）

15：45～16：17　虚血（1）
座長：原田　敬（北九州市立八幡病院 循環器科）

1 診断目的の心臓カテーテル検査中に HITによる冠動脈血栓症・急性心筋梗塞を 
きたした症例

飯塚病院 循環器内科
○田中 俊江、山田 明、長山 友美、池田 源太郎、久野 くみ、兼田 吉紹、堤 孝樹、 
井上 敬測、桑田 孝一、今村 義浩

2 治療に難渋した巨大冠動脈瘤合併の急性心筋梗塞症例
宮崎市郡医師会病院 循環器科

○相良 秀一郎、福島 裕介、井上 洋平、仲間 達也、三根 大悟、西平 賢作、野村 勝政、
足利 敬一、栗山 根廣、松山 明彦、柴田 剛徳

3 突然の心電図変化から心エコーを行い解離性心筋内血腫と診断し、内科的に 
経過をみた一例

宮崎大学附属病院 第一内科
○坂田 鋼治、長友 英里香、山村 善政、大窪 崇之、久保 恵是、矢野 裕一朗、 
井手口 武史、川越 純志、鬼塚 久充、鶴田 敏博、石川 哲憲、今村 卓郎、北村 和雄

4 若年女性の冠動脈瘤血栓閉塞による急性心筋梗塞の1例
1）光晴会病院循環器内科、2）長崎大学循環器内科、3）佐賀大学循環器内科

○山元 芙美1）、石崎 正彦1）、片山 敏郎1）、岩崎 義博1）、前村 浩二2）、野出 孝一3）
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16：17～16：49　虚血（2）
座長：野坂　秀行（小倉記念病院 循環器科）

5 急性心筋梗塞後、前・後乳頭筋断裂による急性僧帽弁閉鎖不全症の一例
1）福岡徳洲会病院 胸部・心臓血管外科、2）福岡徳洲会病院 循環器内科

○諸隈 宏之1）、片山 雄二1）、古賀 秀剛1）、小椋 裕司2）

6 回旋枝に BMS留置後、早期ステント内血栓閉塞型心筋梗塞発症され、 
乳頭筋断裂した1症例

1）沖縄協同病院循環器内科、2）長崎大学大学院医歯薬総合研究科循環病態制御外科学講座、 
3）沖縄協同病院心臓血管外科

○佐久田 豊1）、山内 昌喜1）、澤紙 秀太1）、諸見川 純1）、上原 和博1）、江石 清行2）、 
沖山 光則3）、當山 真人3）

7 感染性心内膜炎から急性心筋梗塞を合併し、緊急バイパス術、僧帽弁置換術を 
施行した一例

1）市立大村市民病院、2）長崎大学病院 循環器内科
○吉田 尚広1）、宮本 康二1）、浦田 淳吾1）、安岡 千枝1）、谷岡 芳人1）、深江 学芸2）、 
古賀 聖士2）、小宮 憲洋2）、小出 優史2）、芦澤 直人2）、池田 聡司2）、前村 浩二2）

8 両室ペースメーカー（CRT）感染抜去後の心不全を ASVでコントロールできた一例
1）市立大村市民病院、2）長崎大学病院 循環器内科

○吉田 尚広1）、宮本 康二1）、浦田 淳吾1）、安岡 千枝1）、谷岡 芳人1）、深江 学芸2）、 
古賀 聖士2）、小宮 憲洋2）、小出 優史2）、芦澤 直人2）、池田 聡司2）、前村 浩二2）

16：49～17：21　虚血（3）
座長：於久　幸治（長崎医療センター 循環器科）

9 アスピリン、クロピドグレル併用中に都合6回もの亜急性ステント血栓症を 
繰り返した CYP2C19遺伝子多型の一例

済生会熊本病院心臓血管センター 循環器内科
○野副 純世、坂本 知浩、田口 英詞、中尾 浩一

10 当院における Paclitaxel eluting stentの長期成績
小倉記念病院 循環器科

○稗田 道成、加藤 雅史、安藤 献児、榎本 操一郎、白井 伸一、横井 宏佳、岩淵 成志、
延吉 正清

11 SES留置4年後に Very Late Stent Thrombosisを発症した一例
佐世保中央病院 循環器内科

○冨地 洋一、内田 雄三、木崎 嘉久

12 薬剤溶出ステント（DES）留置後に晩期再狭窄（ late catch-up）を認めた症例における
OCT画像

医療法人 天陽会 中央病院
○宮村 明宏、山口 浩士、白澤 尚宏、厚地 伸彦、高岡 順一郎、厚地 良彦
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B会場（会議室1～3 3F）

8：50～9：38　末梢血管
座長：小田代　敬太（九州大学 第一内科）

13 当院における下肢末梢動脈疾患に対する hybrid therapy
1）長崎市立病院成人病センター 循環器内科、2）長崎市立病院成人病センター 心臓血管外科、 
3）長崎大学病院 循環器内科

○安永 智彦1）、江藤 幸1）、矢加部 和明1）、山口 博一郎2）、古賀 聖士3）、池田 聡司3）、
前村 浩二3）

14 急性上腕動脈塞栓症に対する治療に難渋した一例
福岡赤十字病院 循環器内科

○下永 貴司、稲生 哲治、目野 宏、福泉 寛、重松 秀明、末松 延裕、相良 洋治、 
瀬筒 康弘

15 当科における内頸動脈ステント術症例の検討
熊本労災病院 循環器内科

○日下 裕章、郷原 誠一郎、中田 靖、土井 英樹、松村 敏幸

16 興味ある IVUS所見を呈した解離性大動脈瘤に合併した両側腎動脈狭窄の一例
北九州市立八幡病院 循環器科

○渡部 太一、原田 敬、林 克英、岩瀧 麻衣、長谷川 潤、鈴木 義之、太崎 博美

17 PALMAZ Genesisの慢性期治療成績
北九州市立八幡病院 循環器科

○鈴木 義之、原田 敬、林 克英、岩瀧 麻衣、長谷川 潤、渡部 太一、太崎 博美

18 経皮的腎動脈形成術後に、安全に左鎖骨下・下肢動脈治療を行い得た 
両側腎動脈狭窄合併 CKDステージ4の1例

医療法人社団誠心会 萩原中央病院 循環器・心臓内科
○二又 誠義、瀬川 潤、中村 佐知子、野田 喜裕、冬野 隆一、佐野 哲朗、三浦 靖史、
古賀 義則、縄田 義夫、冬野 喜郎

9：38～10：10　肺
座長：宮原　嘉之（長崎記念病院 循環器科）

19 ボセンタンが著効した慢性肺血栓塞栓性肺高血圧症の一例
九州医療センター 循環器科 臨床研究センター

○西田 憲史、竹中 克彦、足達 宣、小村 聡一朗、大渕 綾、井上 寛子、岡村 圭祐、 
田中 信英、麻生 明見、森 隆宏、沼口 宏太郎、森 超夫、佐藤 真司、中村 俊博、 
冷牟田 浩司

20 膝窩静脈瘤を伴った深部静脈血栓症による肺動脈血栓塞栓症の症例
熊本中央病院 循環器科

○西嶋 方展、花谷 信介、釘宮 史仁、谷口 泉、福島 敬修、野田 勝生、大嶋 秀一

21 甲状腺機能亢進症に合併した右心不全の一例
北九州市立八幡病院 循環器科

○岩瀧 麻衣、原田 敬、林 克英、長谷川 潤、渡部 太一、鈴木 義之、太崎 博美
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22 慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対して肺動脈内膜摘除術を行った一例
済生会福岡総合病院 循環器内科

○武居 講、高原 勇介、有村 賢一、山田 怜花、中島 啓裕、大坂 薫平、守谷 知香、 
長友 大輔、高宮 陽介、芹川 威、中村 亮、岡部 眞典、山本 雄祐

13：20～14：00　大動脈（1）
座長：末永　悦郎（光晴会病院 心臓血管外科）

23 慢性 B型大動脈解離による消費性凝固障害に対して弓部大動脈置換術が奏功した症例
1）北九州市立医療センター 循環器科、2）北九州市立医療センター 心臓血管外科

○池内 雅樹1）、安藤 誠1）、関屋 正俊1）、古財 敏之1）、浦部 由利1）、久原 学2）、 
坂本 真人2）

24 上行大動脈アプローチを行った TEVAR症例の検討
小倉記念病院 心臓血管外科

○新井 善雄、羽生 道弥、長澤 淳、御厨 彰義、瀧本 真也、中根 武一郎、川東 正英、
南野 安正、桑内 慎太郎、辻 崇、宗像 緩宣

25 緊急ステントグラフト内挿術により救命しえた胸腹部大動脈瘤破裂の1症例
小倉記念病院 心臓血管外科

○川東 正英、羽生 道弥、新井 善雄、長澤 淳、御厨 彰義、瀧本 真也、中根 武一郎、
南野 安正、桑内 慎太郎、辻 崇、宗像 緩宜

26 上行大動脈置換術後の弓部大動脈瘤破裂に対する緊急手術の1例
鹿児島大学 医学部 第二外科

○上田 英昭、久 容輔、上野 哲哉、山本 裕之、峠 幸志、重久 喜哉、井本 浩

27 低心拍出症候群にて顕在化した1型亜急性大動脈解離の1例
1）飯塚病院 救急部、2）飯塚病院 循環器内科

○市村 研三1）、堤 孝樹2）、今村 義浩2）、山田 明2）

14：00～14：40　大動脈（2）
座長：橋詰　浩二（長崎大学 心臓血管外科）

28 腹部 CTにて偶然発見された巨大下腸間膜動脈瘤の一例
国立病院機構熊本医療センター 循環器内科

○平田 快紘、本多 剛、古賀 英信、宮尾 雄治、藤本 和輝

29 大動脈炎症候群による異型大動脈縮窄症に対し、上行－腹部大動脈人工血管 
バイパス術が有効であった1例

佐賀大学 医学部 臨床研修医
○岡本 祐介、森田 茂樹、岡崎 幸生、古川 浩二郎、蒲原 啓司、伊藤 学、高松 正憲、
野口 亮、古舘 晃、織田 良正、迎 洋輔

30 胸部大動脈ステントグラフト留置1年後に感染をきたした1例
長崎大学 大学院 医歯薬学総合研究科 循環病態制御内科

○佐藤 大輔、土居 寿志、吉田 健夫、中田 智夫、古賀 聖士、池田 聡司、芦澤 直人、
前村 浩二
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31 大動脈炎症候群に感染性胸部大動脈瘤を合併した一例
1）宮崎大学医学部附属病院 第一内科、2）宮崎大学フロンティア科学 実験総合センター

○大窪 崇之1）、鬼塚 久充1）、山村 善政1）、坂田 鋼治1）、矢野 裕一朗1）、長友 英里香1）、
井手口 武史1）、川越 純志1）、鶴田 敏博1）、石川 哲憲1）、加藤 丈司2）、今村 卓郎1）、
北村 和雄1）

32 レニン軽度高値アルドステロン正常で、血管エコーが診断に有用であった 
腎血管性高血圧の一例

済生会川内病院 内科
○網屋 俊、福岡 嘉弘、田中 啓仁、小野 陽平、阿部 正治、藤田 俊浩、大重 彰彦、 
那須 雄一郎、西田 知夏、重信 秀峰、濱田 富志夫、青崎 眞一郎

14：45～15：41　研修医セッション2
座長：皆越　眞一（鹿児島医療センター） 　　　　　　　

池田　久雄（久留米大学医療センター 循環器内科）

R8 心機能改善後も著明な好酸球増加を来たした好酸球性心筋炎の一例
佐賀大学 医学部 附属病院 循環器内科

○野中 康徳、山本 唯史、下村 光洋、佐久間 理吏、小松 愛子、河野 宏明、野出 孝一

R9 心原性脳塞栓症を再三繰り返す慢性心房細動の一例
福岡大学病院 卒後臨床研修センター

○夏秋 伸平、永田 済、池 周而、佐光 英人、安田 智生、小川 正浩、朔 啓二郎

R10 Lucus-Schmidt分類Ⅰ B1型三心房心および ASD術後遺残シャントが原因で 
重症肺高血圧症、三尖弁閉鎖不全症を呈した一例

国立病院機構 九州医療センター
○山木 悠太、高木 数実、前田 武俊、手嶋 英樹、田山 栄基、富田 幸裕

R11 急性心筋梗塞後の自由壁心破裂に対して、内科的治療のみで救命し得た一例
九州大学病院 循環器内科

○石橋 正二郎、西 淳一郎、向井 靖、西坂 麻里、江島 健一、肥後 太基、井手 友美、
砂川 賢二

R12 左主幹部急性心筋梗塞で術中ステント内血栓症を生じるも、アルガトロバンが 
有効であった一例

新行橋病院
○大塚 綾乃、村里 嘉信、堀内 正孝、末松 保憲、山本 智彦

R13 経食道心エコー法が診断に有用であったペースメーカ感染性心内膜炎の一例 
― エコーと手術所見との対比検討 ― 

1）長崎市立市民病院 循環器内科、2）井上病院、 
3）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環病態制御内科学、 
4）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環病態制御外科学

○東郷 政明1）、中嶋 寛1）、武藤 成紀1）、雨森 健太郎1）、白石 嘉憲1）、布廣 龍也1）、 
鈴木 伸1）、山近 史郎2）、前村 浩二3）、江石 清行4）

R14 直接的要因を有さない肺動脈血栓塞栓症症例の検討
佐世保中央病院 循環器内科

○春田 真一、冨地 洋一、内田 雄三、木﨑 嘉久
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15：45～16：25　心筋炎／心筋症（1）
座長：芦澤　直人（長崎大学 循環器内科）

33 転移性腎癌に対してチロシンキナーゼ阻害薬 Sorafenib投与により薬剤性心筋症を 
きたした1例

日本赤十字社 長崎原爆病院
○神田 宗武、佐藤 修身、鶴崎 俊文、草葉 泰之、品川 達夫

34 筋萎縮性側索硬化症にたこつぼ型心筋症を合併した1例
琉球大学 医学部 循環器・腎臓・神経内科学

○池宮城 秀一、槙田 徹、山里 将一朗、相澤 直輝、大城 克彦、伊敷 哲也、 
神山 朝政、安 隆則、大屋 祐輔

35 急性心筋炎が疑われMRIで異常腫瘤を認めた一症例
鹿児島大学大学院 循環器・呼吸器・代謝内科学

○有川 朋芳、宮内 栄治、窪薗 琢郎、片岡 哲郎、新里 拓郎、才原 啓司、桑波田 聡、
窪田 佳代子、藤田 祥次、内匠 拓朗、神田 大輔、竹中 俊宏、濱崎 秀一、鄭 忠和

36 たこつぼ心筋障害様の病態を呈した左前下行枝慢性完全閉塞病変の一例
福岡市民病院 循環器内科

○石北 綾子、弘永 潔、上徳 豊和、久保田 徹

37 有意な心電図変化や CPKの上昇を認めず急変した劇症型心筋炎の一剖検例
1）総合病院鹿児島生協病院 総合内科・救急科、2）総合病院鹿児島生協病院 循環器科、 
3）総合病院鹿児島生協病院 病理科

○中村 大介1）、中野 治2）、春田 弘昭2）、馬渡 耕史2）、那須 拓馬3）

16：25～17：13　心筋症（2）
座長：竹中　俊宏（鹿児島大学 循環器・呼吸器・代謝内科学）

38 左室形成術後に突然死を来した ARVCの一例
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）行政法人国立病院機構 長崎医療センター 心臓血管外科、 
3）行政法人国立病院機構 長崎医療センター 病理科

○田中 康子1）、於久 幸治1）、梅野 哲也1）、加藤 丈晴1）、大塚 陽介1）、松尾 崇史1）、 
泉田 誠也1）、石松 卓1）、中原 賢一1）、谷川 和好2）、山口 敬史2）、濱脇 正好2）、 
伊東 正博3）

39 大腸癌術後に心不全を繰り返した心アミロイドーシスの1例
1）九州大学大学院 病態修復内科、2）九州大学 健康科学センター、3）宗像医師会病院

○古川 陽介1）、藤原 昌彦1）、深田 光敬1）、安田 潮人1）、小田代 敬太1）、伊東 裕幸3）、
丸山 徹2）、赤司 浩一1）

40 当院における心アミロイドーシスの病型ごとの心エコー所見について
社会保険小倉記念病院

○中橋 卓也、有田 武史、曽我 芳光、横井 宏佳、岩淵 成志、野坂 秀行、延吉 正清

41 長期生存した右室心筋症の一例
国立病院機構指宿病院

○有馬 直佑、鹿島 克郎、川畑 和代、江浦 瑠美子、山根 隆史、田中 康博、中村 一彦
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42 家族歴のある左室緻密化障害（LVNC）患者に対し CRT-D植え込み術を施行した1例
1）社会医療法人敬和会 大分岡病院 心血管センター 循環器科、2）井上循環器科内科クリニック

○金子 匡行1）、井上 健2）、立川 洋一1）、永瀬 公明1）、宮本 宣秀1）、石川 敬喜1）、 
福田 敦夫1）

43 失神を契機として発見された左室心筋緻密化障害の一例
1）済生会熊本病院 心臓血管センター内科、2）熊本大学医学部付属病院 循環器内科

○福満 雅史1）、野副 純世1）、田中 靖章1）、古山 准二郎2）、坂本 知浩1）、本田 俊弘1）、
中尾 浩一1）

C会場（会議室4・5 3F）

8：50～9：30　虚血（4）
座長：中嶋　寛（長崎市民病院 循環器内科）

44 予後判別に関するPrimary PCI後の ST上昇の総和とST-segment resolutionとの比較
― 前壁梗塞における検討 ― 

1）長崎市立市民病院 循環器内科、2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環病態制御内科学
○武藤 成紀1）、中嶋 寛1）、雨森 健太郎1）、白石 嘉憲1）、布廣 龍也1）、鈴木 伸1）、 
前村 浩二2）

45 夫婦で冠動脈疾患（CAD）を呈した5組の検討
1）地方独立行政法人 北松中央病院 循環器科、2）国立病院機構 嬉野医療センター、 
3）長崎大学病院 循環器内科

○佐貫 仁宣1）、福井 純1）、二宮 暁代2）、吉田 健夫3）、中田 智夫3）、古賀 聖士3）、 
池田 聡司3）、前村 浩二3）

46 虚血性心疾患と EPA, EPA/AA比の関連性の検討
1）佐世保市立総合病院循環器科、2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科循環病態制御内科学

○山佐 稔彦1）、池田 聡司2）、古賀 聖士2）、福川 史生1）、園田 浩一朗1）、新北 浩樹1）、
前村 浩二2）

47 OCT（光干渉断層法）で蜂巣状形態が観察された、慢性閉塞性病変の一例
福岡市医師会成人病センター

○斉藤 裕、勝田 洋輔、打和 大幹、福田 裕次郎、島松 淳一郎

48 IVUS行うことで病態像の把握ができ、治療に有用であった2症例
嬉野医療センター

○二宮 登志子、徳島 圭宜、山方 勇樹、二宮 暁代、室屋 隆浩
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9：30～10：10　虚血（5）
座長：小出　優史（長崎大学 循環器内科）

49 貧血を契機とした急性冠症候群から心不全を発症した一例
県立薩南病院 循環器科

○大井 正臣、佐多 直幸、古川 重治

50 広範囲に ST低下が認められ急性冠症候群が疑われた偽性アルドステロン症による 
低カリウム血症の一例

大分医療センター 循環器内科
○柳井 陽介、大家 辰彦、近藤 秀和、吉良 哲也、有川 雅也、田原 功道

51 Statinによる脂質低下療法開始後に冠動脈の plaque退縮を冠動脈造影にて 
経時的に観察し得た1例

独立行政法人国立病院機構 大分医療センター 循環器内科
○田原 功道、吉良 哲也、近藤 秀和、有川 雅也、大家 辰彦

52 320列 CTを用いた冠動脈インターベンション（PCI）後早期の冠動脈評価
聖マリア病院 循環器内科

○盛重 邦雄、田代 英樹

53 心臓再手術の工夫　～経横隔膜アプローチによる右冠動脈へのOPCAB～
1）聖マリア病院 心臓血管外科、2）かわらハートクリニック

○赤須 晃治1）、財満 康之1）、尼子 真生1）、尾田 毅1）、安永 弘1）、川良 武美2）、 
藤堂 景茂1）

13：20～14：00　虚血（6）
座長：山佐　稔彦（佐世保市立総合病院 循環器科）

54 急性心筋梗塞患者における再潅流前からの高容量ニコランジル投与の安全性と 
可能性の検討

新行橋病院 ハートセンター 循環器内科
○末松 保憲、村里 嘉信、堀内 正孝、山本 智彦

55 重症三枝の急性心筋梗塞による心原性肺水腫に対してニコランジル高用量単回静脈 
投与が奏効し得た1症例

1）健康保険諫早総合病院循環器科、2）長崎大学病院循環器内科
○深江 貴芸1）、児島 正純1）、山口 研児1）、古賀 聖士2）、池田 聡司2）、前村 浩二2）

56 好酸球増加症が原因と考えられる冠攣縮性狭心症の1例
宮崎県立延岡病院

○黒木 一公

57 冠動脈攣縮から冠動脈解離を生じたと考えられた急性心筋梗塞の1症例
1）済生会長崎病院 循環器内科、2）長崎大学病院 循環器内科

○櫻川 浩一郎1）、赤司 良平1）、草野 栄郷1）、入田 昭子1）、前村 浩二2）

58 冠攣縮性狭心症発作で完全房室ブロックを来たした一例
豊見城中央病院

○高橋 伸幸、金城 達也、親川 明香、嘉数 敦、前田 峰孝、大庭 景介、嘉数 真教、 
玉城 正弘、新崎 修、新城 哲治
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14：00～14：40　虚血（7）
座長：岩崎　義博（光晴会病院 循環器内科）

59 偏心性狭窄に留置された Bare Metal Stentの再狭窄にバルーン拡張術を施行し、 
冠動脈穿孔を来たした一例

産業医科大学 第二内科学
○今村 香奈子、津田 有輝、村岡 秀崇、園田 信成、岡崎 昌博、尾辻 豊

60 ロータブレータ後に DESを留置し、その1年経過後に巨大冠動脈瘤を形成した1例
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 循環器科

○宮良 高史、中村 牧子、田場 洋二、新城 治、當真 隆、砂川 長彦

61 当院における冠動脈塞栓症による急性心筋梗塞の3例
1）長崎市立市民病院 循環器内科、2）井上病院、 
3）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環病態制御内科学

○武藤 成紀1）、中嶋 寛1）、雨森 健太郎1）、白石 嘉憲1）、布廣 龍也1）、鈴木 伸1）、 
山近 史郎2）、前村 浩二3）

62 ステント留置直後の造影では異常所見認めず遅延性に心タンポナーデを来たした一症例
大分市医師会立アルメイダ病院

○安部 雄征、内藤 英二、麻生 崇則、矢野 庄司

63 シースを用いない経大腿動脈3Fr. 心臓カテーテル検査法の試み
独立行政法人国立病院機構 長崎川棚医療センター 循環器科

○吉田 和朗、古殿 真之介

14：40～15：20　虚血（8）
座長：川崎　友裕（新古賀病院 心臓血管センター）

64 冠動脈内の陰影欠損がGWの通過により消失した AMIの1症例
嬉野医療センター

○山方 勇樹、室屋 隆浩、二宮 暁代、二宮 登志子

65 Cutting balloon使用後にステントの延長を認めた一例
労働者健康福祉機構 九州労災病院 循環器内科

○高津 博行、永田 泰史、穴井 玲央、黒田 智寛

66 著明な石灰化を伴う CTO病変に対して Tornus及び KIWAMIST01が有用であった一例
済生会熊本病院 心臓血管センター

○中尾 優、田口 英詞、貫 敏章、野副 純世、福永 崇、宮本 信三、澤村 匡史、 
坂本 知浩、中尾 浩一

67 急性心不全を発症した LMT分枝部高度狭窄に対し緊急 PCIを施行し救命した 
高齢透析患者の1例

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 循環器科
○中村 牧子、砂川 長彦、宮良 高史、田場 洋二、新城 治、當真 隆

68 閉塞性肥大型心筋症（HOCM）様左室流出路狭窄によるショック状態が遷延した 
急性冠症候群の1例

豊見城中央病院
○金城 達也、嘉数 真教、高橋 伸幸、親川 明香、嘉数 敦、前田 峰考、大庭 景介、 
玉城 正弘、新崎 修、新城 哲治
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15：20～16：16　弁膜症
座長：山近　史郎（井上病院 循環器科）　　　

福永　周司（久留米大学 心臓血管外科）

69 手術ハイリスク重症大動脈弁狭窄症における経皮的大動脈弁形成術の初期成績
敬愛会 中頭病院

○渡慶次 竜生、梶原 光嗣、仲村 義一、與那原 太郎、小田口 尚幸、屋宜 宣守、 
上地 襄、安里 浩亮

70 リアルタイム三次元経食道心エコー検査にて心房リードに付着した血栓と 
左房内血栓を同時に描出しえた一症例

産業医科大学 第二内科学
○今村 香奈子、樫山 国宣、加来 京子、春木 伸彦、芳谷 英俊、園田 信成、 
竹内 正明、岡崎 昌博、尾辻 豊

71 3回目の開心術後早期に急性硬膜下血腫を発症した一例
久留米大学 外科学

○白濱 靖久、有永 康一、福永 周司、友枝 博、小須賀 智一、高瀬谷 徹、青柳 成明

72 診断に苦慮した心原性ショックの1例
1）福岡記念病院 循環器科、2）和白病院 心臓血管外科

○中村 知久1）、舛元 章浩1）、鐘ヶ江 靖夫1）、横山 正一1）、藤原 英樹1）、濱田 正勝2）

73 僧帽弁位ウシ生体弁置換術後8年で構造的弁劣化に伴う高度僧帽弁狭窄症、 
高度肺高血圧症をきたした1症例

1）地方独立行政法人佐賀県立病院好生館 循環器内科、2）同 心臓血管外科
○田中 玄紀1）、池田 昌隆1）、吉富 有哉1）、古閑 靖章1）、大場 香織1）、吉田 敬規1）、 
貞松 研二1）、林田 潔1）、田中 秀弥2）、村山 順一2）、内藤 光三2）、樗木 等2）

74 受傷21年後に弁置換術を施行した外傷性三尖弁閉鎖不全症の一例
沖縄県立中部病院 循環器内科

○桑原 謙典、仲里 淳、高橋 孝典、和気 稔、平田 一仁

75 左心耳内に栄養血管を伴う巨大血栓を形成した僧帽弁狭窄症の一例
国立病院機構 福岡東医療センター 循環器科

○中島 啓太郎、古賀 英幸、島津 秀樹、中村 洋文、松岡 大輔、柳 統仁、小池 明広、
河原田 孝宣

16：16～17：04　心内膜炎
座長：青柳　成明（久留米大学 心臓外科）

瀬戸　信二（井上病院 循環器科）　

76 治療に難渋したペースメーカー感染に対しエキシマレーザーシステムを用い 
リード抜去を行った2例

小倉記念病院
○當間 裕一郎、永島 道雄、廣島 謙一、合屋 雅彦、横井 宏佳、岩淵 成志、野坂 秀行、
延吉 正清

77 遺伝子解析により診断された HACEK groupによる感染性心内膜炎の一症例
麻生飯塚病院

○長山 友美、田中 俊江、池田 源太郎、久野 くみ、兼田 吉紹、堤 孝樹、井上 敬測、
桑田 孝一、今村 義浩、山田 明
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78 大動脈基部置換術後の広範基部感染に対する再置換術： 
馬心膜ロールによる左室流出路再建を行った一例

久留米大学 医学部 外科
○吉田 直裕、小須賀 智一、福永 周司、友枝 博、森 龍祐、明石 英俊、青柳 成明

79 先天性心疾患の既往のない若年発症の感染性心内膜炎の1例
済生会福岡総合病院

○中島 啓裕、守谷 知香、中村 亮、武居 講、山田 怜花、高原 勇介、大坂 薫平、 
長友 大輔、高宮 陽介、芹川 威、有村 賢一、岡部 眞典、山本 雄祐

80 若年の感染性心内膜炎に対し僧帽弁置換術を施行した一例
福岡大学 医学部 心臓血管外科

○寺谷 裕充、田代 忠、森重 徳継、西見 優、林田 好生、峰松 紀年、竹内 一馬、 
伊藤 信久、桑原 豪、助弘 雄太

81 再弁置換術、長期抗生剤投与により救命できた難治性MRSA人工弁感染性心内膜炎の一例
1）九州大学病院 循環器内科、2）九州大学病院 心臓外科、 
3）九州大学病院 免疫・膠原病・感染症内科、4）済生会福岡総合病院

○有村 貴博1）、大井 啓司1）、井上 修二朗1）、肥後 太基1）、砂川 賢二1）、中島 淳博2）、
富永 隆治2）、下野 伸行3）、長友 大輔4）

D会場（リハーサル室 2F）

8：50～9：22　静脈
座長：池田　聡司（長崎大学 循環器内科）

82 IVCフィルター留置後も再燃する慢性肺塞栓症に対し、重複下大静脈側枝への 
フィルター追加が奏効した1例

医療法人 杉村会 杉村病院 心臓血管センター
○松島 吉宏、深堀 正美、堀内 賢二

83 術中穿孔した下大静脈フィルターの1例
久留米大学 医学部 外科

○橋口 俊洋、廣松 伸一、奈田 慎一、岡崎 悌之、新谷 悠介、大野 智和、福永 周司、
青柳 成明

84 Campylobacter fetusが原因と考えられた化膿性血栓性静脈炎および 
下肢深部静脈血栓症の一例

福岡和白病院 循環器内科
○仲村 圭太、小此木 太一、柳田 葉子、野口 博生、大塚 頼隆、比嘉 徹、斉藤 太郎

85 治療方針に苦慮した巨大子宮筋腫による肺静脈塞栓症を合併した深部静脈血栓症の1例
1）大分大学 医学部 総合内科学第一講座、2）大分大学 医学部 臨床検査診断学講座

○鬼木 崇裕1）、岡田 憲広1）、安部 一太郎1）、斎藤 聖多郎1）、脇坂 収1）、篠原 徹二1）、
油布 邦夫2）、高橋 尚彦2）、原 政英1）、吉松 博信1）、犀川 哲典2）



― 25 ―

9：22～10：10　先天性
座長：濱脇　正好（長崎医療センター 心臓血管外科）

86 房室ブロックを認めたサンフィリッポ症候群の一例
1）国立病院機構 熊本再春荘病院 循環器科、2）国立病院機構 熊本再春荘病院 代謝内科、 
3）菊南病院 循環器内科

○三角 郁夫1）、蛯原 賢司2）、赤星 隆一郎3）

87 高齢者 ASDに対するカテーテル治療
1）久留米大学 医学部 小児科、2）聖マリア病院 小児循環器科、3）聖マリア病院 心臓血管外科

○須田 憲治1）、伊藤 晋一2）、籠手田 雄介2）、西野 裕2）、寺町 陽三1）、工藤 嘉公1）、 
家村 素史1）、安永 宏3）

88 Dual LADを有する労作性狭心症患者に対して冠動脈バイパス術を施行した1例
1）佐賀県立病院 好生館 心臓血管外科、2）佐賀県立病院 好生館 循環器科

○田中 秀弥1）、内藤 光三1）、村山 順一1）、樗木 等1）、池田 昌隆2）、吉田 敬規2）、 
貞松 研二2）

89 心臓 CTが有効であった右冠動脈洞起始単一冠動脈の1例
天草郡市医師会立 天草地域医療センター

○渕上 俊一郎、中村 尚太、境野 成次

90 Fontan術後の遠隔期にうっ血性心不全を来した成人の一例
福岡大学 医学部 心臓血管内科

○清水 知彦、光武 良晃、谷川 宏之、佐光 英人、松本 直通、朔 啓二郎

91 職場検診で心雑音を指摘された先天性心疾患の1例 
― Unroofed Coronary Sinus Syndrome ― 

久留米大学 医学部 内科学 心臓・血管内科部門
○阪上 暁子、植田 晋一郎、古野 晶子、野原 夢、佐々木 基起、松尾 純武、原口 剛、
古荘 文、田原 敦子、大場 豊治、熊谷 俊一、竹内 智宏、横山 晋二、新山 寛、 
平井 祐治、甲斐 久史、上野 高史、今泉 勉

13：20～14：00　不整脈（1）
座長：小宮　憲洋（長崎大学 循環器内科）

92 二本の副伝導路間で両方向性のリエントリー回路を形成した 
房室回帰性頻拍（AVRT）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
○麻生 明見、中村 俊博、大渕 綾、足達 宣、西田 憲史、小村 聡一朗、井上 寛子、
森 隆宏、竹中 克彦、沼口 宏太郎、森 超夫、佐藤 真司、冷牟田 浩司

93 心拍動に一致して収縮する冠静脈洞憩室内に Kent束を認めたWPW症候群の一例
1）宮崎大学 医学部 第一内科、2）名越内科、3）宮崎大学 医学部 救急部

○谷之木 美佐1）、川越 純志1）、長友 英里香1）、井手口 武史1）、鬼塚 久充1）、鶴田 敏博1）、
名越 敏郎2）、伊達 晴彦3）、今村 卓郎1）、北村 和雄1）

94 多発性筋炎による続発性心筋症により、多彩な心房性頻拍を認めた症例
1）九州大学大学院 病態修復内科、2）九州大学 健康科学センター

○安田 潮人1）、古川 陽介1）、藤原 昌彦1）、深田 光敬1）、小田代 敬太1）、丸山 徹2）、 
赤司 浩一1）



― 26 ―

95 遅発性に早期再分極を認めたペースメーカー植え込み後の洞不全症候群の一例
福岡大学 医学部 循環器科

○長田 芳久、杉原 充、佐光 英人、高嶋 英夫、安田 智生、小川 正浩、朔 啓二郎

96 メシル酸ガレノキサシンにより洞不全症候群の顕在化を認めた1例
地方独立行政法人佐賀県立病院好生館 循環器内科 

○池田 昌隆、吉富 有哉、古閑 靖章、大場 香織、田中 玄紀、吉田 敬規、貞松 研二

14：00～14：40　不整脈（2）
座長：定永　恒明（熊本市立植木病院 循環器科）

97 Box隔離術後ニフェカラントで停止した慢性心房細動の1例
福岡山王病院 ハートリズムセンター

○中島 英子、熊谷 浩一郎

98 慢性心房細動に合併した神経調節性失神の1例
1）杉循環器科内科病院、2）横田病院

○堀 賢介1）、吉田 輝久2）、香月 与志夫1）、吉村 彩子1）、江口 裕之1）、杉 健三1）

99 全内臓逆位症を伴う先天性心奇形の開心術後に発症した非通常型心房粗動の1例
1）長崎大学 大学院 医歯薬学総合研究科 循環病態制御内科、2）柴田長庚堂病院

○太田 理絵1）、土居 寿志1）、深江 学芸1）、中尾 功二郎1）、松尾 清隆2）、芦澤 直人1）、
前村 浩二1）

100 心房細動による頻脈誘発性心筋症に対し、カテーテルアブレーションが有効であった一例
1）大隅鹿屋病院 循環器内科、2）福岡山王病院ハートリズムセンター

○有馬 喬1）、古賀 敬史1）、熊谷 浩一郎2）、中島 英子2）

101 発作性心房細動に対するピルジカイニド100㎎頓服による洞調律化後、 
遅発性に18秒間の洞停止をきたした症例

1）健康保険諫早総合病院 循環器科、2）長崎大学病院循環器内科
○山口 研児1）、深江 貴芸1）、児島 正純1）、古賀 聖士2）、池田 聡司2）、前村 浩二2）

14：40～15：12　不整脈（3）
座長：合屋　雅彦（小倉記念病院 循環器科）

102 発熱を契機に心室細動を発症し診断された Brugada症候群の一例
1）国家公務員共済組合連合会 新別府病院 循環器内科、 
2）国家公務員共済組合連合会 新別府病院 心臓血管外科

○渡邊 圭祐1）、中村 夏樹1）、菊田 浩一1）、片山 哲治1）、宮崎 貴志1）、木村 龍範2）、 
田中 秀幸2）

103 右室乳頭筋近傍起源と考えられた特発性非持続性心室頻拍の一例
熊本大学 医学部 附属病院 循環器内科

○伊藤 美和、金澤 尚徳、山部 浩茂、榎本 耕治、森久 健二、古山 准二郎、 
小川 久雄

104 低 K血症と徐脈に起因する多形性心室頻拍を併発した完全房室ブロックの1例
1）大分大学 医学部 総合内科学第一講座、2）大分大学 医学部 臨床検査診断学講座

○三好 敏之1）、岡田 憲広1）、鬼木 崇裕1）、斎藤 聖多郎1）、脇坂 収1）、油布 邦夫2）、 
高橋 尚彦2）、原 政英1）、犀川 哲典2）、吉松 博信1）
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105 Mechanical supoort下に救命しえた VF stormの一例。
久留米大学 医学部 心臓・血管内科

○中尾 絵里香、竹内 智宏、新山 寛、林 真貴子、南 知子、植田 聡、瀧井 英一、 
翁 徳仁、藤山 友樹、権藤 健樹、植田 晋一郎、杉 雄介、佐藤 晃、稲毛 智仁、 
甲斐 久史、上野 高史、今泉 勉

15：12～15：44　その他（1）
座長：宇都宮　俊徳（大町町立病院）

106 ダントロレンの中止が可逆性の心機能低下に関与していたと考えられた悪性症候群の1例
耕和会 迫田病院

○下窪 徹

107 来院時の著明な高乳酸血症のみが、診断につながった脚気心の一例
1）新日鐵八幡記念病院 循環器科、2）新日鐵八幡記念病院 内科

○芳賀 祥江1）、石原 嗣郎1）、古賀 徳之1）、加世田 繁1）、藤島 慎一郎1）、佐渡島 省三2）

108 本態性血小板増多症に対する開心術の経験
福岡大学病院 心臓血管外科

○助弘 雄太、田代 忠、森重 徳継、峰松 紀年、林田 好生、竹内 一馬、桑原 豪、 
寺谷 裕充

109 診断に苦慮した大量心嚢液貯留の1例
1）大分大学 医学部 総合内科学第一講座、2）大分大学 医学部 臨床検査診断学講座

○斎藤 聖多郎1）、岡田 憲広1）、安部 一太郎1）、鬼木 崇裕1）、脇坂 収1）、篠原 徹二1）、
油布 邦夫2）、高橋 尚彦2）、原 政英1）、吉松 博信1）、犀川 哲典2）

15：44～16：24　その他（2）
座長：三浦伸一郎（福岡大学 循環器内科）

110 心不全患者において脳性ナトリウム利尿ホルモン値は塩分摂取量と相関する
熊本市立植木病院

○定永 恒明

111 僧帽弁輪石灰化（MAC）に基づく血栓形成　― 塞栓症の危険因子として ― 
1）熊本市民病院 循環器科、2）熊本市民病院 心臓血管外科

○野口 紘嗣1）、森上 靖洋1）、伊藤 彰彦1）、木村 義博1）、外村 洋一1）、梶原 隆2）、 
小江 雅弘2）

112 小腸コレステロール吸収阻害剤エゼチミブの脂質、酸化 LDL、高感度 CRP等に 
及ぼす効果及び安全性の検討

医療法人厚生会 虹が丘病院 循環器内科
○迫 稔、伊藤 達郎、岩本 啓二、川原 史生

113 オルメサルタン／アゼルニジピン配合錠の有用性、利便性に関する臨床的検討
耕和会 迫田病院

○下窪 徹

114 左心補助人工心臓（TOYOBO）の植え込み術後に急性胆嚢炎のため開腹手術を要した1例
九州大学心臓血管外科

○松山 翔、園田 拓道、尾林 秀幸、元松 祐馬、大石 恭久、田ノ上 禎久、西田 誉浩、
中島 淳博、塩川 祐一、富永 隆治
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16：24～17：20　心膜・心臓腫瘍
座長：岡部　眞典（済生会福岡総合病院 循環器科）

岡崎　幸生（佐賀大学 心臓血管外科）　　　

115 粘液腫に関連した血栓塞栓症が疑われた AMI症例
1）宮崎市郡医師会病院 循環器科、2）宮崎大学 医学部 病理学講座

○福島 裕介1）、柴田 剛徳1）、松山 明彦1）、栗山 根廣1）、足利 敬一1）、野村 勝政1）、 
西平 賢作1）、相良 秀一郎1）、三根 大悟1）、仲間 達也1）、井上 洋平1）、浅田 祐士郎2）

116 血栓との鑑別が困難であった右心室内転移性心臓腫瘍の一例
1）長崎労災病院循環器科、2）佐世保市立総合病院循環器科、3）長崎大学病院循環器内科

○松本 雄二1）、河野 浩章1）、宮田 恵吾1）、荒川 修司1）、早野 元信1）、迫 史朗2）、 
前村 浩二3）

117 吸引腫瘍生検にて組織診断に至り、化学療法で著明な改善を得た転移性右房腫瘍の一例
熊本大学 医学部附属病院 循環器内科

○時津 孝典、山室 惠、海北 幸一、森久 健二、山本 英一郎、辻田 賢一、泉家 康宏、
田山 信至、掃本 誠治、角田 等、杉山 正悟、小川 久雄

118 CVカテーテル留置が原因となった右房内血栓に対する手術経験
宮崎大学病院第二外科

○石井 廣人、鬼塚 敏男、中村 都英、矢野 光洋、長濱 博幸、松山 正和、横田 敦子

119 腎細胞癌由来の転移性肺腫瘍が左房内進展をきたした1例
1）長崎大学病院 心臓血管外科、2）長崎大学病院 泌尿器科、3）長崎大学病院 病理部 第二病理

○中路 俊1）、橋詰 浩二1）、有吉 毅子男1）、谷口 真一郎1）、松隈 誠司1）、小野原 大介1）、
松丸 一朗1）、住 瑞木1）、江石 清行1）、錦戸 雅春2）、望月 保志2）、中山 敏幸3）

120 左房内腫瘍（ Infl ammatory Myofi broblastic Tumor）切除後に再び急速増殖した一例
1）鹿児島医療センター 循環器科、2）鹿児島医療センター 心臓血管外科、 
3）鹿児島医療センター 臨床病理科

○入來 泰久1）、余 波1）、小瀬戸 一平1）、小島 聡子1）、有川 亮1）、中尾 竜馬1）、 
尾辻 秀章1）、仲敷 健一1）、片岡 哲郎1）、中島 均1）、皆越 眞一1）、上野 隆幸2）、 
山下 正文2）、野元 三治3）

121 右心不全症状にて顕在化した心嚢腔原発の原発性滲出性リンパ腫類似疾患の1例
1）飯塚病院循環器内科、2）飯塚病院血液内科、3）飯塚病院病理部

○堤 孝樹1）、今村 義浩1）、立川 義倫2）、大屋 正文3）、山田 明1）
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相澤 直輝 34

青崎 眞一郎 32

青柳 成明 71, 78, 83

赤崎 雄一 YIA7

赤司 浩一 39, 94

明石 英俊 78

赤司 良平 57

赤須 晃治 53

赤星 隆一郎 86

秋山 英一 CRA8, R5

浅田 祐士郎 119

安里 浩亮 69

足利 敬一 CRA1, 02, 119

芦澤 直人 07, 08, 30, 99

麻生 明見 CRA2, 19, 92

麻生 崇則 62

足達 宣 CRA2, 19, 92

厚地 伸彦 12

厚地 良彦 12

穴井 玲央 65

安部 一太郎 85, 109

安部 治彦 YIA1

阿部 正治 32

安部 雄征 62

尼子 真生 53

網屋 俊 32

雨森 健太郎 R13, 44, 61

新井 善雄 24, 25

荒川 修司 116

荒木 究 R1

新崎 修 58, 68

有川 朋芳 35

有川 雅也 50, 51

有川 亮 120

有田 武史 40

有永 康一 71

有馬 喬 100

有馬 直佑 41

有村 賢一 CRA7, 22, 79

有村 貴博 81

有吉 毅子男 115

安藤 献児 10

安藤 誠 23

い

家村 素史 87

池 周而 R9, YIA2

池内 雅樹 23

池田 源太郎 01, 77
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30, 45, 46, 55, 101

池田 昌隆 73, 88, 96

池田 義之 YIA7

池宮城 秀一 34

石井 廣人 118

石川 哲憲 03, 31

石川 敬喜 42

伊敷 哲也 34

石北 綾子 36

石崎 正彦 04

石橋 正二郎 R11

石原 嗣郎 R3, 107

石松 卓 38

泉田 誠也 38

泉家 康宏 CRA8, 117

市村 研三 27

井手 友美 R11

井手口 武史 03, 31, 93

伊藤 晋一 87

伊藤 達郎 112

伊藤 彰彦 111

伊藤 信久 80

伊東 裕幸 39

伊東 正博 38

伊藤 学 29

伊藤 美和 103

糸山 明莉 R5

稲毛 智仁 105

稲永 清子 R4

稲生 哲治 14

井上 修二朗 81

井上 敬測 01, 77

井上 健 42

井上 寛子 CRA2, 19, 92

井上 洋平 CRA1, 02, 119

伊原 喜子 CRA4

今泉 勉 91, 105

今村 香奈子 59, 70

今村 卓郎 03, 31, 93

今村 義浩 01, 27, 77, 121

井本 浩 26

入來 泰久 120

入田 昭子 57

岩崎 義博 04

岩田 敦 YIA2

岩瀧 麻衣 16, 17, 21

岩淵 成志 10, 40, 76

岩本 啓二 112

う

上嶋 健治 LS1

植田 晋一郎 91, 105

植田 聡 105

上地 襄 69

上野 高史 91, 105

上野 隆幸 120

上野 哲哉 26

上原 和博 06

内田 雄三 R14, 11
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打和 大幹 47

梅野 哲也 38

浦田 淳吾 YIA3, 07, 08

浦部 由利 23

上徳 豊和 36

え

江石 清行 R13, 06, 115

江浦 瑠美子 41

江口 裕之 98

江島 健一 R11

江藤 幸 13

榎本 耕治 103

榎本 操一郎 10

蛯原 賢司 86

お

小江 雅弘 111

大井 啓司 81

大井 正臣 49

大家 辰彦 50, 51

大石 恭久 114

大窪 崇之 03, 31

大久保 栄高 R4

大坂 薫平 CRA7, 22, 79

大重 彰彦 32

大嶋 秀一 20

大城 克彦 34

太田 理絵 99

大塚 綾乃 R12

大塚 陽介 38

大塚 頼隆 84

樗木 等 73, 88

大野 智和 83

大場 香織 73, 96

大庭 景介 58, 68

大庭 圭介 CRA8

大場 豊治 91

大渕 綾 CRA2, 19, 92

大森 将 R7

大屋 正文 121

大屋 祐輔 34

岡崎 悌之 83

岡崎 昌博 59, 70

岡崎 幸生 29

岡田 憲広 85, 104, 109

岡部 眞典 CRA7, 22, 79
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小川 久雄 YIA6, CRA8, R5, 
103, 117

小川 正浩 R9, 95

小川 亮介 R4

翁 徳仁 105

荻ノ沢 泰司 YIA1

沖山 光則 06

於久 幸治 38

小椋 裕司 05

小此木 太一 84

小島 聡子 120

尾田 毅 53

織田 良正 29

小田口 尚幸 69

小田代 敬太 39, 94

尾辻 健 R3

尾辻 秀章 120

尾辻 豊 YIA1, 59, 70

鬼木 崇裕 85, 104, 109

鬼塚 敏男 118

鬼塚 久充 03, 31, 93

小野 敬道 YIA6, CRA8

小野 陽平 32

小野原 大介 115

尾林 秀幸 114

小村 聡一朗 19, 92

親川 明香 58, 68

折口 秀樹 CRA3, R4

か

甲斐 久史 91, 105

海北 幸一 YIA6, CRA8, R5, 
117

嘉数 敦 58, 68

嘉数 真教 58, 68

鍵山 俊太郎 R7

加来 京子 70

鹿島 克郎 41

樫山 国宣 70

梶原 光嗣 69

梶原 隆 111

加世田 繁 R3, 107

片岡 哲郎 35, 120
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片山 雄二 05

香月 与志夫 98

勝田 洋輔 47
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加藤 丈晴 38

加藤 雅史 10
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鐘ヶ江 靖夫 72, R2

金子 匡行 42

兼田 吉紹 01, 77

神山 朝政 34
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川越 純志 03, 31, 93
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川東 正英 24, 25

河野 浩章 116

川畑 和代 41



― 32 ―

川原 史生 112

河原田 孝宣 75
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