
A会場（１F 大ホール） 
 

09:05～10:33 YIA 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 循環器内科学） 

塩瀬  明（九州大学大学院医学研究院 心臓血管外科学） 
 

YIA1 血管内腔integrated backscatter intravascular ultrasound解析による冠動脈狭窄

機能的重症度診断は可能か  
 産業医科大学 第 2内科学 

  ○高見 浩仁、園田 信成、穴井 玲央、村岡 秀崇、福田 祥大、 

荻ノ沢 泰司、津田 有輝、荒木 優、尾辻 豊 

   

YIA2 CADに対するPCI におけるDAPT開始時期について 
 宗像水光会総合病院 心臓血管センター 循環器科 

  ○三戸 隆裕、竹本 真生、田中 敬士、松尾 昌俊、檜田 悟、吉武 清伸 

   

YIA3 沖縄県における急性冠症候群患者の年齢階層別比較 
 浦添総合病院 循環器内科 1)、東京医科歯科大学 循環器内科 2) 

  ○川島 朋之 1)、千葉 卓 1)、山下 慶子 1)、名護 元志 1)、仲村 健太郎 1)、 

宮城 直人 1)、島尻 正紀 1)、上原 裕規 1)、磯部 光章 2) 

   

YIA4 Heart failure with preserved ejection fraction におけるABI device による動脈

stiffness 評価の意義  
 熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学 

  ○時津 孝典、山本 英一郎、平田 快紘、山室 惠、辻田 賢一、海北 幸一、

掃本 誠治 

   

YIA5 末梢血単球数及び脾臓サイズ評価による心臓再同期療法後のレスポンスの予測 
 大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学 

  ○近藤 秀和、油布 邦夫、小深田 麻美、石井 悠海、今村 貴亮、 

原口 美帆、大坪 豊和、齋藤 聖多郎、綾部 礼佳、長野 徳子、 

秋岡 秀文、篠原 徹二、手嶋 泰之、中川 幹子、高橋 尚彦 
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YIA6 産褥期に発症した心不全で明らかになった、左室心筋緻密化障害の一例 
 沖縄県立北部病院 循環器内科 1)、沖縄県立北部病院 内科 2)、富山大学医学部 小児科 3) 、 

富山大学医学部 法医学 4) 

  ○木下 聡 1)、島袋 祐士 1)、平辻 知也 1)、知念 清治 2)、廣野 恵一 3) 、 

市田 蕗子 3) 、畑 由紀子 4) 、西田 尚樹 4) 

   

YIA7 低酸素応答因子のマクロファージ特異的欠損により腹部大動脈瘤の形成が促進される 
 九州大学病院 循環器内科 

  ○高原 勇介、得能 智武、市来 俊弘 

   

YIA8 心血管疾患を持つ患者を対象とした 3 カ月間の心臓リハビリテーションによる受診間

血圧変動性改善効果  
 福岡大学病院 心臓血管内科学 

  ○石田 紀久、藤見 幹太、三浦 伸一郎 

   

 

13:50～14:50 トランスレーショナルリサーチセッション 

座長：森田 茂樹（佐賀大学医学部 胸部・心臓血管外科） 

的場 哲哉（九州大学病院 循環器内科） 
 

TR1 骨代謝因子オステオプロテゲリンの心不全発症への関与 
 宮崎大学医学部 内科学講座 循環体液制御学分野 

  ○鶴田 敏博、北村 和雄 

   

TR2 Akt1による骨格筋肥大はヘムオキシゲナーゼ１を介して下肢虚血後の血管新生を促進す

る  
 熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科 

  ○尾上 喜郎、泉家 康宏、花谷 信介、山村 智、木村 優一、荒木 智、 

海北 幸一、掃本 誠治 

   

TR3 心外膜脂肪組織と炎症性心房線維化－ヒト心房組織および高脂肪食負荷マウスを用いた

検討－  
 大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 1)、大分大学医学部  心臓血管外科学講座 2)、 

大分大学医学部 臨床医工学講座 3) 

  ○安部 一太郎 1)、園田 祐子 1)、手嶋 泰之 1)、江畑 有希 1)、近藤 秀和 1)、 

齋藤 聖多郎 1)、秋岡 秀文 1)、篠原 徹二 1)、油布 邦夫 1)、穴井 博文 3)、 

宮本 伸二 2)、高橋 尚彦 1) 
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TR4 新規Apo蛋白A1模倣ペプチドによるコレステロール逆転送系への影響 
 福岡大学病院 心臓・血管内科学 

  ○井手元 良彰、三浦 伸一郎、後藤 昌希、志賀 悠平、北島 研、川内 絵未、 

桑野 孝志、上原 吉就、朔 啓二郎 

   

TR5 テストステロンの長期作用は緩徐活性化遅延整流カリウムチャネル Kv7.1 の発現を増加

させQT間隔を短縮させる  
 大分大学医学部 病態生理学講座 

  ○増田 季美子、高成 広起、森島 真幸、王 岩、馬 芳芳、小野 克重 

   

 

B会場（３F 大会議室） 
 

09:30～10:10 虚血性心疾患（１） 

座長：川﨑 友裕（社会医療法人天神会 新古賀病院 心臓血管センター） 

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） 
 

1 くり返すステント内血栓にて治療に難渋した急性心筋梗塞(AMI)の２症例 
 済生会二日市病院 

  ○中村 亮、戸伏 倫之、今野 里美、瀬筒 康弘、畑島 皓、柏原 宗一郎、 

豊原 貴之、松元 真理、福山 尚哉、安藤 真一、門上 俊明 

   

2 SYNERGYステント留置1ヵ月以内をOFDI で観察した3症例 
 産業医科大学病院 第二内科 

  ○穴井 玲央 

   

3 3D-OCTで Stent Fracture を認めたPROMUS PREMIER 再狭窄の一例 
 小倉記念病院 循環器内科 1)、山口大学 2) 

  ○松村 有希子 1)、蔵満 昭一 1)、岡村 誉之 2)、道明 武範 1)、兵頭 真 1)、 

曽我 芳光 1)、白井 伸一 1)、安藤 献児 1) 

   

4 第三世代のDES Ultimaster を culotte stenting し、留置直後・1か月後・6か月後

の内膜被覆の経過をおった一例  
 福岡山王病院 循環器センター 

  ○菅野 道貴、横井 宏佳、福泉 寛、井口 孝介、井上 敬測、村上 雄二 
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5 心破裂によりCPAとなった症例に対してフィブリノゲン加第XIII 因子を用いた局所処置

で救命した一例  
 公立八女総合病院 心臓・血管内科 1)、中津市民病院 循環器内科 2) 

  ○嶋田 寿文 1)、豊増 謙太 1)、中野 仁晴 1)、青木 祐司 1)、小路 高史 2) 

   

 

10:10～10:42 虚血性心疾患（２） 

座長：中尾 浩一（済生会熊本病院 循環器内科） 

白井 伸一（小倉記念病院 循環器内科） 
 

6 治療戦略の選択に苦慮した若年女性における急性冠症候群の一例 
 大分医療センター 

  ○久米 治、有川 雅也、平岡 望、脇坂 収、大家 辰彦 

   

7 虚血性心疾患患者における禁煙継続群と喫煙再開群の個人要因の検討 
 佐賀大学医学部附属病院 EICU 

  ○折橋 隆三 

   

8 クラウド型12誘導心電図伝送システムが加速させる急性冠症候群治療 
 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院 救急総合診療部 

  ○根間 優美、三戸 正人、仲村 義一、秋元 芳典、与座 一 

   

9 高齢女性への急性心筋梗塞に対するPCI 後に左室自由壁破裂を来し救命し得た一例 
 福岡市医師会成人病センター 循環器内科 1)、済生会福岡総合病院 心臓血管外科 2) 

  ○山路 和伯 1)、斉藤 裕 1)、山本 麻紀 1)、権藤 健樹 1)、勝田 洋輔 1)、 

森重 徳継 2) 

   

 

13:50～14:44 Case Report Award（１） 

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） 

大石  充（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） 
 

CRA1 ヘパリン起因性血小板減少症例に対して人工心肺を使用して心室中隔穿孔修復術を行っ

た1例  
 熊本赤十字病院 循環器内科 

  ○佐藤 啓、高江 将史、木山 卓也、吉村 拓巳、渕上 俊一郎、伊藤 彰彦、 

角田 隆輔 
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CRA2 2枝同時閉塞が疑われた冠動脈拡張症に伴う急性心筋梗塞の一例 
 公立学校共済組合 九州中央病院 

  ○仲 悠太郎、鍵山 俊太郎、前淵 大輔、鬼木 秀幸、入田 英二、樋口 優 

   

CRA3 特発性冠動脈解離と孤立性上腸間膜動脈解離を同時期に発症した一例 
 福岡徳洲会病院 循環器内科 1)、熊本大学医学部附属病院 循環器内科 2) 

  ○西 雅人 1)、宮崎 貴志 2)、菅村 公一 2)、泉家 康宏 2)、坂本 憲治 2)、 

辻田 賢一 2)、山本 英一郎 2)、山室 惠 2)、小島 淳 2)、海北 幸一 2)、 

掃本 誠治 2) 

   

CRA4 急性僧帽弁逆流により急性循環不全を合併したたこつぼ型心筋症の１例 
 宮崎市郡医師会病院 心臓病センター 循環器内科 

  ○安里 哲矢、渡邉 望、緒方 健二、中島 夏奈、合力 悠平、桑原 大門、 

竹井 達郎、柳田 洋平、西野 峻、吉岡 吾郎、門岡 浩介、星山 禎、 

松浦 広英、仲間 達也、古堅 真、小岩屋 宏、松山 明彦、足利 敬一、 

栗山 根廣、柴田 剛徳 

   

CRA5 冠動脈の支配領域に一致しない壁運動低下を認めた透析症例の心筋生検による病理学的

検討  
 長崎大学大学院 循環器内科学 1)、長崎大学病院 病理部 2) 

  ○福嶋 理知 1)、河野 浩章 1)、米倉 剛 1)、中田 智夫 1)、古賀 聖士 1)、 

片山 敏郎 1)、池田 聡司 1)、小出 優史 1)、安倍 邦子 2)、前村 浩二 1) 

   

CRA6 右心不全優位の両心不全を来した拡張相肥大型心筋症の1例 
 九州大学病院 循環器内科 1)、大分県立病院 循環器内科 2) 

  ○加耒 秀隆 1)、坂本 隆史 2)、井上 修二朗 1)、向井 靖 1)、井手 友美 1)、 

肥後 太基 1) 
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14:44～15:08 先天性心疾患（１） 

座長：井本  浩（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管･消化器外科学） 

木村 龍範（別府医療センター 心臓外科） 
 

10 心肺停止を契機に診断されたALCAPA症候群の一例 
 大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 

  ○今村 貴亮、近藤 秀和、川野 杏子、石井 悠海、小深田 麻美、原口 美帆、 

大坪 豊和、綾部 礼佳、齋藤 聖多郎、岡田 憲広、長野 徳子、秋岡 秀文、 

篠原 徹二、手嶋 泰之、油布 邦夫、中川 幹子、高橋 尚彦 

   

11 フォンタン循環における人工房室弁狭窄症診断の課題 low flow low gradient severe 

MS ?  
 福岡市立こども病院 循環器科 

  ○兒玉 祥彦、杉谷 雄一郎、倉岡 彩子、中村 真、佐川 浩一、石川 司朗 

   

12 左室緻密化障害の一例 
 国立病院機構 熊本再春荘病院 循環器科 

  ○三角 郁夫、本多 剛、石井 正将 

   

 

15:08～15:32 先天性心疾患（２） 

座長：堀端 洋子（済生会熊本病院 循環器内科） 

竹林  聡（大分大学医学部 心臓血管外科学講座） 
 

13 先天性一尖弁の大動脈弁狭窄症の一例 
 麻生飯塚病院 

  ○田中 俊江、円山 信之、小野 友行、内田 孝之、山田 明 

   

14 66歳時に心不全増悪にて初めて指摘されたファロー四徴症の一例 
 大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 

  ○原口 美帆、齋藤 聖多郎、川野 杏子、石井 悠海、小深田 麻美、 

今村 貴亮、大坪 豊和、綾部 礼佳、近藤 秀和、秋岡 秀文、岡田 憲広、 

長野 徳子、篠原 徹二、手嶋 泰之、中川 幹子、油布 邦夫、高橋 尚彦 
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15 Fallot 四徴症根治術後、成人期に肺動脈弁逆流、右室拡大、心房粗動を呈し右室流出路再

建を行った一例  
 済生会熊本病院 心臓血管外科 

  ○澤 真太郎 

   

C会場（３F 302・303会議室） 
 

09:30～10:10 末梢動脈疾患 

座長：立川 洋一（大分岡病院 循環器内科） 

原田  敬（北九州市立八幡病院 循環器内科） 
 

16 左膝窩動脈の急性動脈閉塞に対して、EVT＋NOACで血行再建術を成功し得た1例 
 熊本労災病院 循環器内科 

  ○阿部 浩二、満瀬 達郎、長谷川 潤、高嶋 英夫、川上 和伸、土井 英樹、 

松村 敏幸 

   

17 プレッシャーワイヤー(PW)による圧較差判定をもとに経皮的腎動脈形成術を施行した腎

血管性高血圧症の１例  
 北九州市立八幡病院 循環器科 

  ○三浦 俊哉、北野 哲司、佐貫 仁宣、小住 清志、田中 正哉、原田 敬、 

太崎 博美 

   

18 末梢血管治療後に仮性動脈瘤を形成した４例 
 小倉記念病院 循環器内科 

  ○竹治 泰明、松村 有希子、小林 洋平、曽我 芳光、安藤 献児 

   

19 閉塞部貫通用カテーテル「Crosser system」の使用経験と有用性 
 北九州市立八幡病院 循環器科 

  ○北野 哲司、原田 敬、三浦 俊哉、佐貫 仁宣、小住 清志、田中 正哉、 

太崎 博美 

   

20 レーザー血流計がEVT手技エンドポイント決定に有用であった一例 
 国立病院機構 福岡東医療センター1)、千早病院 2) 

  ○中司 元 1)、入江 圭 2)、中村 洋文 2)、大庭 百合賀 2)、小池 明広 1) 
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10:10～10:42 血管疾患 

座長：西村 陽介（産業医科大学 心臓血管外科） 

杉原  充（福岡大学医学部 心臓・血管内科学） 
 

21 開心術時に挿入した一時的心外膜ペーシングワイヤーが大動脈に刺入した1例 
 済生会福岡総合病院 心臓血管外科 1)、福岡大学病院 心臓血管外科 2) 

  ○森田 裕一 1)、大住 真敬 1)、林田 好生 1)、森重 徳継 1)、和田 秀一 2) 

   

22 腹部大動脈狭窄による多剤耐性高血圧から心不全を発症し、治療中に腸間膜虚血を併発し

た1例  
 飯塚病院 循環器内科 

  ○本田 泰悠、堤 孝樹、山田 明、今村 義浩、中池 竜一 

   

23 冠動脈疾患を合併した腹部大動脈瘤：MICS-CABG+PCI+AAA同時手術の一例 
 久留米大学 外科 1)、久留米大学 心臓血管内科 2) 

  ○押領司 篤宣 1)、庄嶋 賢弘 1)、大塚 裕之 1)、仲吉 孝晴 2)、高瀬谷 徹 1)、 

高木 数実 1)、上野 高史 2)、明石 英俊 1)、福本 義弘 2)、田中 啓之 1) 

   

24 薬物療法抵抗性の深部静脈血栓症に対して血管内治療を施行した1例 
 大分県立病院 

  ○桐谷 浩一、上運天 均、三宅 諒、坂本 隆史、由布 威雄、木崎 佑介、 

村松 浩平 

   

 

13:50～14:35 Case Report Award（２） 

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） 

西川 宏明（福岡大学病院 循環器内科） 
 

CRA7 繰り返す失神発作を伴う薬剤抵抗性頻拍発作を認めた高齢女性の1例 
 福岡大学病院 循環器内科 

  ○重本 英二、矢野 雅也、長田 芳久、桑野 孝志、森井 誠士、今泉 聡、 

松本 直通、小川 正浩、三浦 伸一郎、朔 啓二朗 

   

CRA8 上大静脈閉塞に合併したペースメーカ感染に対してレーザーシース併用下の開胸リード

抜去術を施行した一例  
 済生会福岡総合病院 循環器内科 

  ○筒井 好知、野副 純世、森重 徳継 
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CRA9 後中隔 kent 束に対して、左右両方向からのアプローチにて通電に成功した二例 
 長崎みなとメディカルセンター市民病院 心臓血管内科 1)、医療法人栄和会 泉川病院 2) 

  ○真下 優香 1)、末永 英隆 1)、福嶋 理知 1)、黒部 昌也 1)、武藤 成紀 1)、 

古殿 真之介 1)、布廣 龍也 1)、竹下 聡 1)、中嶋 寛 1)、泉川 卓也 2) 

   

CRA10 拡張型心筋症に重症冠動脈疾患を合併し、治療に難渋した心不全の一例 
 大分赤十字病院 循環器内科 

  ○古川 祐太朗、丸尾 啓一郎、藤内 竜夫、谷口 弥生、岩尾 哲 

   

CRA11 僧房弁置換術後遠隔期に頻回の致死的不整脈から蘇生し、着脱型から植込型除細動器への

治療で救命した1例  
 北九州市立医療センター 

  ○柿野 貴盛、渡邉 亜矢、白浜 尚治、池内 雅樹、浦部 由利 

   

 

14:35～14:59 心内膜炎 

座長：安川 秀雄（久留米大学医学部 内科学講座 心臓・血管内科部門） 

石川 哲憲（宮崎大学医学部 内科学講座 循環体液制御学分野） 
 

25 閉塞性肥大型心筋症(HOCM)を基礎疾患とした感染性心内膜炎から感染性糸球体腎炎を

来たした一症例  
 公立八女総合病院 心臓・血管内科 

  ○山路 和伯、鍵山 弘太郎、青木 祐司、嶋田 寿文 

   

26 脳塞栓に対する血栓回収術を契機に診断しえた感染性心内膜炎の一例 
 製鉄記念八幡病院 

  ○岡部 宏樹、青柳 いくみ、富田 祐亮、井上 美奈子、入田 英二、加世田 繁、 

藤島 慎一郎、古賀 徳之、土橋 卓也、山口 慎也 

   

27 Streptococcus agalactiae による感染性心内膜炎の一例 
 久留米大学医療センター 循環器内科 1)、久留米大学 外科 2) 

  ○濱村 仁士 1)、服部 悠一 1)、新山 寛 1)、原田 晴仁 1)、加藤 宏司 1)、 

甲斐 久史 1)、高木 数実 2)、高瀬谷 徹 2)、田中 啓之 2) 
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14:59～15:23 外科的治療 

座長：田中 啓之（久留米大学医学部 外科学講座） 

和田 朋之（大分大学医学部 心臓血管外科学講座） 
 

28 流出路に充満した疣腫によって大動脈弁狭窄症をきたした人工弁置換術後感染性心内膜

炎の一例  
 光晴会病院 心臓血管外科 

  ○高木 淳、蒲原 啓司、古賀 秀剛、吉田 望 

   

29 IABP・PCPS補助下で救命に成功した blow out 型の急性心筋梗塞後心破裂の1例 
 嬉野医療センター 心臓血管外科 1)、嬉野医療センター 循環器内科 2) 

  ○古賀 佑一 1)、陣内 宏紀 1)、力武 一久 1)、古舘 晃 1)、吉田 望 1)、 

室屋 隆浩 2)、山元 芙美 2)、三輪 高士 2)、河野 佑介 2) 

   

30 VSPに対する右室切開による extended “sandwich” patch 法の経験 
 聖マリア病院 心臓血管外科 

  ○金本 亮、小須賀 智一、中村 英司、安永 弘、青柳 成明 

   

 

D会場（2F 201・202会議室） 
 

09:30～10:10 不整脈（１） 

座長：大江 征嗣（久留米大学医学部 内科学講座 心臓・血管内科部門） 

荻ノ沢泰司（産業医科大学 第２内科学） 
 

31 兄弟で認められた症候性のBrugada症候群の一例 
 長崎みなとメディカルセンター市民病院 心臓血管内科 カテーテル治療科 1)、 

長崎大学 分子生理学教室 2)、医療法人栄和会 泉川病院 3) 

  ○末永 英隆 1)、中嶋 寛 1)、竹下 聡 1)、布廣 龍也 1)、古殿 真之介 1)、 

武藤 成紀 1)、南 一敏 1)、黒部 昌也 1)、福嶋 理知 1)、真下 優香 1)、 

蒔田 直昌 2)、泉川 卓也 3) 

   

32 単形性持続性心室頻拍を合併したBrugada 症候群の1例 
 済生会熊本病院 心臓血管センター 循環器内科 

  ○岡松 秀治、梶原 正貴、剱 卓夫、田中 靖章、古山 准二郎、中尾 浩一、 

坂本 知浩、奥村 謙 
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33 着用型自動除細動器が有用と思われたCRTD感染患者の一例 
 敬和会 大分岡病院 

  ○藤田 崇史、宮本 宣秀、楠 正美、石川 敬喜、浦壁 洋太、金子 匡行、 

立川 洋一、永瀬 公明 

   

34 金属アレルギーにより恒久的ペースメーカ植え込みに難渋した一例 
 産業医科大学 第２内科学 不整脈先端治療学講座 

  ○塚原 慧太、荻ノ沢 泰司、高橋 正雄、林 克英、大江 学治、河野 律子、 

安部 治彦、尾辻 豊 

   

35 完全大血管転移の術後遠隔期に心室頻拍を合併した一例 
 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 1)、鹿児島大学病院 臨床技術部 検査部門 2) 

  ○鮫島 光平 1)、吉元 一成 1)、入來 泰久 1)、奥井 英樹 1)、桶谷 直也 2)、 

波野 史典 2)、前之園 隆一 2)、高崎 州亜 1)、宮田 昌明 1)、大石 充 1) 

   

 

10:10～10:42 不整脈（２） 

座長：古山准二郎（済生会熊本病院 循環器内科） 

山口 尊則（佐賀県医療センター好生館 循環器内科） 
 

36 著明に拡張した左右心房に難治性心房頻拍を合併し心房心筋症を疑った1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 

  ○目野 恭平、麻生 明見、芝尾 昴大、赤垣 大樹、荒木 将裕、浦 祐次郎、 

桑原 志実、江島 恵美子、森 隆宏、竹中 克彦、沼口 宏太郎、村里 嘉信、 

中村 俊博、冷牟田 浩司 

   

37 心房細動アブレーション時にイソプロテレノールによるカテコラミン心筋症を発症した

一例  
 大分医療センター 循環器内科 

  ○脇坂 収、大家 辰彦、平岡 望、久米 治、有川 雅也 
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38 筋強直性ジストロフィーを基礎疾患にもつ持続性心房細動に対して、左房低電位領域の焼

灼が有効であった一例  
 大分大学医学部附属病院 1)、佐賀県医療センター好生館 2) 

  ○大坪 豊和 1)、山口 尊則 2)、川野 杏子 1)、石井 悠海 1)、小深田 麻美 1)、 

原口 美帆 1)、今村 貴亮 1)、近藤 秀和 1)、齋藤 聖多郎 1)、綾部 礼佳 1)、 

岡田 憲広 1)、長野 徳子 1)、秋岡 秀文 1)、篠原 徹二 1)、手嶋 泰之 1)、 

油布 邦夫 1)、中川 幹子 1)、高橋 尚彦 1) 

   

39 頻拍中のみHV間のWenckebach 型房室ブロックを呈した Fast-slow 型房室結節リエ

ントリー性頻拍の一例  
 EP Expert Doctors-Team Tsuchiya1)、佐賀県医療センター好生館 循環器内科 2)、 

大村市民病院 循環器科 3) 

  ○福井 暁 1)、土谷 健 1)、山口 尊則 2)、安岡 千枝 3) 

   

 

13:50～14:54 研修医セッション（１） 

座長：掃本 誠治（熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学） 

肥後 太基（九州大学大学院医学研究院 循環器内科学） 
 

R1 ELCAが有効であった急性心筋梗塞の1症例 
 長崎医療センター 

  ○杣川 知香、深江 貴芸、田中 規昭、春田 真一、松尾 崇史、於久 幸治 

   

R2 STEMI を契機として発見され、冠動脈穿孔を認めた巨大冠動脈瘤の1例 
 熊本大学医学部附属病院 総合臨床研修センター1)、 

熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学 2)、国保水俣市立総合医療センター 循環器内科 3)、 

熊本大学大学院生命科学研究部 心臓血管外科学 4) 

  ○九山 直人 1)、宇宿 弘輝 2)、花谷 信介 2)、末田 大輔 2)、金澤 尚徳 2)、 

荒木 智 2)、菅村 公一 2)、坂本 憲治 2)、山本 英一郎 2)、辻田 賢一 2)、 

小島 淳 2)、海北 幸一 2)、黒川 博文 3)、廣瀬 豊樹 3)、福井 寿啓 4)、 

掃本 誠治 2) 

   

R3 AVR後に生体弁が急性心筋梗塞を引き起こしたと考えられる１症例 
 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 循環器科 1)、 

独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 心臓血管外科 2) 

  ○徳永 理佐 1)、深江 貴芸 1)、田中 規昭 1)、春田 真一 1)、松尾 崇史 1)、 

於久 幸治 1)、北村 哲生 2)、尾立 朋大 2)、有吉 毅子男 2)、濱脇 正好 2) 
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R4 有意な冠動脈狭窄なく急性心筋梗塞を発症した重症大動脈弁狭窄症の一例 
 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 

  ○綾部 裕介、池田 次郎、松本 翔、酒見 拓矢、塩見 哲也、船越 祐子、 

臼井 真 

   

R5 ベーチェット病に起因する大動脈弁置換後の人工弁台座動揺を長期経過観察した1例  
 国立病院機構 鹿児島医療センター 第二循環器科 

  ○西村 時紘、薗田 正浩、田上 和幸、山下 恵里香、伊集院 駿、馬場 善政、 

石川 裕輔、平峯 聖久、東 健作、田中 秀樹、塗木 徳人 

   

R6 Implantable Loop Recorder で心拍抑制を確認し得た再発性の神経調節性失神の一例 
 鹿児島市立病院 循環器内科 1)、鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 2) 

  ○伊東 小都子 1)、吉元 一成 1)、二宮 雄一 1)、川畑 孟子 1)、武田 綾乃 1)、 

福元 大地 1)、今村 春一 1)、小川 正一 1)、濱崎 秀一 1)、大石 充 2) 

   

R7 永久ペースメーカ植込みを回避できた完全房室ブロックの1症例 
 地域医療機能推進機構（JCHO）九州病院 内科 

  ○河野 恵理、菊池 幹、田所 知命、宮田 健二、毛利 正博、山本 英雄、 

折口 秀樹、川村 奈津美、鬼塚 健、百名 洋平、芥野 絵里、多治見 司 

   

R8 急性カフェイン中毒の一例 
 福岡新水巻病院 内科 

  ○藤井 菜緒、藤井 茂、車 忠雄、宮薗 博貴、吉田 敏弥、野田 泰正 

   

 

14:54～15:18 不整脈（３） 

座長：安藤 献児（小倉記念病院 循環器内科） 

深江 学芸（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学） 
 

40 Maze 術後に発症した心房頻拍に対して高周波アブレーションを施行した一例 
 佐賀県医療センター好生館 1)、EP Expert Doctors-Team Tsuchiya2) 

  ○山口 尊則 1)、福井 暁 2)、土谷 健 2)、江島 健一 1) 
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41 両側鎖骨下静脈閉塞を合併した成人先天性完全房室ブロック症例のペースメーカー治療

経験  
 宮崎大学 外科学講座 心臓血管外科分野 

  ○落合 昂一郎、中村 栄作、白崎 幸枝、森 浩貴、石井 廣人、古川 貢之、 

遠藤 穣治、中村 都英 

   

42 嘔吐を契機に生じた高度房室ブロックの1例 
 地方独立行政法人大牟田市立病院 循環器内科 1)、杉循環器科内科病院 循環器内科 2)、 

久留米大学病院 心臓血管内科 3) 

  ○渡辺 恵 1)、翁 徳仁 1)、翁長 春貴 1)、紫原 美和子 1)、吉川 尚宏 3)、 

山本 麻紀 2)、外山 康之 2)、香月 与志夫 2)、杉 健三 2)、吉田 輝久 2) 

   

 

15:18～15:42 不整脈（４） 

座長：牛ノ濱大也（大濠こどもクリニック） 

大家 辰彦（大分医療センター 循環器内科） 
 

43 着用型除細動器(WCD)の保険点数と患者・病院負担 
 国立病院機構 鹿児島医療センター 

  ○山下 恵里香、薗田 正浩、田上 和幸、平峯 聖久、田中 秀樹、塗木 徳人 

   

44 多因子による二次性QT延長症候群の1例 
 大分大学医学部附属病院 

  ○石井 悠海、秋岡 秀文、川野 杏子、小深田 麻美、原口 美帆、今村 貴亮、 

大坪 豊和、綾部 礼佳、近藤 秀和、齋藤 聖多郎、岡田 憲広、長野 徳子、 

篠原 徹二、手嶋 泰之、中川 幹子、高橋 尚彦 

   

45 水泳中に心停止に至った若年女性の1例 
 大分県立病院 

  ○木崎 佑介、三宅 諒、桐谷 浩一、由布 威雄、坂本 隆史、上運天 均、 

村松 浩平 
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E会場（2F 講義室） 
 

09:30～10:10 弁膜症（１） 

座長：中村 栄作（宮崎大学医学部 外科学講座 循環呼吸･総合外科学分野） 

穴井 博文（大分大学医学部 臨床医工学センター） 
 

46 ハイド症候群を来した大動脈弁狭窄症に対する大動脈弁置換術 
 佐賀大学医学部 胸部・心臓血管外科 1)、佐賀大学医学部附属病院 消化器内科 2)、 

佐賀大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 3) 

  ○七條 正英 1)、古川 浩二郎 1)、野口 亮 1)、野上 英次郎 1)、麓 英征 1)、 

柚木 純二 1)、森田 茂樹 1)、山内 康平 2)、進藤 岳郎 3) 

   

47 繰り返す僧帽弁位周囲逆流に対する4回目の僧帽弁手術 

 沖縄協同病院 心臓血管外科 1)、長崎大学病院 心臓血管外科 2) 

  ○橋本 亘 1)、沖山 光則 1)、當山 眞人 1)、江石 清行 2) 

   

48 Cleft による僧帽弁閉鎖不全症に対して外科治療を行った2例 

 佐賀大学医学部 胸部・心臓血管外科 

  ○野上 英次郎、古川 浩二郎、七條 正英、木塚 貴浩、古舘 晃、高松 正憲、 

柚木 純二、田中 厚寿、森田 茂樹 

   

49 ハイリスク重症大動脈弁狭窄症に対する当院でのTAVI の経験 

 九州大学ハートセンター 心臓血管外科 1)、九州大学ハートセンター 循環器内科 2)、 

九州大学ハートセンター 第一内科 3) 

  ○園田 拓道 1)、牛島 智基 1)、藤本 智子 1)、大石 恭久 1)、帯刀 英樹 1)、 

田ノ上 禎久 1)、塩川 祐一 1)、塩瀬 明 1)、大井 啓司 2)、日浅 謙一 2)、 

横山 拓 3)、有田 武史 3) 

   

50 肺高血圧を合併した軽症 Lutembacher 症候群の一例 

 福岡市医師会成人病センター 

  ○山本 麻紀、権藤 健樹、山路 和伯、斉藤 裕、勝田 洋輔 
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10:10～10:42 弁膜症（２） 

座長：渡辺  望（宮崎市郡医師会病院 循環器内科） 

小松 愛子（佐賀大学医学部 循環器内科） 
 

51 TAVI におけるCorevalve の使用経験 

 佐賀大学医学部 胸部・心臓血管外科 1)、佐賀大学 医学部 循環器内科 2) 

  ○柚木 純二 1)、挽地 裕 2)、下村 光洋 2)、坂本 佳子 2)、野上 英次郎 1)、 

井上 洋平 2)、古川 浩二郎 1)、野出 孝一 2)、森田 茂樹 1) 

   

52 経皮的デバイスを用いた僧帽弁置換術後弁周囲逆流に対する経カテーテル人工弁周囲逆

流閉鎖術を施行した2例  
 九州大学大学院医学研究院 病態修復内科 

  ○野田 裕剛、有田 武史、横山 拓、深田 光敬、安田 潮人、小田代 敬太、 

丸山 徹、赤司 浩一 

   

53 敗血症を契機に循環虚脱に陥った 2 尖弁重症大動脈弁狭窄症に対してバルーン拡張術が

有効であった一例  
 済生会熊本病院 循環器内科 1)、済生会熊本病院 集中治療室 2)、済生会熊本病院 心臓血管外科 3) 

  ○中西 信博 1)、中村 通孝 2)、神波 裕 1)、井上 雅之 1)、鈴山 寛人 2)、 

兒玉 和久 1)、永野 雅英 1)、田口 英詞 1)、堀端 洋子 3)、宮本 信三 1)、 

上杉 英之 3)、西上 和宏 2)、中尾 浩一 1)、坂本 知浩 1) 

   

54 TAVI のアプローチ選択；機械弁による僧帽弁置換術後のTAVI 

 九州大学病院 心臓血管外科 1)、九州大学病院 循環器内科 2)、九州大学病院 血液腫瘍内科 3) 

  ○宮城 ちひろ 1)、園田 拓道 1)、大井 啓司 2)、日浅 謙一 2)、有田 武史 3)、 

横山 拓 3)、仁田 翔大 1)、大石 恭久 1)、帶刀 英樹 1)、田ノ上 禎久 1)、 

塩川 祐一 1)、塩瀬 明 1) 
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13:50～14:54 研修医セッション（２） 

座長：尾辻  豊（産業医科大学 第２内科学） 

野口 博生（福岡和白病院 循環器内科） 
 

R9 植込型左室補助人工心臓を装着後、β遮断薬を高用量導入し離脱可能となった拡張型心筋

症の1例  
 九州大学病院 循環器内科 1)、九州大学病院 心臓血管外科 2) 

  ○冨田 俊一朗 1)、藤野 剛雄 1)、坂本 隆史 1)、肥後 太基 1)、栗林 祥子 1)、 

大谷 規彰 1)、井手 友美 2)、田ノ上 禎久 2)、塩瀬 明 2)、筒井 裕之 1) 

   

R10 周産期心筋症発症後、致死的不整脈の出現と低心機能の持続により着脱型AEDと ICDの

適応となった１例  
 宮崎県立宮崎病院 循環器内科 

  ○竹脇 雄太、増田 浩一、増山 浩幸、川越 純志、福永 隆司 

   

R11 重症劇症型好酸球性心筋炎の一例 

 長崎大学病院 医療教育開発センター1)、長崎大学大学院 循環器内科学 2)、 

長崎大学大学院 心臓血管外科学 3) 

  ○奥野 大輔 1)、赤司 良平 2)、河野 浩章 2)、米倉 剛 2)、中田 智夫 2)、 

古賀 聖士 2)、片山 敏郎 2)、石松 卓 2)、池田 聡司 2)、小出 優史 2)、 

江石 清行 3)、前村 浩二 2) 

   

R12 血性心嚢液貯留を来たしたChurg-Strauss 症候群の1例 

 福岡大学病院 卒後臨床研修センター1)、福岡大学病院 心臓血管内科学 2) 

  ○有永 豊識 1)、二見 真紀人 2)、森井 誠士 2)、桑野 孝志 2)、杉原 充 2)、 

三浦 伸一郎 2)、朔 啓二郎 2)、小牧 智 2) 

   

R13 人工弁周囲膿瘍を合併した感染性心内膜炎の一例 

 独立行政法人 国立病院機構 福岡東医療センター 統括診療部 

  ○村山 和哉 
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R14 Marfan 症候群において非典型的な臨床・エコー所見を示し、D-dimer 上昇を認めなかっ

た急性大動脈解離の1例  
 地域医療機能推進機構 九州病院 総合診療部 1)、 

地域医療機能推進機構 九州病院 内科・循環器科 2)、 

地域医療機能推進機構 九州病院 心臓血管外科 3)、 

地域医療機能推進機構 九州病院 病理診断部 4) 

  ○森田 彰子 1)、田所 知命 2)、内山 光 3)、久原 学 3)、笹栗 毅和 4)、 

伊藤 浩司 2)、毛利 正博 2)、山本 英雄 2) 

   

R15 急性期に経皮的心肺補助装置を必要とし、外科的血栓摘除術を施行した広範型急性肺血栓

塞栓症の2症例  
 久留米大学病院 臨床研修管理センター1)、久留米大学病院 心臓・血管内科 2)、 

久留米大学病院 心臓血管外科 3)、久留米大学病院 高度救命救急センター4) 

  ○桑野 徹 1)、本間 丈博 2)、服部 悠一 2)、赤垣 大樹 2)、打和 大幹 2)、 

堀 賢介 2)、大塚 麻樹 2)、福井 大介 2)、田中 啓之 3)、坂本 照夫 4)、 

福本 義弘 1) 

   

R16 緊急VVECMO導入、待機的に気管ステント留置を行い独歩退院できた気道狭窄の一例 

 社会医療法人 ハートライフ病院 

  ○石川 瀬里、三戸 正人、仲村 義一、秋元 芳典、与座 一 

   

 

14:54～15:18 肺循環・血圧異常 

座長：吉田 和代（佐賀大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター） 

窪田佳代子（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） 
 

55 肺動脈血栓塞栓症に対して外科的血栓除去術施行した一例 

 沖縄県立北部病院 循環器内科 

  ○島袋 祐士、木下 聡、平辻 知也 

   

56 門脈体循環シャント閉塞術後に肺高血圧症が顕在化した一例 

 大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 

  ○齋藤 聖多郎、三好 美帆、石井 悠海、小深田 麻美、今村 貴亮、 

大坪 豊和、綾部 礼佳、近藤 秀和、長野 徳子、秋岡 秀文、 

篠原 徹二、手嶋 泰之、油布 邦夫、中川 幹子、高橋 尚彦 
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57 当院における心疾患合併患者に対するSGLT2阻害薬の使用経験と考察 

 福岡山王病院 循環器内科 

  ○井上 敬測、菅野 道貴、村上 雄二、福泉 寛、横井 宏佳 

   

 

15:18～15:42 画像診断 

座長：丹羽 裕子（大分循環器病院 循環器内科） 

秋好久美子（大分大学医学部附属病院 リハビリテーション部） 
 

58 重症大動脈弁狭窄症の進行と大動脈弁複合体の石灰化の関与 

 九州大学病院 ハートセンター 第一内科 1)、九州大学病院 ハートセンター 循環器内科 2)、 

九州大学病院 ハートセンター 心臓外科 3) 

  ○横山 拓 1)、有田 武史 1)、園田 拓道 3)、大井 啓司 2)、日浅 謙一 2)、 

小田代 敬太 1) 

   

59 ファロー四徴症患者における大動脈弁形態の特徴 

 福岡市立こども病院 循環器科 

  ○倉岡 彩子、連 翔太、井福 俊允、杉谷 雄一郎、福永 啓文、兒玉 祥彦、 

中村 真、佐川 浩一、石川 司朗 

   

60 ＦＤＧ－ＰＥＴで発見された大動脈炎合併心サルコイドーシスの１症例 

 九州大学病院別府病院 内科 

  ○樋口 義洋、木本 泰孝、小柳 雅孔、堀内 孝彦 
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F 会場（4F 408会議室） 
 

09:30～10:10 心膜心筋疾患（１） 

座長：岩尾  哲（大分赤十字病院 循環器内科） 

大谷 規彰（九州大学病院 循環器内科） 
 

61 心不全を契機に診断された、難聴と糖尿病を合併するミトコンドリア心筋症の1例 

 宮崎大学医学部附属病院 第一内科 1)、社会医療法人同心会 古賀総合病院 2)、 

宮崎大学医学部 病理学講座 構造機能病態学分野 3)、国立循環器病研究センター 病理部 4) 

  ○山本 紗子 1)、鬼塚 久充 1)、児玉 成邦 1)、大窪 崇之 1)、黒木 建吾 1)、 

小山 彰平 1)、井手口 武史 1)、鶴田 敏博 1)、石川 哲憲 1)、北村 和雄 1)、 

松浦 祐之介 2)、今村 卓郎 2)、前川 和也 3)、山下 篤 3)、佐藤 勇一郎 3)、 

浅田 祐士郎 3)、植田 初江 4) 

   

62 たこつぼ型心筋症に伴うQT延長症候群、多形性心室頻拍を認めた一例 

 宮崎市郡医師会病院 心臓病センター 

  ○合力 悠平、古堅 真、中島 夏奈、桑原 大門、竹井 達郎、柳田 洋平、 

西野 峻、吉岡 吾郎、安里 哲矢、門岡 浩介、緒方 健二、星山 禎、 

松浦 広英、仲間 達也、小岩屋 宏、渡邉 望、松山 明彦、足利 敬一、 

栗山 根廣、柴田 剛徳 

   

63 ニボルマブ (抗ヒトPD-1 モノクローナル抗体) 投与中に急性心筋炎を発症した一例 

 地域医療機能推進機構 九州病院 内科・循環器科 1)、 

地域医療機能推進機構 九州病院 内科・腫瘍内科 2)、 

地域医療機能推進機構 九州病院 病理診断部 3)、 

地域医療機能推進機構 九州病院 内科・血液内科 4)、久留米大学 第二病理学教室 5) 

  ○田所 知命 1)、芥野 絵里 1)、牧山 明資 2)、鬼塚 健 1)、川村 奈津美 1)、 

笹栗 毅和 3)、牟田 毅 4)、大島 孝一 5)、山本 英雄 1)、毛利 正博 1) 

   

64 急性期の心筋生検が有用であった好酸球心筋炎の1例 

 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 

  ○外間 亮、中村 牧子、杉山 拓史、宮良 高史、田場 洋二、當真 隆、 

砂川 長彦 

   

65 たこつぼ心筋症によるQT延長で incessant TdPに陥り、補助循環を要した1例 

 飯塚病院 循環器内科 

  ○中野 正紹、堤 孝樹、中池 竜一、今村 義浩、山田 明 
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10:10～10:42 心膜心筋疾患（２） 

座長：重松 作治（別府医療センター 循環器内科） 

永井 淳子（豊後大野市民病院 循環器内科） 
 

66 ステロイドパルス療法の前後で心筋生検を施行し得た劇症型心筋炎の一例 

 福岡済生会病院 循環器内科 

  ○内川 智貴、藤田 一允、筒井 好知、巷岡 聡、本郷 玄、則松 賢次、 

坂本 和生、夏秋 政浩、野副 純世、芹川 威、末松 延裕、久保田 徹、 

岡部 眞典、山本 雄祐 

   

67 偶発的に認めた成人の左室内血液嚢腫の1例 

 福岡山王病院循環器センター 

  ○村上 雄二、菅野 道貴、井上 敬測、井口 孝介、福泉 寛、横井 宏佳 

   

68 アブレーション後に発症した収縮性心膜炎 

 福岡大学医学部 心臓血管外科 

  ○助弘 雄太、森田 裕一、山田 英明、寺谷 裕充、峰松 紀年、松村 仁、 

和田 秀一 

   

69 原発巣不明の胃脂肪肉腫、心臓脂肪肉腫の1例 

 大分県立病院 心臓血管外科 1)、大分県立病院 臨床検査科病理部 2) 

  ○久田 洋一 1)、田崎 雄一 1)、小崎 智史 1)、山田 卓史 1)、卜部 省悟 2) 

   

 

14:50～15:14 循環機能異常 

座長：冷牟田浩司（九州医療センター 循環器科） 

河野 浩章（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学） 
 

70 冠動脈造影後の意識障害に対して悪性症候群と診断,ダントロレンナトリウムの投与によ

り改善した一例  
 宮崎市郡医師会病院 心臓病センター 

  ○緒方 健二、仲間 達也、中島 夏奈、桑原 大門、合力 悠平、竹井 達郎、 

柳田 洋平、西野 峻、安里 哲矢、門岡 浩介、吉岡 吾郎、星山 禎、 

古堅 真、松浦 広英、小岩屋 宏、松山 明彦、渡邉 望、足利 敬一、 

栗山 根廣、柴田 剛徳 

   



71 食塩摂取量の評価方法：「夜間尿での電子式食塩センサー」と「24 時間蓄尿による Na

排泄量測定」との比較 

霧島記念病院・シーピーシー治験病院 循環器内科 1)、霧島記念病院 脳神経外科 2)、 

南風病院 内科 3) 

○中尾 正一郎 1)、坂元 健一 2)、鹿島 友義 3)

72 炭酸リチウム錠による薬剤性除脈の一例 

福岡和白病院 

○児玉 直、野口 博生、河原 正明、小山 卓、伊元 裕樹、仲村 圭太、

斉藤 太郎

15:14～15:38 心不全

座長：財前 博文（鶴見病院 循環器内科） 

南  貴子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学） 

73 不明熱精査中に低心機能および冠動脈病変が判明した若年HIV 感染症の一例 

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 

○池田 守登、宮良 高史、砂川 長彦、中村 牧子、外間 亮、田場 洋二、

當真 隆

74 心房中隔欠損症によるうっ血性心不全に対しトルバプタンが有効であった一例 

大分医療センター 

○平岡 望、脇坂 収、久米 治、有川 雅也、大家 辰彦

75 手術困難な超高齢重症大動脈弁狭窄症を起因とした急性心不全に対する治療アプローチ 

出水郡医師会広域医療センター 循環器内科 1)、 

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 2) 

○田端 宏之 1)、吉野 聡史 1)、大牟禮 健太 1)、内門 義博 1)、立石 繁宜 1)、

大石 充 2)
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