
第　　回
日本循環器学会九州地方会

120

A　  会  　場 : 1F   大ホール
B　  会  　場 : 3F   大会議室
C　  会  　場 : 3F   302・303 会議室
D　  会  　場 : 2F   201・202 会議室
E　  会  　場 : 2F   講義室
F     会  　場 : 4F   408 会議室
G     会  　場 : 4F   409 会議室
各委員会・役員会会場：4F　410 会議室

会　長   小野　克重
大分大学医学部　病態生理学講座　教授

会　　場：ホルトホール大分
〒870-0839　大分市金池南一丁目５番１号
TEL：097-576-7555　　FAX：097-573-6210

会　　期：平成28年6月25日（土）
午前 9時 00 分～午後 4時 05分
（開場：午前 8時 40 分）



第１２１回日本循環器学会九州地方会のご案内 
 

日  時   平成２８年１２月３日（土） 

会  場   鹿児島市民文化ホール 
〒890-0062 鹿児島市与次郎 2丁目 3-1  

TEL：099-257-8111 

会  長   井本 浩 
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・消化器外科学分野 教授 

事 務 局   鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・消化器外科学分野 
担当：松本 和久 

〒890-8520  鹿児島市桜ヶ丘 8-35-1 

TEL：099-275-5368    FAX ：099-265-8177 

E-mail：nigeka@m.kufm.kagoshima-u.ac.jp 

演題登録期間  平成 28 年 7 月 13 日(水) ～ 平成 28 年 8 月 24 日(水)正午まで（予定） 

応募は原則としてインターネットを使った 

ホームページからの登録となります。 

 

【演題登録要項】 

日本循環器学会九州支部ホームページ（http://jcskyusb.umin.jp/）にて登録要項の詳細を必ずご

確認の上、演題登録を行ってください。 

インターネットが使用できない場合は、上記事務局までお問い合わせください。 

尚、演題発表は原則としてWindows のみでのコンピュータープレゼンテーションとなります。 

 

※YIAセッション、Case Report Award (CRA)、研修医セッションへ応募の方は、インターネッ

トでの登録に加えて、応募用抄録を作成してご提出下さい。 

詳細は当地方会ホームページにてご参照ください。（準備中） 

 

第１２１回日本循環器学会九州地方会 

会 長  井本 浩 



参加者へのご案内 
 

○「総合受付」を１Ｆロビーに設置いたします。受付開始時間は午前8時40分です。 

○「参加受付」にて、学会参加費をお納めください。学会参加証にご記名の上、会場内では常に

ご着用ください。 

一般会員・非会員 3,000円 

評議員 4,000円 

準会員・研修医・コメディカルスタッフ 1,000円 

名誉会員 参加費無料 

     ※研修医･コメディカルスタッフの方は、証明書を受付にご提示ください。 

○「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。 

※セッション開始1時間前から終了30分前までの受付となります。 

○「DVDセッション単位登録受付」にて、DVDセッション単位登録票（2単位）を受け付けます。 

※放映開始30分前から終了30分前までの受け付けとなります。 

○ランチョンセミナーの整理券配布はございません。 

 

 

座長・演者の先生へのご案内 
 

○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、講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」にて、ご担当セッション開始30分前（早朝の方のみ20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、4ページの発表要項をご参照ください。 

 

 

 

- 1 -



 

社員総会・評議員会のご案内 
 

○12：45～13：35にB会場（3階 大会議室）にて社員総会・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。 

 

 

各委員会のご案内 

＊男女共同参画委員会 
時  間：10：50～11：20 

会  場：4階 410会議室 

＊心肺蘇生法普及委員会 
時  間：14：00～15：00 

会  場：4階 410会議室 

＊アスピリン会議 
時  間：15：30～16：00 

会  場：4階 410会議室 
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研修医セッション 審査員 
◆研修医セッション（1） 
掃本 誠治（座長） 熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学 
肥後 太基（座長） 九州大学大学院医学研究院 循環器内科学 
手嶋 泰之     大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 
小川 正浩     福岡大学医学部 心臓･血管内科学講座 
◆研修医セッション（2） 
尾辻  豊（座長） 産業医科大学 第２内科学 
野口 博生（座長） 福岡和白病院 循環器内科 
樗木 晶子     九州大学大学院医学研究院 保健学部門 
岡本  健     熊本大学大学院生命科学研究部 心臓血管外科 

Case Report Award 審査員 
◆Case Report Award（1） 
北村 和雄（座長） 宮崎大学医学部 内科学講座 循環体液制御学分野 
大石  充（座長） 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 
高倉  健     大分市医師会立アルメイダ病院 
深田 光敬     九州大学病院 救命救急センター 
◆Case Report Award（2） 
江石 清行（座長） 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（座長） 福岡大学病院 循環器内科 
福本 義弘     久留米大学医学部内科学講座 心臓･血管内科部門 
海北 幸一     熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学 

トランスレーショナルリサーチセッション 審査員 
森田 茂樹（座長） 佐賀大学医学部 胸部・心臓血管外科 
的場 哲哉（座長） 九州大学病院 循環器内科 
大草 知子     九州大学病院 睡眠時無呼吸センター 
北島  研     福岡大学病院 循環器内科 

YIAセッション 審査員 
前村 浩二（座長） 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（座長） 九州大学大学院医学研究院 心臓血管外科学 
野出 孝一     佐賀大学医学部 循環器内科 
柴田 剛徳     宮崎市郡医師会病院 循環器内科 
宮田 昌明     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 
河野 律子     産業医科大学 不整脈先端治療学講座 
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発表要項 
 

 

 
 

○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け付けい
たしません。 

○事務局にて用意するパソコンは、Windows7です。 
※データお持ち込みの場合、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をお持ち込みの場合は、Macintoshでも使用可能です。 

○プレゼンテーションソフトは、Microsoft PowerPoint 2007・2010・2013での作成をお願いいた
します。 

○受付可能なメディアは、USBフラッシュメモリー・CD-R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、必ず元のデータも同じフォルダ内に保存してください。 
＊再生に不具合がないか、事前に十分なチェックをお願いいたします。 

○動画・音声データをご使用の場合は、PC受付にてお申し出ください。 
＊動画などの参照ファイルがある場合は、全てのデータを同じフォルダ内に保存してください。 
＊PowerPointに貼り付けている動画・音声は、Windows Media Playerで再生できるように作
成してください。 
＊動画ファイルは、WMV（ビットレート10Mbps以下）を推奨します。 
＊PowerPoint 2010・2013の場合も、使用動画ファイルをバックアップとしてお持ちください。 
＊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
チェックをお願いいたします。 

○ご自身のPCをお持ち込みの場合、専用のACアダプターを必ずご持参ください。 
＊PCの外部出力モニター出力端子の形状を必ず確認し、必要な場合は接続端子をご持参くださ
い。接続はMini D-Sub15ピンのコネクターとなります。 

○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。 

○メディアを介したウイルス感染の事例もありますので、お持ち込みのメディアは予め、最新の
ウイルス駆除ソフトでチェックしてください。 

 

USBフラッシュメモリー・CD-R（Windowsデータのみ） 

※PC持ち込み可（Windows・Macintosh可） 

発表受付可能メディア 
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○セッション開始30分前まで（早朝の方のみ20分前）にPC受付にて試写・出力・動作確認を行っ
てください。 

○フォントはWindowsに標準搭載されているフォントのみご使用ください。 
日本語：ＭＳゴシック・ＭＳ Ｐゴシック・ＭＳ明朝・ＭＳ Ｐ明朝など 
英 語：Times New Roman・Arial・Arial Black・Arial Narrow・Century・Century Gothic・ 
    Courier New・Georgiaなど 
標準搭載されているフォント以外を使用した場合、文字・段落のずれや文字化け・表示されな
いなどのトラブルが発生する可能性があります。データの文字化け、画面レイアウトのバラン
ス異常などは事務局側で修正しかねますので、事前に十分ご確認ください。 

○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。なお、PowerPointの機能にある、発表者ツールは使用できません。 

○口演時間 
一般演題 ： 発表5分・討論3分 
YIAセッション ： 発表8分・討論3分 
トランスレーショナルリサーチセッション ： 発表8分・討論3分 
Case Report Award ： 発表6分・討論3分 
研修医セッション ： 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。 
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「医療安全・医療倫理に関する講演会」DVDセッション開催のお知らせ 
2012年度更新対象者から、医療安全・医療倫理に関する講演会が更新のための必修研
修となることを受けて、本部からの依頼により地方会でのDVDセッションを開催いた
します。参加加算を2単位といたします。放映時間は90分で、午前・午後とも放映内容
は同一ですので、開始時間をご確認の上、ご参加いただきますようお願いいたします。 
 

●DVDセッション 
       午前の部   9：10～10：40  G会場（4Ｆ 409会議室） 
       午後の部 13：50～15：20  G会場（4Ｆ 409会議室） 

九州支部事務局からのお知らせ 
 

○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、
地方会プログラムは希望者のみに送付する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いたします。事前に受け取られた方は、当日お持ちください。
＊プログラム送付希望の方は、申告書を支部事務局宛（FAX：092-864-5616）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。 
 （余白に送付先住所もご記入ください） 
  日本循環器学会九州支部HP http://jcskyusb.umin.jp/ 

○Young Investigator's Award（YIA）セッションについて 
YIAセッションの最優秀賞に「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セッションの応募資格：日本循環器学会員であり、満40歳未満（発表時）の方 

○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。 
Case Report Awardの応募資格：日本循環器学会員であり、満35歳未満（発表時）の方 

○研修医セッションについて 
研修医セッションで演題発表する研修医には奨励金が支給されます。また、副賞が授与されま
すので、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。 
研修医セッションの応募資格：応募時、卒後2年目以内の研修医であること 

（日本循環器学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・教育セッションおよびDVDセッションの単位登録を別々の受付に

て行います。 

＊教育セッションの単位登録の受付は、セッション開始1時間前から終了する30分前までとなり 

 ます。 

＊DVDセッションの単位登録の受付は、放映開始30分前から終了する30分前までとなります。 

＊当日は、地方会・教育セッションおよびDVDセッションのそれぞれの受付会場へお越しいただ 

 き、セッション開始前（下記時間参照）に登録を済ませるようお願いいたします。 

○登録には「専門医カード」をご持参いただき、受付にてご提示いただきますようお願いいたします。 

●教育セッション単位登録受付時間 ： 9：50～12：00 

●DVDセッション単位登録受付時間 ： 午前の部  8：40～10：10 

  午後の部 13：20～14：50 

 

 

第40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 

 

第40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3単位が認められます。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120回日本循環器学会九州地方会 
会 長 小野 克重 

 

 

  
●教育セッション1  10：50～11：40 A会場（１F 大ホール） 

 「重症下肢虚血に対する血行再建指針－多様性に応じた到達目標別治療法選択－」 

  演者：東  信良（旭川医科大学 外科学講座 血管外科学分野 教授） 

  座長：宮本 伸二（大分大学医学部 心臓血管外科学 教授） 

●教育セッション2  11：40～12：30 A会場（１F 大ホール） 

 「心不全診療の進歩と課題」 

  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 教授） 

  座長：小野 克重（大分大学医学部 病態生理学 教授） 
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ランチョンセミナー開催のお知らせ 
 

 

●ランチョンセミナー1  12：45～13：35 C会場（3F 302･303会議室） 
 「心房細動の生命予後を改善する：最新アブレーションと国産DOACの挑戦」 

演者：奥村  謙（済生会熊本病院 心臓血管センター） 
座長：髙橋 尚彦（大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 教授） 
共催：第一三共株式会社 

●ランチョンセミナー2  12：45～13：35 D会場（2F 201･202会議室） 
 「"凝固のくすぶり"心房細動から"突発的発火"脳塞栓をコントロールする」 

演者：丸山 征郎（鹿児島大学医歯学総合研究科 システム血栓制御学 特任教授） 
座長：秋満 忠郁（大分循環器病院 院長） 
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 

●ランチョンセミナー3  12：45～13：35 E会場（2F 講義室） 
 「TAVI 治療成績と患者選択」 

演者：白井 伸一（一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 循環器内科部長） 
座長：宮本 伸二（大分大学医学部 心臓血管外科学講座 教授） 
共催：エドワーズライフサイエンス株式会社 

●ランチョンセミナー4  12：45～13：35 F会場（4F 408会議室） 
 「デバイス治療の新たな展開」 

演者：栗田 隆志（近畿大学医学部附属病院 心臓血管センター 教授） 
座長：村松 浩平（大分県立病院 循環器内科 部長） 
共催：日本メドトロニック株式会社 

●ランチョンセミナー5  12：45～13：35 G会場（4F 409会議室） 
 「深部静脈血栓症における診断と治療」 

演者：近藤 克洋（北九州総合病院 循環器内科 部長） 
座長：菊田 浩一（新別府病院 循環器内科 部長） 
共催：ファイザー株式会社 
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第６回男女共同参画講演開催のお知らせ 
 

主催：日本循環器学会九州支部 
 
●第６回男女共同参画講演  13：50～14：50 F会場（４F 408会議室） 
 「女性循環器医の多様なキャリア形成 ―キャリア教育と支援を考える―」 
 
  座長：髙橋 尚彦（大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 教授） 
     中川 幹子（大分大学医学部 医学教育センター 教授） 
 
  演題：「地域医療には女性医師の力が必要 ―大分大学の取り組み」 

髙橋 尚彦（大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 教授） 

「キャリアは途切れてもまた繋げる」 
宮崎 寛子（国立病院機構西別府病院 循環器科） 

「ママさん循環器医の奮闘 ―後輩へのエール」 
綾部 礼佳（大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座） 
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交通案内図 

トキハ

上野の森口

上野の森口

【降車専用】
大分駅停留所
【降車専用】
大分駅停留所
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会場案内図 
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倉庫
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企業展示

クローク

(シアター形式 188席)
小ホール

2F

支援ルーム

トイレ

男子トイレ

セミナールーム

女子トイレ

（大ホール上部吹抜）

ＥＶ ＥＶＥＶ

相談室 相談室

3Fへ

1Fから

D会場
201･202会議室

E会場
講義室

A会場
大ホール

倉庫倉庫

W.WC

M.WC

第4楽屋 第5楽屋

第3楽屋

第2楽屋

第1楽屋

楽屋管理室

控 室

本 部
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3F

4F

401会議室
（和室）

404会議室 405会議室

403会議室

407会議室406会議室

（大会議室吹抜）

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ上部吹抜
社会福祉協議会事務室 福祉関係団体事務室ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ

男子トイレ

女子トイレ

EV EV EV

EV

F会場
408会議室

各委員会・役員会会場
410会議室

409会議室控 室

402会議室
(和室)

階段

大ホール上部吹き抜け

カフェレストラン

（喫茶食堂）

エントランスホール吹抜け
福祉用具展示相談室

障がい者交流室

技能習得室 機能回復訓練室 シニア交流室

吹抜
福祉用実験室

相談室

障がい者生活
支援センター

相談室

EV EV EV

福祉関係団体活動室

点字作業室

点字図書館

録音室

更衣室

更衣室

W.WC

W.WC

M.WC

M.WC

WC

ウォーキングプール

南駅屋上公園へ

W/L   ﾋﾟﾝ ×1

　　   ﾊﾝﾄﾞ×3

2Fから

304会議室

301会議室

B会場
大会議室

C会場
302･303会議室

G会場



日程表 

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

A会場
1階 大ホール

B会場
3階 大会議室

C会場
3階 302･303会議室

D会場
2階 201･202会議室

9:00～

9:05～10:33

YIAセッション 9:30～10:10

10:10～10:42

虚血性心疾患（2）

虚血性心疾患（1）

13:50～14:44

Case Report Award（1）

14:44～15:08 先天性心疾患（１）

15:08～15:32 先天性心疾患（2）

9:30～10:10

末梢動脈疾患

10:10～10:42

血管疾患

13:50～14:35

Case Report Award（2）

14:35～14:59 心内膜炎

14:59～15:23 外科的治療

12:45～13:35

社員総会･評議員会

トランスレーショナル
リサーチセッション

トランスレーショナルリサーチセッション・Case Report Award･
研修医セッション表彰式・閉会式

YIAセッション表彰式

開　会　式

11:40～12:30

15:50～16:05

13:50～14:50

12:30～12:40

ランチョンセミナー1
12:45～13:35

ランチョンセミナー2
12:45～13:35

9:30～10:10

不整脈（１）

10:10～10:42

不整脈（2）

13:50～14:54

研修医セッション（１）

14:54～15:18 不整脈（３）

15:18～15:42 不整脈（４）

教育セッション1

教育セッション2

10:50～11:40

演者：　　　　　　　（旭川医科大学）
座長：　　　　　　　（大分大学）

東　　信良
宮本　伸二

演者：　　　　　　　（東京大学）
座長：　　　　　　　（大分大学）

小室　一成
小野　克重

「重症下肢虚血に対する血行再建指針　　 
－多様性に応じた到達目標別治療法選択－」

「心不全診療の進歩と課題」

共催：第一三共株式会社 共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

演者：　　　　　　　（鹿児島大学）丸山　征郎
座長：　　　　　　　（大分循環器病院）秋満　忠郁

「″凝固のくすぶり″心房細動から　　　　　 
″突発的発火″脳塞栓をコントロールする」

演者：　　　　　　　（済生会熊本病院）奥村　　謙
座長：　　　　　　　（大分大学）髙橋　尚彦

「心房細動の生命予後を改善する　　　　  
―最新アブレーションと国産DOACの挑戦―」

座長：　　　　　　　（長崎大学）前村　浩二
　　　　　　　　　　（九州大学）塩瀬　　明

座長：　　　　　　　（宮崎大学）北村　和雄
　　　　　　　　　　（鹿児島大学）大石　　充

座長：　　　　　　　（大分岡病院）立川　洋一
　　　　　　　　　　（北九州市立八幡病院）原田　　敬

座長：　　　　　　　（鹿児島大学）井本　　浩
　　　　　　　　　　（別府医療センター）木村　龍範

（大分大学）竹林　　聡
座長：　　　　　　　（済生会熊本病院）堀端　洋子

座長：　　　　　　　（済生会熊本病院）中尾　浩一
　　　　　　　　　　（小倉記念病院）白井　伸一

座長：　　　　　　　（新古賀病院）
　　　　　　　　　　（大分大学）油布　邦夫

座長：　　　　　　　（産業医科大学）西村　陽介
　　　　　　　　　　（福岡大学）杉原　　充

座長：　　　　　　　（長崎大学）江石　清行
　　　　　　　　　　（福岡大学）西川　宏明

座長：　　　　　　　（久留米大学）安川　秀雄
　　　　　　　　　　（宮崎大学）石川　哲憲

座長：　　　　　　　（久留米大学）田中　啓之
　　　　　　　　　　（大分大学）和田　朋之

座長：　　　　　　　（済生会熊本病院）古山准二郎
　　　　　　　　　　（佐賀県医療センター好生館）山口　尊則

座長：　　　　　　　（熊本大学）掃本　誠治
　　　　　　　　　　（九州大学）肥後　太基

座長：　　　　　　　（小倉記念病院）安藤　献児
　　　　　　　　　　（長崎大学）深江　学芸

（大分医療センター）大家　辰彦
座長：　　　　　　　（大濠こどもクリニック）牛ノ濱大也

座長：　　　　　　　（久留米大学）大江　征嗣
　　　　　　　　　　（産業医科大学）荻ノ沢泰司

　　　

　　　

座長：　　　　　　　（佐賀大学）森田　茂樹
　　　　　　　　　　（九州大学）的場　哲哉
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E会場
2階 講義室

F会場
4階 408会議室

G会場
4階 409会議室

各委員会･役員会会場
4階 410会議室

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

ランチョンセミナー3
12:45～13:35

ランチョンセミナー4
12:45～13:35

ランチョンセミナー5
12:45～13:35

13:50～14:54 13:50～14:50

研修医セッション（2）

14:54～15:18 肺循環・血圧異常

15:18～15:42 画像診断

14:50～15:14 循環機能異常

「女性循環器医の多様なキャリア形成
　　　 ―キャリア教育と支援を考える―」

15:14～15:38 心不全

心膜心筋疾患（１）

心膜心筋疾患（2）

13:50～15:20第6回男女共同参画講演

DVDセッション

DVDセッション

9:30～10:10

弁膜症（１）

10:10～10:42

9:30～10:10

9:10～10:40

10:10～10:42

弁膜症（2）

10:50～11:20

男女共同参画委員会

14:00～15:00

心肺蘇生法普及委員会

11:30～12:30

役員会

15:30 ～16:00

アスピリン会議

座長：　　　　　　　（大分大学）髙橋　尚彦
　　　　　　　　　　（大分大学）中川　幹子
演者：　　　　　　　（大分大学）髙橋　尚彦
　　　　　　　　　　（西別府病院）宮崎　寛子
　　　　　　　　　　（大分大学）綾部　礼佳

共催：エドワーズライフサイエンス株式会社 共催：日本メドトロニック株式会社 共催：ファイザー株式会社

演者：　　　　　　　（北九州総合病院）近藤　克洋
座長：　　　　　　　（新別府病院）菊田　浩一

「深部静脈血栓症における診断と治療」「デバイス治療の新たな展開」
演者：　　　　　　　（近畿大学）栗田　隆志
座長：　　　　　　　（大分県立病院）村松　浩平

演者：　　　　　　　（小倉記念病院）白井　伸一
座長：　　　　　　　（大分大学）宮本　伸二

「TAVI　治療成績と患者選択」

座長：　　　　　　　（宮崎市郡医師会病院）渡辺　　望
　　　　　　　　　　（佐賀大学）小松　愛子

座長：　　　　　　　（産業医科大学）尾辻　　豊
　　　　　　　　　　（福岡和白病院）野口　博生

座長：　　　　　　　（佐賀大学）吉田　和代
　　　　　　　　　　（鹿児島大学）窪田佳代子

座長：　　　　　　　（大分循環器病院）丹羽　裕子
　　　　　　　　　　（大分大学）秋好久美子

座長：　　　　　　　（九州医療センター）冷牟田浩司
　　　　　　　　　　（長崎大学）河野　浩章

座長：　　　　　　　（鶴見病院）財前　博文
　　　　　　　　　　（長崎大学）南　　貴子

座長：　　　　　　　（宮崎大学）中村　栄作
　　　　　　　　　　（大分大学）穴井　博文

座長：　　　　　　　（大分赤十字病院）岩尾　　哲
　　　　　　　　　　（九州大学）大谷　規彰

座長：　　　　　　　（別府医療センター）重松　作治
　　　　　　　　　　（豊後大野市民病院）永井　淳子
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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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索 引 

数字 一般演題 

E 教育セッション 

YIA YIA セッション 

TR トランスレーショナルリサーチセッション

CRA Case Report Award

R 研修医セッション

LS ランチョンセミナー

GE 男女共同参画講演



あ 

青木 祐司 5,25 

青柳 いくみ 26 

青柳 成明 30 

赤垣 大樹 R15,36 

赤司 浩一 52 

明石 英俊 23 

赤司 良平 R11 

秋岡 秀文 YIA5,TR3,10,14, 

38,44,56 

秋元 芳典 R16,8 

浅田 祐士郎 61 

足利 敬一 CRA4,62,70 

東 信良 E1 

麻生 明見 36 

穴井 博文 TR3 

穴井 玲央 YIA1,2 

安部 一太郎 TR3 

安倍 邦子 CRA5 

阿部 浩二 16 

安部 治彦 34 

綾部 裕介 R4 

綾部 礼佳 YIA5,GE3,10,14, 

38,44,56 

荒木 智 TR2,R2 

荒木 将裕 36 

荒木 優 YIA1 

有川 雅也 6,37,74 

有田 武史 49,52,54,58 

有永 豊識 R12 

有吉 毅子男 R3 

安藤 献児 3,18 

安藤 真一 1 

い 

池内 雅樹 CRA11 

池田 聡司 CRA5,R11 

池田 次郎 R4 

池田 守登 73 

石井 廣人 41 

石井 正将 12 

石井 悠海 YIA5,10,14,38,44, 

56 

石川 司朗 11,59 

石川 瀬里 R16 

石川 哲憲 61 

石川 敬喜 33 

石川 裕輔 R5 

石田 紀久 YIA8 

石松 卓 R11 

伊集院 駿 R5 

泉川 卓也 CRA9,31 

泉家 康宏 TR2,CRA3 

磯部 光章 YIA3 

市来 俊弘 YIA7 

市田 蕗子 YIA6 

井手 友美 CRA6,R9 

井手口 武史 61 

井手元 良彰 TR4 

伊藤 浩司 R14 

伊東 小都子 R6 

伊藤 彰彦 CRA1 

井上 修二朗 CRA6 

井上 敬測 4,57,67 

井上 雅之 53 

井上 美奈子 26 

井上 洋平 51 

井口 孝介 4,67 

井福 俊允 59 

今泉 聡 CRA7 

今村 春一 R6 

今村 貴亮 YIA5,10,14,38,44, 

56 

今村 卓郎 61 

今村 義浩 22,65 

伊元 裕樹 72 

入江 圭 20 

入來 泰久 35 

岩尾 哲 CRA10 

う 

上杉 英之 53 

植田 初江 61 

上野 高史 23 

上原 裕規 YIA3 

上原 吉就 TR4 

牛島 智基 49 

臼井 真 R4 

宇宿 弘輝 R2 

内門 義博 75 

内川 智貴 66 

内田 孝之 13 

内山 光 R14 

打和 大幹 R15 

浦 祐次郎 36 

浦壁 洋太 33 

卜部 省悟 69 

浦部 由利 CRA11 

え 

江石 清行 R11,47 

江島 健一 40 

江島 恵美子 36 

江畑 有希 TR3 

円山 信之 13 

遠藤 穣治 41 

お 

押領司 篤宣 23 

大井 啓司 49,54,58 

大家 辰彦 6,37,74 

大石 充 R6,35,75 

大石 恭久 49,54 

大江 学治 34 

大窪 崇之 61 

大島 孝一 63 

大住 真敬 21 
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大谷 規彰 R9 

大塚 裕之 23 

大塚 麻樹 R15 

大坪 豊和 YIA5,10,14,38,44, 

56 

大庭 百合賀 20 

大牟禮 健太 75 

岡田 憲広 10,14,38,44 

緒方 健二 CRA4,62,70 

岡部 宏樹 26 

岡部 眞典 66 

岡松 秀治 32 

岡村 誉之 3 

小川 正一 R6 

小川 正浩 CRA7 

翁 徳仁 42 

荻ノ沢 泰司 YIA1,34 

沖山 光則 47 

於久 幸治 R1,R3 

奥井 英樹 35 

奥野 大輔 R11 

奥村 謙 LS1,32 

桶谷 直也 35 

小住 清志 17,19 

小田代 敬太 52,58 

尾立 朋大 R3 

落合 昂一郎 41 

尾辻 豊 YIA1,34 

翁長 春貴 42 

鬼木 秀幸 CRA2 

鬼塚 健 R7,63 

鬼塚 久充 61 

小野 克重 TR5 

小野 友行 13 

尾上 喜郎 TR2 

折口 秀樹 R7 

折橋 隆三 7 
 
 

か 

甲斐 久史 27 

海北 幸一 YIA4,TR2,CRA3, 

R2 

柿野 貴盛 CRA11 

鍵山 弘太郎 25 

鍵山 俊太郎 CRA2 

加耒 秀隆 CRA6 

柏原 宗一郎 1 

鹿島 友義 71 

梶原 正貴 32 

加世田 繁 26 

片山 敏郎 CRA5,R11 

香月 与志夫 42 

勝田 洋輔 9,50 

加藤 宏司 27 

門岡 浩介 CRA4,62,70 

門上 俊明 1 

金澤 尚徳 R2 

金本 亮 30 

金子 匡行 33 

上運天 均 24,45 

蒲原 啓司 28 

川上 和伸 16 

川越 純志 R10 

川島 朋之 YIA3 

川内 絵未 TR4 

川野 杏子 10,14,38,44 

河野 浩章 CRA5,R11 

川畑 孟子 R6 

河原 正明 72 

川村 奈津美 R7,63 

き 

菊池 幹 R7 

木崎 佑介 24,45 

北島 研 TR4 

北野 哲司 17,19 

北村 和雄 TR1,61 

北村 哲生 R3 

木塚 貴浩 48 

木下 聡 YIA6,55 

木村 優一 TR2 

木本 泰孝 60 

木山 卓也 CRA1 

桐谷 浩一 24,45 

く 

楠 正美 33 

久保田 徹 66 

久米 治 6,37,74 

九山 直人 R2 

倉岡 彩子 11,59 

蔵満 昭一 3 

栗田 隆志 LS4 

栗林 祥子 R9 

栗山 根廣 CRA4,62,70 

車 忠雄 R8 

黒川 博文 R2 

黒木 建吾 61 

黒部 昌也 CRA9,31 

桑野 孝志 TR4,CRA7, R12 

桑野 徹 R15 

桑原 大門 CRA4,62,70 

桑原 志実 36 

け 

芥野 絵里 R7,63 

こ 

小池 明広 20 

小出 優史 CRA5,R11 

小岩屋 宏 CRA4,62,70 

神波 裕 53 

河野 恵理 R7 

河野 佑介 29 

河野 律子 34 

合力 悠平 CRA4,62,70 
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古賀 秀剛 28 

古賀 聖士 CRA5,R11 

古賀 徳之 26 

古賀 佑一 29 

小崎 智史 69 

小島 淳 CRA3,R2 

小須賀 智一 30 

兒玉 和久 53 

児玉 直 72 

児玉 成邦 61 

兒玉 祥彦 11,59 

後藤 昌希 TR4 

小林 洋平 18 

小深田 麻美 YIA5,10,14,38,44, 

56 

小牧 智 R12 

小室 一成 E2 

小柳 雅孔 60 

古山 准二郎 32 

小山 彰平 61 

小山 卓 72 

近藤 克洋 LS5 

近藤 秀和 YIA5,TR3,10,14, 

38,44,56 

権藤 健樹 9,50 

今野 里美 1 

さ 

齋藤 聖多郎 YIA5,TR3,10,14, 

38,44,56 

斉藤 太郎 72 

斉藤 裕 9,50 

坂本 和生 66 

坂元 健一 71 

坂本 憲治 CRA3,R2 

坂本 隆史 CRA6,R9,24,45 

坂本 照夫 R15 

坂本 知浩 32,53 

坂本 佳子 51 

佐川 浩一 11,59 

朔 啓二朗 TR4,CRA7,R12 

酒見 拓矢 R4 

笹栗 毅和 R14,63 

佐藤 啓 CRA1 

佐藤 勇一郎 61 

佐貫 仁宣 17,19 

鮫島 光平 35 

澤 真太郎 15 

し 

塩川 祐一 49,54 

塩瀬 明 R9,49,54 

塩見 哲也 R4 

志賀 悠平 TR4 

重本 英二 CRA7 

七條 正英 46,48 

篠原 徹二 YIA5,TR3,10,14, 

38,44,56 

芝尾 昴大 36 

柴田 剛徳 CRA4,62,70 

紫原 美和子 42 

島尻 正紀 YIA3 

嶋田 寿文 5,25 

島袋 祐士 YIA6,55 

下村 光洋 51 

小路 高史 5 

庄嶋 賢弘 23 

白井 伸一 LS3,3 

白崎 幸枝 41 

白浜 尚治 CRA11 

進藤 岳郎 46 

陣内 宏紀 29 

す 

末田 大輔 R2 

末永 英隆 CRA9,31 

末松 延裕 66 

菅村 公一 CRA3,R2 

杉 健三 42 

杉谷 雄一郎 11,59 

杉原 充 R12 

杉山 拓史 64 

菅野 道貴 4,57,67 

助弘 雄太 68 

鈴山 寛人 53 

砂川 長彦 64,73 

せ 

瀬筒 康弘 1 

芹川 威 66 

そ 

曽我 芳光 3,18 

園田 信成 YIA1 

園田 拓道 49,54,58 

薗田 正浩 R5,43 

園田 祐子 TR3 

杣川 知香 R1 

た 

高江 将史 CRA1 

高木 淳 28 

高木 数実 23,27 

高崎 州亜 35 

高嶋 英夫 16 

高瀬谷 徹 23,27 

高成 広起 TR5 

高橋 尚彦 YIA5,TR3,GE1, 

10,14,38,44,56 

高橋 正雄 34 

高原 勇介 YIA7 

高松 正憲 48 

高見 浩仁 YIA1 

田口 英詞 53 

竹井 達郎 CRA4,62,70 

竹治 泰明 18 

竹下 聡 CRA9,31 
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武田 綾乃 R6 

竹中 克彦 36 

竹本 真生 YIA2 

竹脇 雄太 R10 

太崎 博美 17,19 

田崎 雄一 69 

多治見 司 R7 

立川 洋一 33 

立石 繁宜 75 

帶刀 英樹 49,54 

田所 知命 R7,R14,63 

田中 敬士 YIA2 

田中 厚寿 48 

田中 正哉 17,19 

田中 俊江 13 

田中 規昭 R1,R3 

田中 秀樹 R5,43 

田中 啓之 R15,23,27 

田中 靖章 32 

谷口 弥生 CRA10 

田上 和幸 R5,43 

田ノ上 禎久 R9,49,54 

田場 洋二 64,73 

田端 宏之 75 

ち 

知念 清治 YIA6 

千葉 卓 YIA3 

つ 

塚原 慧太 34 

巷岡 聡 66 

辻田 賢一 YIA4,CRA3,R2 

津田 有輝 YIA1 

土橋 卓也 26 

土谷 健 39,40 

筒井 裕之 R9 

筒井 好知 CRA8,66 

堤 孝樹 22,65 

角田 隆輔 CRA1 

剱 卓夫 32 

鶴田 敏博 TR1,61 

て 

手嶋 泰之 YIA5,TR3,10,14, 

38,44,56 

寺谷 裕充 68 

と 

土井 英樹 16 

藤内 竜夫 CRA10 

當真 隆 64,73 

道明 武範 3 

當山 眞人 47 

時津 孝典 YIA4 

徳永 理佐 R3 

得能 智武 YIA7 

戸伏 倫之 1 

冨田 俊一朗 R9 

富田 祐亮 26 

外山 康之 42 

豊原 貴之 1 

豊増 謙太 5 

な 

仲 悠太郎 CRA2 

中池 竜一 22,65 

中尾 浩一 32,53 

中尾 正一郎 71 

中川 幹子 YIA5,10,14,38,44, 

56 

中司 元 20 

中島 夏奈 CRA4,62,70 

中嶋 寛 CRA9,31 

永瀬 公明 33 

中田 智夫 CRA5,R11 

長田 芳久 CRA7 

中西 信博 53 

中野 正紹 65 

中野 仁晴 5 

永野 雅英 53 

長野 徳子 YIA5,10,14,38,44, 

56 

仲間 達也 CRA4,62,70 

中村 栄作 41 

中村 英司 30 

中村 都英 41 

仲村 圭太 72 

仲村 健太郎 YIA3 

中村 俊博 36 

中村 洋文 20 

中村 牧子 64,73 

中村 真 11,59 

中村 通孝 53 

仲村 義一 R16,8 

中村 亮 1 

仲吉 孝晴 23 

名護 元志 YIA3 

夏秋 政浩 66 

波野 史典 35 

に 

新山 寛 27 

西 雅人 CRA3 

西上 和宏 53 

西田 尚樹 YIA6 

西野 峻 CRA4,62,70 

西村 時紘 R5 

仁田 翔大 54 

二宮 雄一 R6 

入田 英二 CRA2,26 

ぬ 

布廣 龍也 CRA9,31 

沼口 宏太郎 36 

塗木 徳人 R5,43 
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ね 

根間 優美 8 

の 

野上 英次郎 46,48,51 

野口 博生 72 

野口 亮 46 

野副 純世 CRA8,66 

野田 裕剛 52 

野田 泰正 R8 

野出 孝一 51 

則松 賢次 66 

は 

橋本 亘 47 

長谷川 潤 16 

畑 由紀子 YIA6 

畑島 皓 1 

服部 悠一 R15,27 

花谷 信介 TR2,R2 

馬場 善政 R5 

濱崎 秀一 R6 

濱村 仁士 27 

濱脇 正好 R3 

林 克英 34 

林田 好生 21 

原口 美帆 YIA5,10,14,38,44 

原田 敬 17,19 

原田 晴仁 27 

春田 真一 R1,R3 

ひ 

日浅 謙一 49,54,58 

東 健作 R5 

挽地 裕 51 

樋口 優 CRA2 

樋口 義洋 60 

肥後 太基 CRA6,R9 

久田 洋一 69 

久原 学 R14 

檜田 悟 YIA2 

百名 洋平 R7 

冷牟田 浩司 36 

兵頭 真 3 

平岡 望 6,37,74 

平田 快紘 YIA4 

平辻 知也 YIA6,55 

平峯 聖久 R5,43 

廣瀬 豊樹 R2 

廣野 恵一 YIA6 

ふ 

深江 貴芸 R1,R3 

深田 光敬 52 

福井 暁 39,40 

福井 大介 R15 

福井 寿啓 R2 

福泉 寛 4,57,67 

福嶋 理知 CRA5,CRA9,31 

福田 祥大 YIA1 

福永 隆司 R10 

福永 啓文 59 

福元 大地 R6 

福本 義弘 R15,23 

福山 尚哉 1 

藤井 茂 R8 

藤井 菜緒 R8 

藤島 慎一郎 26 

藤田 一允 66 

藤田 崇史 33 

藤野 剛雄 R9 

藤見 幹太 YIA8 

藤本 智子 49 

二見 真紀人 R12 

渕上 俊一郎 CRA1 

船越 祐子 R4 

麓 英征 46 

古川 浩二郎 46,48,51 

古川 貢之 41 

古川 祐太朗 CRA10 

古堅 真 CRA4,62,70 

古舘 晃 29,48 

古殿 真之介 CRA9,31 

ほ 

外間 亮 64,73 

掃本 誠治 YIA4,TR2,CRA3, 

R2 

星山 禎 CRA4,62,70 

堀 賢介 R15 

堀内 孝彦 60 

堀端 洋子 53 

本郷 玄 66 

本多 剛 12 

本田 泰悠 22 

本間 丈博 R15 

ま 

馬 芳芳 TR5 

前川 和也 61 

前之園 隆一 35 

前淵 大輔 CRA2 

前村 浩二 CRA5,R11 

蒔田 直昌 31 

牧山 明資 63 

真下 優香 CRA9,31 

増田 季美子 TR5 

増田 浩一 R10 

増山 浩幸 R10 

松浦 広英 CRA4,62,70 

松浦 祐之介 61 

松尾 昌俊 YIA2 

松尾 崇史 R1,R3 

松村 敏幸 16 

松村 仁 68 

松村 有希子 3,18 

松本 翔 R4 
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松本 直通 CRA7 

松元 真理 1 

松山 明彦 CRA4,62,70 

丸尾 啓一郎 CRA10 

丸山 征郎 LS2 

丸山 徹 52 

み 

三浦 伸一郎 YIA8,TR4,CRA7, 

R12 

三浦 俊哉 17,19 

三角 郁夫 12 

満瀬 達郎 16 

三戸 隆裕 YIA2 

三戸 正人 R16,8 

南 一敏 31 

峰松 紀年 68 

宮城 ちひろ 54 

宮城 直人 YIA3 

三宅 諒 24,45 

宮崎 貴志 CRA3 

宮崎 寛子 GE2 

宮薗 博貴 R8 

宮田 健二 R7 

宮田 昌明 35 

宮本 伸二 TR3 

宮本 信三 53 

宮本 宣秀 33 

宮良 高史 64,73 

三好 美帆 56 

三輪 高士 29 

む 

向井 靖 CRA6 

牟田 毅 63 

武藤 成紀 CRA9,31 

村岡 秀崇 YIA1 

村上 雄二 4,57,67 

村里 嘉信 36 

連 翔太 59 

村松 浩平 24,45 

村山 和哉 R13 

室屋 隆浩 29 

め 

目野 恭平 36 

も 

毛利 正博 R7,R14,63 

森 隆宏 36 

森 浩貴 41 

森井 誠士 CRA7,R12 

森重 徳継 CRA8,9,21 

森島 真幸 TR5 

森田 茂樹 46,48,51 

森田 彰子 R14 

森田 裕一 21,68 

や 

安岡 千枝 39 

安里 哲矢 CRA4,62,70 

安田 潮人 52 

安永 弘 30 

柳田 洋平 CRA4,62,70 

矢野 雅也 CRA7 

山口 慎也 26 

山口 尊則 38,39,40 

山路 和伯 9,25,50 

山下  篤 61 

山下 恵里香 R5,43 

山下 慶子 YIA3 

山田 明 13,22,65 

山田 卓史 69 

山田 英明 68 

山内 康平 46 

山村 智 TR2 

山室 惠 YIA4,CRA3 

山本 英一郎 YIA4,CRA3,R2 

山本 紗子 61 

山本 英雄 R7,R14,63 

山元 芙美 29 

山本 麻紀 9,42,50 

山本 雄祐 66 

ゆ 

柚木 純二 46,48,51 

油布 邦夫 YIA5,TR3,10,14, 

38,56 

由布 威雄 24,45 

よ 

横井 宏佳 4,57,67 

横山 拓 49,52,54,58 

与座 一 R16,8 

吉岡 吾郎 CRA4,62,70 

吉川 尚宏 42 

吉田 輝久 42 

吉田 敏弥 R8 

吉田 望 28,29 

吉武 清伸 YIA2 

吉野 聡史 75 

吉村 拓巳 CRA1 

吉元 一成 R6,35 

米倉 剛 CRA5,R11 

り 

力武 一久 29 

わ 

脇坂 収 6,37,74 

和田 秀一 21,68 

渡邉 亜矢 CRA11 

渡邉 望 CRA4,62,70 

渡辺 恵 42 

王 岩 TR5 
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助成団体・協賛企業一覧 
 

 

■共  催 

 エドワーズライフサイエンス株式会社 

 第一三共株式会社 

 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 

 日本メドトロニック株式会社 

 ファイザー株式会社 

 

■展  示 

 旭化成ゾールメディカル株式会社 

 株式会社九州神陵文庫 

 

■広  告 

アステラス製薬株式会社 

サノフィ株式会社 

田辺三菱製薬株式会社 

帝人住宅医療株式会社 

トーアエイヨー株式会社 

日本光電九州株式会社 

日本ケミファ株式会社 

バイエル薬品株式会社 

ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社 

持田製薬株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 
※50 音順 平成 28 年 6 月 6日現在 
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