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第117回日本循環器学会中国地方会の開催にあたって

第117回日本循環器学会中国地方会
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　この度、昨今のCOVID-19の流行拡大を受けて、参加者の皆様の安全確保のために、「第117回日本

循環器学会中国地方会」を当初予定の松江市のくにびきメッセでの集合型から、完全Web配信形式へ

変更して開催させていただくことになりました。（12月5日（土）～ 6日（日）に一部プログラムのライブ

配信、及び約1 ヶ月間のオンデマンド配信）

　2020年初頭より新型コロナ感染症のパンデミックは社会・経済に甚大なる影響を与えています。感

染拡大が続く中、診療、教育あるいは研究に大変な苦労をされている皆様方のご心労をお察しします。

本学会は、中国地方で循環器疾患の診療に携わる内科系・外科系の医療関係者が一堂に会し、循環器

疾患に関する基礎・臨床研究や症例報告などを発表し議論する場ですが、一方、研修医さらには学生

らによる発表を通じて若い才能を育むこと、また若手が循環器診療に興味をもって、この領域で活躍

することに繋がる場となることも本学会の重要な役割となっております。さらに、成果の発表や議論

を通じて、中国地方の循環器疾患の治療と予防に向けて有意義な学術集会になることを祈念していま

す。

　今回のプログラムは、一般演題の他、若手研究者奨励賞（YIA）、研修医奨励賞、ダイバーシティ推

進委員会特別企画、禁煙推進委員会セッション等の開催を予定しています。特別企画としては「多職

種チームによる心不全診療の最前線」と題して、増加している心不全に対するチーム医療の重要性を

議論いたします。教育セッションに関しては、滋賀医科大学より内科系は循環器内科の中川義久教授、

外科系は心臓血管外科の鈴木友彰教授を講師として、循環器病学に関する最新の話題をご講演いただ

きます。さらに、岡山大学の伊藤浩教授の御発案により、地方会の活性化、循環器科志望者の増加や

若手循環器医の育成を目的とした研修医教育セミナーを開催いたします。

　地方会初のWeb開催で、何かと不行き届きもあるかもしれませんが、皆様方におかれましては、本

会の開催趣旨をご理解いただき、ご支援・ご協力をお願い申し上げます。
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ご 案 内
参加者の皆様へ

◆会期
Live配信：2020年12月5日（土）・6日（日）
オンデマンド配信：2020年12月5日（土）～ 2021年1月12日（火）

◆参加受付
学会ホームページより、参加登録をお願いします。
　参加登録期間：2020年11月27日（金）～ 2021年1月12日（火）

地方会参加費：医師および医療関係者 3,000円
　　　　　　　コメディカル 1,000円
　　　　　　　初期研修医＊1 1,000円
　　　　　　　学生＊2 無料
＊1初期研修医の方：参加登録サポートデスクへ、メールにて証明書をご提出ください。（様式自由）
＊2学生の方：参加登録サポートデスクへ、メールにて学生証のスキャンデータをご提出ください。

教育セッション参加費：医師および医療関係者　1,000円
　　　　　　　　　　　初期研修医・コメディカル・学生　無料

◆循環器専門医資格更新に必要な研修単位の登録方法

≪学会研修≫
　研修単位：5単位
　取得方法： 参加登録後、117回WEB会場にて12月5日（土）・6日（日）のライブ配信でセッション

を視聴された方に、地方会参加単位を付与いたします。オンデマンド配信期間の視聴
は単位付与の対象となりませんのでご注意ください。

（ログイン記録をもって地方会参加単位が認定されます。後日、認定された専門医へ
は日本循環器学会にご登録のメールアドレスへ登録確認メールが配信されます。）

≪教育セッション≫
　研修単位：3単位
　取得方法： ライブ配信されます教育セッションを視聴いただいた方に、教育セッション単位を付

与いたします。 オンデマンド配信期間の視聴は単位付与の対象となりませんのでご注
意ください。

（視聴記録をもって、後日、認定された専門医へは日本循環器学会にご登録のメール
アドレスへ登録確認メールが配信されます。）

≪DVDセッション（医療安全・倫理に関する講演会）≫
地方会としての、DVDセッション（医療安全・倫理に関する講演会）の開催はございません。日
本循環器学会 会員ポータルサイトより視聴ならびに単位取得が可能です。
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演題抄録の掲載
全ての演題抄録は日本循環器学会ホームページに掲載します。日本循環器学会ホームページへの掲
載にあたって、抄録の著者による校正はいたしませんのであらかじめご了承ください。訂正等があ
る場合には、地方会終了後速やかに日本循環器学会事務局（本部事務局）までご連絡ください。

事務局
学会事務局　島根県立中央病院 循環器科
　　　　　　〒693-8555 島根県出雲市姫原4-1-1
　　　　　　TEL：0853-22-5111　FAX：0853-21-2975

運営事務局　日本コンベンションサービス株式会社
〒810-0002 福岡市中央区西中洲12-33 福岡大同生命ビル7階
TEL：092-712-6201（営業時間 平日 9：30～17：30）
FAX：117jcs-ch@convention.co.jp

座長・演者の皆様へ

◆Live配信の先生方
対象プログラム：会長企画、教育セッション、ダイバーシティ推進委員会企画、
　　　　　　　　研修医教育セミナー、若手研究者奨励賞（YIA）、共催セミナー

　当日はZoomを使用して配信を行います。
　各先生方の拠点から接続、ご講演をお願いいたします。
　接続方法、その他詳細については対象者の先生方へ別途ご案内いたします。

＜発表にあたっての注意事項＞
発表は、Zoom（ウェビナー）にご入室いただいてのプレゼンテーションでございます。
発表スライドはZoomの画面共有を利用しますので以下の点にご注意ください。
1）動画・音声・アニメーションのご使用は必要最小限としてください。

PCのスペック、ご発表場所の通信環境により、スムーズに再生されない場合があります。
※動画データは、mp4（ビットレート10Mbps以下）を推奨します。

2）発表者ツールのご利用はお控えください。
3）スライドは、16:9（推奨）または4:3で作成ください。
4） バックアップのために、ご発表資料を12月2日（水）までに事務局へご提出をお願いいたします。

詳細は別途ご案内いたします。
※事務局にてご用意するバックアップ用PCは、Windows ／ Power Point2019です。

＜COI＞
「臨床研究の利益相反（COI）に関する共通指針」に基づき、発表スライドの最初（または演題・発
表者などを紹介するスライドの次）に過去３年間のCOIを開示してください。
開示方法については下記リンク先のCOI開示具体例をご参照ください。
日本循環器学会ホームページ： http://www.j-circ.or.jp/coi/coi_index.htm



－5－

◆オンデマンド配信の先生方
対象プログラム：研修医奨励賞、一般演題（口演）、一般演題（ポスター）

データを事前にご提出いただき、オンデマンド配信を行います。データは学会期間中自由に閲覧い
ただけます。
データ登録詳細は対象者の先生方へ別途ご案内いたします。

その他
・ 質疑応答があるセッション（Live配信）では、ウェビナーのQ&A機能を使用して、質疑を行います。
　良識あるご発言をお願いいたします。
・配信画面の撮影、無断転載などは固くお断りいたします。
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若手研究者奨励賞（YIA）、研修医奨励賞について

若手研究者、研修医を対象に、エントリーいただきました演題の中から優れた演題を表彰いたします。
評価方法：以下の点につきそれぞれ総合的に評価を行います。

＜若手研究者奨励賞（YIA）審査基準＞
25点満点
各項目審査基準
最優秀： 5点、優秀： 4点、普通： 3点、やや不可： 2点、不可： 1点
・正しい医学用語の使用
・発表時間の厳守と態度
・考察
・質問に対する応答
・循環器臨床に対する貢献度

＜研修医奨励賞審査基準＞
20点満点
各項目審査基準
最優秀： 5点、優秀： 4点、普通： 3点、やや不可： 2点、不可： 1点
・正しい医学用語の使用
・発表時間の厳守
・考察
・循環器臨床に対する貢献度

評価、選考は以下の選考委員で行います。

若手研究者奨励賞（YIA）  審査員
伊藤　　浩 先生 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科学）
根石　陽二 先生 （川崎医科大学循環器内科学）
中野由紀子 先生 （広島大学大学院医系科学研究科循環器内科学）
矢野　雅文 先生 （山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学）
山本　一博 先生 （鳥取大学循環器・内分泌代謝内科）
太田　哲郎 先生 （松江市立病院循環器内科）

研修医奨励賞  審査員
笠原　真悟 先生 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科心臓血管外科）
小倉　一能 先生 （鳥取大学循環器科）
池田　安宏 先生 （山口県立総合医療センター）
城田　欣也 先生 （松江赤十字病院循環器内科）
栗栖　　智 先生 （広島大学循環器内科）
山本　裕美 先生 （倉敷中央病院循環器内科）
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座長一覧
会長企画
12月5日（土）  13：30～15：00

鳥取大学循環器・内分泌代謝内科学分野　　衣笠　良治
山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学講座　　小林　茂樹

若手研究者奨励賞（YIA）
Y-01～Y06　　12月5日（土）  8：40～9：40

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科学　　伊藤　　浩
山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学　　矢野　雅文

教育セッション1
12月5日（土）  15：20～16：20

島根県立中央病院医療局長・循環器科　　小田　　強

教育セッション2
12月5日（土）  16：40～17：40

島根県立中央病院心臓血管外科　　山内　正信

ダイバーシティ推進委員会企画
12月5日（土）  18：00～19：30

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科岡山県南東部（玉野）総合診療医学講座　　谷山真規子
川崎医科大学循環器内科学　　上村　史朗

禁煙セッション
12月6日（日）  16：30～17：20

川崎医科大学心臓血管外科学　　種本　和雄
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第117回日本循環器学会中国地方会  Live配信スケジュール

若手研究者奨励賞（YIA）
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座長：伊藤　　浩／矢野　雅文
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開会の辞

研修医教育セミナー
「これで君もフィジカルマスター」

演者：林田　晃寛
　　　山本　正治
　　　中岡　洋子

共催セミナー１
「虚血性心疾患におけるデバイス治療戦略」

座長：井上　義明
演者：合屋　雅彦

共催：日本メドトロニック株式会社

共催セミナー2
「明日から実践心不全のチーム医療－心不全治療のアップデート－」

座長：遠藤　昭博
演者：衣笠　良治

共催：大塚製薬株式会社

共催セミナー3
「動脈硬化合併心房細動患者の治療を考える」

座長：荻野　和秀
演者：福田　大受

共催：バイエル薬品株式会社

共催セミナー4
「変貌する糖尿病治療

JCS/JDS合同ステートメントと欧州最新GLを踏まえて」
座長：矢野　雅文　 演者：伊藤　　浩

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

共催セミナー5
「MR関連高血圧と臓器障害」

座長：太田　哲郎
演者：柴田　洋孝

共催：第一三共株式会社

禁煙セッション
「「アプリ処方」で始まる循環器の患者さんのための禁煙治療

～ デジタル療法 / 治療用アプリという新たな治療戦略のイロハ ～」
座長：種本　和雄　 演者：佐竹　晃太

共催：株式会社CureApp

会長企画
「多職種チームによる心不全診療の最前線」

座長：衣笠　良治／小林　茂樹
演者：立石　裕樹／櫻下　弘志
　　　中山奈都子／小幡　賢吾
　　　瀬藤　亮太／錦織　慶子

教育セッション1
「虚血性心疾患における抗血栓療法をめぐる

最新の話題」
座長：小田　　強
演者：中川　義久

教育セッション2
「胸部大動脈手術をシンプルにする」

座長：山内　正信
演者：鈴木　友彰

第1日目
2020年12月5日（土）

第2日目
2020年12月6日（日）

18：00
ダイバーシティ推進委員会企画
「「組織での働き方再考」NOW!」

座長：谷山真規子
　　　上村　史朗
演者：福江　宣子
　　　片山　祐介
　　　柴田　綾子

※研修医奨励賞、一般演題はオンデマンド配信で12月5日（土）～1月12日（火）の間、自由に閲覧いただけます。
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若手研究者奨励賞（YIA）
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開会の辞

研修医教育セミナー
「これで君もフィジカルマスター」

演者：林田　晃寛
　　　山本　正治
　　　中岡　洋子

共催セミナー１
「虚血性心疾患におけるデバイス治療戦略」

座長：井上　義明
演者：合屋　雅彦

共催：日本メドトロニック株式会社

共催セミナー2
「明日から実践心不全のチーム医療－心不全治療のアップデート－」

座長：遠藤　昭博
演者：衣笠　良治

共催：大塚製薬株式会社

共催セミナー3
「動脈硬化合併心房細動患者の治療を考える」

座長：荻野　和秀
演者：福田　大受

共催：バイエル薬品株式会社

共催セミナー4
「変貌する糖尿病治療

JCS/JDS合同ステートメントと欧州最新GLを踏まえて」
座長：矢野　雅文　 演者：伊藤　　浩

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

共催セミナー5
「MR関連高血圧と臓器障害」

座長：太田　哲郎
演者：柴田　洋孝

共催：第一三共株式会社

禁煙セッション
「「アプリ処方」で始まる循環器の患者さんのための禁煙治療

～ デジタル療法 / 治療用アプリという新たな治療戦略のイロハ ～」
座長：種本　和雄　 演者：佐竹　晃太

共催：株式会社CureApp

会長企画
「多職種チームによる心不全診療の最前線」

座長：衣笠　良治／小林　茂樹
演者：立石　裕樹／櫻下　弘志
　　　中山奈都子／小幡　賢吾
　　　瀬藤　亮太／錦織　慶子

教育セッション1
「虚血性心疾患における抗血栓療法をめぐる

最新の話題」
座長：小田　　強
演者：中川　義久

教育セッション2
「胸部大動脈手術をシンプルにする」

座長：山内　正信
演者：鈴木　友彰

第1日目
2020年12月5日（土）

第2日目
2020年12月6日（日）

18：00
ダイバーシティ推進委員会企画
「「組織での働き方再考」NOW!」

座長：谷山真規子
　　　上村　史朗
演者：福江　宣子
　　　片山　祐介
　　　柴田　綾子

※研修医奨励賞、一般演題はオンデマンド配信で12月5日（土）～1月12日（火）の間、自由に閲覧いただけます。

会長企画

12月5日（土）  13：30～15：00

　「多職種チームによる心不全診療の最前線」
座長：鳥取大学循環器・内分泌代謝内科学分野　　　　　衣笠　良治

山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学講座　小林　茂樹

　　1．心臓リハビリテーションの目指すもの
山口大学医学部附属病院第二内科　立石　裕樹

　　2．心不全診療に関わる薬剤師に求められるコンピテンシーについて
広島大学病院薬剤部　櫻下　弘志

　　3．その減塩、必要ですか？
鳥取大学医学部附属病院栄養部　中山奈都子

　　4． 急性期病院における外来心臓リハビリテーションの再考 
～ COVID-19蔓延下を踏まえて～

岡山赤十字病院リハビリテーション科　小幡　賢吾

　　5．心不全患者の事例性を重視した支援
松江赤十字病院医療社会事業課　瀬藤　亮太

　　6．当院の心不全チーム誕生までの軌跡
島根県立中央病院看護局　錦織　慶子



－10－

ダイバーシティ推進委員会企画

12月5日（土）  18：00～19：30

　「「組織での働き方再考」NOW!」
座長：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　　　　　　　　　　　　 

岡山県南東部（玉野）総合診療医学講座  　　　　　谷山真規子
川崎医科大学循環器内科学　　　　　　　　　　　上村　史朗

ディスカッサント：広島大学大学院医系科学研究科心臓血管生理医学　石田　万里
鳥取大学医学部循環器・内分泌代謝内科　　　　矢田貝菜津子
島根大学医学部附属病院循環器内科　　　　　　　坂本　考弘

　　1． 第115回中国地方会参加者の勤務生活実態及び意向等に関する 
調査結果の報告

徳山医師会病院循環器内科　福江　宣子

　　2．岩国医療センターにおける働き方改革とその問題点
岩国医療センター循環器内科　片山　祐介

　　3．明日からできる！働き方改革10の方法
淀川キリスト教病院産婦人科　柴田　綾子
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教育セッション

1．12月5日（土）  15：20～16：20
座長：島根県立中央病院医療局長・循環器科　小田　　強

　　「虚血性心疾患における抗血栓療法をめぐる最新の話題」
滋賀医科大学内科学講座循環器内科　中川　義久

2．12月5日（土）  16：40～17：40
座長：島根県立中央病院心臓血管外科　山内　正信

　　「胸部大動脈手術をシンプルにする」
滋賀医科大学心臓血管外科　鈴木　友彰
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研修医教育セミナー

12月5日（土）  10：00～11：30

　「これで君もフィジカルマスター」
特別講演・症例呈示：心臓病センター榊原病院循環器内科　林田　晃寛

山本内科循環器科　　　　　　　　　山本　正治
近森病院　　　　　　　　　　　　　中岡　洋子

 Physical Examinationのプロフェッショナルと一緒に“双方向”でディスカッションを進めていきま
しょう！

※対象者：初期研修医（初期研修医以外の先生も参加可能です）
※参加費：無料（先着300名）
※�スマートフォンで選択肢への回答や質問が可能な“百人会議”システムを使用した双方向性ディスカッ
ションを予定しています。
※ヘッドホンのご準備をお願いします。
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禁煙セッション

12月6日（日）  16：30～17：20
座長：川崎医科大学心臓血管外科学　種本　和雄

　「 「アプリ処方」で始まる循環器の患者さんのための禁煙治療 
～ デジタル療法/治療用アプリという新たな治療戦略のイロハ ～」

日本赤十字社医療センター呼吸器内科/株式会社CureApp　代表取締役　佐竹　晃太
共催：株式会社CureApp
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共催セミナー

1．12月5日（土）  12：00～12：50
座長：松江赤十字病院第二循環器内科部　井上　義明 

　　「虚血性心疾患におけるデバイス治療戦略」
東京医科歯科大学医学部附属病院循環器内科　合屋　雅彦

共催：日本メドトロニック株式会社

2．12月6日（日）  10：30～11：20
座長：島根大学医学部附属病院循環器内科　遠藤　昭博

　　「明日から実践心不全のチーム医療－心不全治療のアップデート－」
鳥取大学循環器・内分泌代謝内科学分野　衣笠　良治

共催：大塚製薬株式会社

3．12月6日（日）  12：10～13：00
座長：鳥取赤十字病院　荻野　和秀

　　「 動脈硬化合併心房細動患者の治療を考える」
徳島大学大学院医歯薬学研究部心臓血管病態医学分野　福田　大受

共催：バイエル薬品株式会社

4．12月6日（日）  13：30～14：20
座長：山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学　矢野　雅文

　　「 変貌する糖尿病治療 
JCS/JDS合同ステートメントと欧州最新GLを踏まえて」

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科学　伊藤　　浩
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

5．12月6日（日）  15：00～15：50
座長：松江市立病院循環器内科　太田　哲郎

　　「MR関連高血圧と臓器障害」
大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座　柴田　洋孝

共催：第一三共株式会社
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若手研究者奨励賞

8：40～9：40　　若手研究者奨励賞（YIA） 座長：伊藤　　浩／矢野　雅文

Y-01	 脂質低下療法が中等度狭窄を有する冠動脈の定量的血流比（QFR）に及ぼす影響
山口大学医学部附属病院器官病態内科学第二内科

竹中　　仁、岡村　誉之、宮崎　要介、赤瀬　英亮、藤村　達大、立石　裕樹、 
望月　　守、中村　吉秀、河野　通暁、末冨　　建、内海　仁志、小田　哲郎、 
矢野　雅文

Y-02	 島根県出雲市における過去10年間の非ST上昇急性冠症候群の発生率についての検討―2施設後
方視的研究―

1島根大学医学部附属病院循環器内科、2島根県立中央病院循環器科
安田　　優1、石口　博智2、森田　祐介1、川原　　洋1、香川　雄三1、佐藤　寛大1、
遠藤　昭博1、石倉　正大2、吉田　雅昭2、井本　宏治2、園山　一彦2、河端　哲也2、
小田　　強2、田邊　一明1

Y-03	 長時間作用型Ca拮抗薬はNO合成を介した活動電位短縮により心筋低酸素再酸素化（H/R）障害
を軽減する

1鳥取大学麻酔集中治療医学、2鳥取大学病態情報内科学、 
3鳥取大学機能再生医科学再生医療学

湊　　弘之1、高見亜衣子2、赤坂　俊彦2、友森　匠也2、岡村　昌宏2、渡部　友視2、
加藤　　克2、小倉　一能2、三明淳一朗2、白吉　安昭3、山本　一博2、久留　一郎3

Y-04	 心房細動が長期間持続することによる右心系および三尖弁の構造的変化
1広島大学病院循環器内科、2広島大学大学院医歯薬保健学研究院循環器内科学

泉　可奈子1、宇都宮裕人1、日高　貴之1、板倉　希帆1、植田　裕介1、高張　康介1、
竹本　　創1、中野由紀子2

Y-05	 経カテーテル的大動脈弁置換術後の患者-人工弁ミスマッチが心臓交感神経活性に及ぼす中期的
な影響

1広島大学大学院医系科学研究科循環器内科学、 
2広島大学大学院医系科学研究科心臓血管外科学

新田　和宏1、福田　幸弘1、武田　充史1、東原　　佑1、森田　裕一1、渡邊　紀晶1、
池永　寛樹1、宇都宮裕人1、石橋　　堅1、栗栖　　智1、高橋　信也2、中野由紀子1

Y-06	 Shear	wave	dispersion	slope解析を用いた実験的心筋炎の重症度評価
1岡山大学病院循環器内科、2川崎医療福祉大学臨床検査学科

網岡　尚史1、高谷　陽一1、中村　一文1、近藤　　恵1、赤澤　　薫1、大野　佑子2、
市川　啓之1、中山　理絵1、斎藤　幸弘1、赤木　　達1、吉田　賢司1、三好　　亨1、
森田　　宏1、伊藤　　浩1
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研修医奨励賞

研修医奨励賞1

R-01	 早期再分極症候群による心室細動の蘇生後に完全皮下植込み型除細動器の植込みを行った2例
県立広島病院脳心臓血管センター循環器内科

大江　啓之、松井　翔吾、箱田　祥光、最上　淳夫、土谷　朱子、廣延　直也、 
政田　賢治、小田　　望、卜部　洋司、光波　直也、三浦　史晴、上田　浩德

R-02	 発作性心房細動へのカテーテルアブレーション後3か月経過し、遅延性心タンポナーデをきた
した1例

島根県立中央病院循環器科
重栖　慎典、石口　博智、河端　哲也、園山　一彦、井本　宏治、吉田　雅昭、 
小田　　強、石倉　正大

R-03	 永続性心房細動に起因する心房性弁膜症に対して外科的介入を行った一例
1広島大学病院卒後臨床研修センター、2広島大学病院循環器内科、 
3広島大学病院心臓血管外科、4庄原赤十字病院循環器内科

森田　雅史1、竹本　　創2、中野　貴之2、高張　康介2、植田　裕介2、泉　可奈子2、
板倉　希帆2、宇都宮裕人2、日高　貴之2、中野由紀子2、原田　　侑4、高橋　信也3

R-04	 左心耳血栓合併大動脈弁狭窄症に対し胸腔鏡下左心耳切除術と経カテーテル的大動脈弁留置術
を施行した一例

1広島大学病院卒後臨床研修センター、2広島大学病院循環器内科、
3広島大学病院心臓血管外科

野原　佑珠1、東原　　佑2、武田　充史2、森田　裕一2、新田　和宏2、渡邊　紀晶2、
池永　寛樹2、宇都宮裕人2、石橋　　堅2、福田　幸弘2、栗栖　　智2、高橋　信也3、
中野由紀子2

R-05	 急性心筋炎により一過性に完全房室ブロックを発症した2症例
岡山市立市民病院循環器内科

大岩　朋香、小野　　環、植木　悠太、黒田　和宏、辻　　真弘、斎藤　映介、 
河村　浩平、時岡　浩二、大江　　透、河合　勇介

R-06	 術前多発性梗塞を伴ったIEに対する開心術後、術後脳梗塞との鑑別を要したセフェピム脳症の
一例

津山中央病院卒前卒後臨床研修センター
武田　直人

研修医奨励賞2

R-07	 乳癌治療中に著明な脂質異常症を呈し比較的若年で心筋梗塞を発症した一例
1岡山大学病院卒後臨床研修センター、2岡山大学病院循環器内科、
3岡山大学病院乳腺・内分泌外科

中原　清香1、松尾　直昭2、網岡　尚史2、卜部　　力2、戸田　洋伸2、吉田　雅言2、
三好　　亨2、中村　一文2、森田　　宏2、土井原博義3、伊藤　　浩2
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R-08	 不整脈で発症したサルコイドーシス、心サルコイドーシス症例に対するプレドニゾロンの効果
1広島市立安佐市民病院臨床研修医、2広島市立安佐市民病院循環器内科

益田　耕行1、小田　　登2、高橋　和希2、石橋　直樹2、塩田　日子2、小畠　啓史2、
大澤　文乃2、山根　　彩2、永井　道明2、香川　英介2、國田　英司2、加藤　雅也2、
土手　慶五2

R-09	 免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象（immune-related	adverse	event:irAE）
心筋炎の一例

独立行政法人岩国医療センター循環器内科
松尾　啓太、中島　充貴、高山　　伸、小寺　順久、赤井　弘明、小出　祐嗣、
大塚　寛昭、和田　匡史、川本　健治、田中屋真智子、片山　祐介

R-10	 生前診断に苦慮した原発性悪性心膜中皮腫の一例
1JR広島病院教育研修部、2JR広島病院循環器内科、3JR広島病院臨床検査科

大可　直哉1、大下　千景2、折田　裕一2、中山　宏文3、寺川　宏樹2

R-11	 肺高血圧症を契機に診断に至った高安動脈炎の一例
1岡山大学病院卒後臨床研修センター、2岡山大学病院循環器内科、 
3岡山大学病院リウマチ・膠原病内科、4岡山大学病院腎臓内科

佐々並三紗1、内藤　貴教2、難波　悠介2、網岡　尚史2、増田　拓郎2、江尻健太郎2、
赤木　　達2、中村　一文2、森田　　宏2、志田原健太3、内田　治仁4、伊藤　　浩2

R-12	 多発性骨髄腫に対する治療中に肺血栓塞栓症を発症した一例
1島根県立中央病院臨床研修医、2島根県立中央病院循環器科

藤田　佳委1、井本　宏治2、小田　　強2、河端　哲也2、園山　一彦2、吉田　雅昭2、
石口　博智2、石倉　正大2

研修医奨励賞3

R-13	 ECPR/PCI後にLVAD施設への連携により救命しえたLMT閉塞による超若年CPA症例
1岩国医療センター、2岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

六車　　将1、片山　祐介1、田中屋真智子1、川本　健治1、和田　匡史1、 
大塚　寛昭1、小出　祐嗣1、中島　充貴1、赤井　弘明1、小寺　順久1、河口　達登1、
齊藤　宇亮1、高山　　伸1、赤木　　達2、伊藤　　浩2

R-14	 標準的薬物治療にて左室壁運動が著明に改善したものの内服中止にて再度悪化したHFrEFの	
1例

1JR広島病院教育研修部、2JR広島病院循環器内科
美野　真乃1、大下　千景2、折田　裕一2、寺川　宏樹2

R-15	 直接経口抗凝固薬が無効であったTrousseau症候群の一例
1JA広島総合病院循環器内科、2JA広島総合病院臨床研究検査科、
3JA広島総合病院心臓血管内治療科

松島　大地1、藤原　敬士1、吉富　勇輝1、赤澤　良太1、渡邉　義和1、荘川　知己1、
前田　幸治1、辻山　修司3、藤井　　隆2
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R-16	 多発性骨髄腫に対する化学療法終了2年後にうっ血性心不全をきたしたがん治療関連心機能障
害の1例

1国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター臨床研修部、 
2国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター循環器内科

加藤　尚宏1、坂井　拓海2、住元　庸二2、柏原　彩乃2、下永　貴司2、木下　晴之2、
市川　織絵2、岡　　俊治2、杉野　　浩2

R-17	 敗血症性ショックと多臓器不全を合併し治療方針の選択に難渋した感染性心内膜炎の一例
1独立行政法人国立病院機構岩国医療センター初期研修医、 
2独立行政法人国立病院機構岩国医療センター循環器内科

大深　雄輔1、小寺　順久2、高山　　伸2、河口　達登2、赤井　弘明2、中島　充貴2、
小出　祐嗣2、大塚　寛昭2、和田　匡史2、川本　健治2、田中屋真智子2、 
片山　祐介2

R-18	 細菌性心膜炎による左心耳周囲膿瘍に対して外科的ドレナージを要した症例
岡山市立市民病院循環器内科

宮木　亮輔、小野　　環、植木　悠太、黒田　和宏、斎藤　映介、辻　　真弘、 
河村　浩平、時岡　浩二、大江　　透、河合　勇介
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一般演題

虚血性心疾患1

O-01	 第二世代DES留置患者における長期出血リスクのARC-HBRとJapan-HBRの比較
倉敷中央病院循環器内科

髙橋孝太朗、三浦　勝也、島　　裕樹、岡部　浩哉、田口　裕哉、生田　旭宏、 
村井　亮介、大家　理伸、島田　健晋、久保　俊介、吉野　　充、川瀬　裕一、 
田坂　浩嗣、多田　　毅、田中　裕之、丸尾　　健、福　　康志、山本　裕美、 
加藤　晴美、門田　一繁

O-02	 第2世代薬物溶出性ステント留置患者における消化管出血・頭蓋内出血のリスク因子、HBRの
関連に対する検討

倉敷中央病院循環器内科
田口　裕哉、三浦　勝也、島　　裕樹、岡部　浩哉、生田　旭宏、髙橋孝太朗、 
小坂田皓平、高松　　誠、大家　理伸、島田　健晋、久保　俊介、多田　　毅、 
田中　裕之、福　　康志、門田　一繁

O-03	 ARC-HBRにおけるBMIについての検討
倉敷中央病院循環器内科

生田　旭宏、田口　裕哉、高松　　誠、小坂田皓平、髙橋孝太朗、大家　理伸、 
島田　健晋、三浦　勝也、久保　俊介、多田　　毅、田中　裕之、福　　康志、 
門田　一繁

O-04	 冠動脈分岐部病変でのステント留置後の側枝閉塞に対する3D-OCTを用いた予測因子の検討
山口大学大学院医学研究科器官病態内科学

赤瀬　英亮、岡村　誉之、竹中　　仁、宮崎　要介、藤村　達大、立石　裕樹、 
望月　　守、末冨　　建、内海　仁志、小田　哲郎、矢野　雅文

O-05	 冠動脈分岐部病変に対するOCTガイドPCIでの低分子デキストランの造影剤量低減効果
山口大学医学部附属病院器官病態内科学第二内科

竹中　　仁、岡村　誉之、赤瀬　英亮、宮崎　要介、藤村　達大、立石　裕樹、 
望月　　守、中村　吉秀、河野　通暁、末冨　　建、内海　仁志、小田　哲郎、 
矢野　雅文

虚血性心疾患2

O-06	 有意狭窄を伴わないplaque	ruptureにて急性心筋梗塞を発症した1例
1岩美病院内科、2鳥取県立中央病院心臓内科

吉田　　諒1、那須　博司2、影嶋　健二2、菅　　敏光2、吉田　泰之2

O-07	 冠動脈造影検査にて心筋梗塞を来したヘパリン起因性血小板減少症（HIT）の一例
福山市民病院循環器内科

平原　知晃、内藤洋一郎、川畑　徳馬、吉田　　優、多屋　　慧、岩野　貴之、 
加藤　雄一、高橋　　生、荒井　靖典、藤田　慎平、杉山　弘恭、久保　元基、 
吉川　昌樹
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O-08	 右冠動脈起始異常症に合併した心室細動を呈した急性冠症候群の1例
山口労災病院

森重　拓士、関　耕三郎、瀧田　　覚、河野　通暁

O-09	 Orbital	atherectomy	system（OAS）が冠動脈組織を巻き込んだと思われる一例
鳥取大学医学部循環器内科

平野　文康、渡部　友視、佐々木直子、赤坂　俊彦、山本　一博

O-10	 冠動脈穿孔のカバードステント留置にST-01が有効であった一例
1国民健康保険智頭病院、2鳥取県立中央病院心臓内科

井上　直也1,2、那須　博司2、影嶋　健二2、菅　　敏光2、吉田　泰之2

虚血性心疾患3

O-11	 意識消失を伴った甲状腺機能亢進症合併冠攣縮性狭心症の1例	
川崎医科大学付属総合医療センター総合内科学3

宇野　　萌、周藤　泰章、小島　　淳

O-12	 回旋枝の狭窄病変による急性虚血性僧帽弁閉鎖不全症の一例
松江赤十字病院循環器内科

古原　　聡、春木　伸彦、辻本　大起、岩崎洋一郎、清水　孝史、石井　裕繁、 
井上　義明、城田　欣也

O-13	 遠位橈骨動脈アプローチにおけるspasmについての検討
倉敷中央病院循環器内科

生田　旭宏、高松　　誠、田口　裕哉、小坂田皓平、三浦　勝也、大家　理伸、 
島田　健晋、久保　俊介、多田　　毅、田中　裕之、福　　康志、門田　一繁

O-14	 冠攣縮性狭心症の慢性期に施行した心筋シンチグラフィにおける血流・代謝ミスマッチの臨床
的意義

JR広島病院循環器内科
寺川　宏樹、大下　千景、折田　裕一

O-15	 石灰化プラークの破綻をOCT・NIRS-IVUSで観察し得た一例
川崎医科大学循環器内科学

厚東　識志、笹平　彬貴、久米　輝善、岡本　公志、円山　綾乃、玉田　智子、 
古山　輝將、今井孝一郎、山田亮太郎、根石　陽二、上村　史朗

不整脈1

O-16	 Short-coupled	Torsades	de	pointes様多型性心室頻拍に対しカテーテル治療が有効であった末
期腎不全の一例

1岡山大学病院循環器内科、 
2岡山大学大学院医歯薬学総合研究科先端循環器治療学講座

藤本　竜平1、中川　晃志1、水野　智文1、増田　拓郎1、浅田早央莉1、宮本　真和1、
川田　哲史1、西井　伸洋1,2、森田　　宏1,2、伊藤　　浩1
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O-17	 心室中隔欠損症術後の心房粗動に対して、Coherent	MAPを用いたアブレーション治療が奏功
した1例

倉敷中央病院循環器内科
石村　亮治、茶谷　龍己、坂田　　篤、新垣　　康、吉野　　充、田坂　浩嗣、 
門田　一繁

O-18	 Cryo	Balloonによる肺静脈隔離後に再発した心房細動に対しCARTOFINDER及びCOHERENT	
mapが有効であった一例

（公財）倉敷中央病院循環器内科
吉野　　充、茶谷　龍己、坂田　　篤、新垣　　康、田坂　浩嗣、門田　一繁

O-19	 大動脈生体弁置換術後の弁下部起源心室期外収縮に対しCARTO	sound使用下に安全に通電し
えた一例

倉敷中央病院循環器内科
太田　千智

O-20	 COHERENT	Mappingで描出した頻拍Mappingがアブレーションに有用であった非通常型心
房粗動の一例

1山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学、 
2山口大学大学院医学系研究科病態検査学講座

加藤　孝佳1、吉賀　康裕1、福田　昌和1、藤井　翔平1、久岡　雅弘1、小室　拓也2、
矢野　雅文1

O-21	 カテーテルアブレーションにより抑制できた心室頻拍ストームの1例
松江赤十字病院循環器内科

井上　義明、城田　欣也、石井　裕繁、春木　伸彦、清水　孝史、岩崎洋一郎、 
辻本　大起、古原　　聡

不整脈2

O-22	 三尖弁機械弁術後患者の冠静脈洞内リード閾値上昇に対してAttain	Stability	Quadリード追加
した1例

倉敷中央病院循環器内科
坂田　　篤、茶谷　龍己、吉野　　充、田坂　浩嗣、門田　一繁

O-23	 当院におけるWATCHMANデバイスを使用した経皮的左心耳閉鎖術の患者背景と手技要約
倉敷中央病院循環器内科

茶谷　龍己、久保　俊介、宮嶋　啓伍、小野　幸代、大家　理伸、田坂　浩嗣、 
丸尾　　健、門田　一繁

O-24	 除細動閾値改善に皮下植込型リードシステム導入が有効であった一例
1鳥取大学医学部附属病院循環器内科、2鳥取大学医学部分子薬理学講座、 
3鳥取大学医学部病態検査学講座

原田　貴史1、三明淳一郎2、小倉　一能1、加藤　　克1、飯塚　和彦1、岡村　昌宏1、
友森　匠也1、高見亜衣子1、加藤　雅彦3、山本　一博1

O-25	 慢性腎臓病患者におけるコハク酸シベンゾリン投与の恐ろしさを再認識させられた1例
安佐市民病院循環器内科

高橋　和希、國田　英司、土手　慶五、加藤　雅也、小田　　登、香川　英介、 
永井　道明、山根　　彩、小畠　啓史、大澤　文乃、塩田　日子、石橋　直樹
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O-26	 動悸および失神を契機に診断に至ったトランスサイレチン型心アミロイドーシスの一例
山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学

橋本慎太郎、吉賀　康裕、宮崎　要介、福田　昌和、加藤　孝佳、藤井　翔平、 
久岡　雅弘、小林　茂樹、矢野　雅文

O-27	 右房側壁の瘢痕領域を旋回するマクロリエントリー性心房頻拍を呈した陳旧性下壁心筋梗塞の
一例

島根県立中央病院循環器科
吉田　雅昭、石倉　正大、石口　博智、井本　宏冶、園山　一彦、河端　哲也、 
小田　　強

心不全1

O-28	 心不全発症を契機に発覚したSubclinical-Cushing症候群の1例
岡山市立市民病院循環器内科

黒田　和宏、大江　　透、河合　勇介、時岡　浩二、小野　　環、河村　浩平、
辻　　真弘

O-29	 虚血性心疾患と非虚血性心疾患におけるHFrEFとHFpEFの予後の比較検討．
倉敷中央病院循環器内科

吉田　賢大、松下　俊輔、川瀬　裕一、田口　裕哉、生田　旭宏、高松　　誠、
小坂田皓平、三浦　勝也、大家　理伸、島田　健晋、久保　俊介、吉野　　充、
田坂　浩嗣、多田　　毅、田中　裕之、丸尾　　健、福　　康志、山本　裕美、
加藤　晴美、後藤　　剛、門田　一繁

O-30	 急性心不全入院患者の退院時心拍数と予後
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院

松下　俊輔、吉田　賢大、川瀬　裕一、多田　　毅、田口　裕哉、生田　旭宏、
高松　　誠、小坂田皓平、三浦　勝也、大家　理伸、島田　健晋、久保　俊介、
吉野　　充、田坂　浩嗣、田中　裕之、丸尾　　健、福　　康志、山本　裕美、
加藤　晴美、門田　一繁

O-31	 当院におけるイバブラジンの投与症例
庄原赤十字病院循環器内科

小武　瑶道、三上　慎祐、木下　未来、原田　　侑、島尻　寛人

心不全2

O-32	 高齢慢性心不全患者への心臓リハビリテーション介入により山間地域の自宅へ退院が可能と
なった一症例

1地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院リハビリテーションセンター、
2地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院循環器内科、3きむらクリニック

山縣　　匠1、福江　宣子2、木村　征靖3

O-33	 His束ペーシングの一例
1美祢市立病院内科（循環器系）、
2山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学循環器内科

李　　博文1、谷川　武人1、山村　泰世1、福田　昌三2、大野　　誠2、吉賀　康裕2、
矢野　雅文2



－23－

O-34	 高齢心不全患者に経口補助食品（ONS）にイノラス・粉飴を用いた栄養介入の検討
1地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院看護部、
2地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院栄養科、
3地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院循環器内科、
4高木内科クリニック、5佐藤医院

難波　早苗1、安冨あずさ2、福江　宜子3、高木　　昭4、佐藤　信一5

O-35	 慢性心不全患者の後期高齢者の質問票に対する検討
庄原赤十字病院循環器内科

三上　慎祐、島尻　寛人、小武　瑶道、原田　　侑、木下　未来

心内膜炎、心膜、腫瘍

O-36	 Fontan術後感染性心内膜炎による塞栓子に対してFogartyカテーテルによる摘除術を施行した
一例

倉敷中央病院循環器内科
岡　　里紀、大家　理伸、小坂田皓平、小野　幸代、多田　　毅、福　　康志、
門田　一繁

O-37	 左房粘液腫にたこつぼ型心筋症を合併し、非代償化心不全をきたした高齢女性の一例
広島市立安佐市民病院

石橋　直樹、永井　道明、土手　慶五、加藤　雅也、小田　　登、國田　英司、
香川　英介、山根　　彩、塩田　日子、大澤　文乃、小畠　啓史、髙橋　和希

O-38	 体外循環で蘇生し，心嚢水貯留を繰り返した高安動脈炎の一例
広島市立安佐市民病院循環器内科

塩田　日子、香川　英介、加藤　雅也、小田　　登、國田　英司、永井　道明、
山根　　彩、大澤　文乃、小畠　啓史、髙橋　和希、石橋　直樹、土手　慶五

O-39	 心臓MRIと心嚢水細胞診で診断に至った心臓原発悪性リンパ腫の一例
倉敷中央病院循環器内科

谷延　成美、岡部　浩哉、小野　幸代、田口　裕哉、丸尾　　健、門田　一繁

心膜炎、心筋症

O-40	 脳梗塞後にStress	cardiomyopathyを発症し心停止に至った一例
広島市立安佐市民病院循環器内科

大澤　文乃、髙橋　和希、石橋　直樹、小畠　啓史、塩田　日子、山根　　彩、
永井　道明、香川　英介、國田　英司、小田　　登、加藤　雅也、土手　慶五

O-41	 セロトニン症候群に続発した一過性の左室機能障害に対してImpellaと経皮的心肺補助装置を
用いた一例

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院
松下　俊輔、小坂田皓平、多田　　毅、生田　旭宏、田口　裕哉、高松　　誠、
大家　理伸、村井　亮介、三浦　勝也、久保　俊介、島田　健晋、川瀬　裕一、
吉野　　充、田坂　浩嗣、田中　裕之、丸尾　　健、福　　康志、山本　裕美、
加藤　晴美、門田　一繁
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O-42	 IMPELLAとVA-ECMO併用し機械的循環補助を行った劇症型心筋炎の4症例
（公財）倉敷中央病院循環器内科

多田　　毅、村井　亮介、小坂田皓平、川瀬　裕一、宮嶋　啓伍、松下　俊輔、
門田　一繁

O-43	 競技スポーツ中に異なる契機で心室細動をきたした若年男性の社会復帰例
1岡山大学病院循環器内科、2岡山大学大学院医歯薬学総合研究科疫学・衛生学分野、
3岡山大学大学院医歯薬学総合研究科先端循環器治療学講座

藤本　竜平1,2、森田　　宏1,3、駿河　宗城1、水野　智文1、横濱　ふみ1、
角南　春樹1、宮本　真和1、中川　晃志1、西井　伸洋1,3、中村　一文1、伊藤　　浩1

O-44	 中性脂肪蓄積心筋血管症と考えられた2症例
下関医療センター

中邑　友美、久松　裕二、原田　耕志、長澤　仁明

弁膜症

O-45	 Dynamic	MRから進行した高度MRに対してMitraClipを施行し良好な心不全コントロールを
得た一例

倉敷中央病院循環器内科
吉田　賢大、久保　俊介、宮嶋　啓伍、小野　幸代、岡部　浩哉、三浦　勝也、
丸尾　　健、門田　一繁

O-46	 当院における経皮的僧帽弁形成術の現状	
倉敷中央病院循環器内科

宮嶋　啓伍、久保　俊介、小野　幸代、岡部　浩哉、三浦　勝也、丸尾　　健、
門田　一繁

O-47	 経カテーテル左心耳閉鎖術および経皮的僧帽弁クリップ術を同時施行した1例
倉敷中央病院循環器内科

柳原　　奏、久保　俊介、高松　　誠、虫明　和徳、宮嶋　啓伍、岡部　浩哉、
大家　理伸、三浦　勝也、丸尾　　健、田中　裕之、門田　一繁

肺、血管

O-48	 Bentall術後大動脈弁輪周囲膿瘍に対して弁輪形成を伴うredo-Bentall
岡山大学病院

木佐森永理、廣田　真規、末澤　孝徳、小谷　恭弘、黒子　洋介、川畑　拓也、
藤井　泰宏、笠原　真悟

O-49	 真性多血症患者がミノサイクリン点滴静注後に肺血栓塞栓症と脾梗塞を発症した一例
広島赤十字・原爆病院

竹内　　誠、岡田　武規、池上　雄紀、中本祐美子、出井　尚美、大橋　紀彦

O-50	 Combiled	pulmonary	fibrosis	and	emphysemaに合併する肺高血圧症に対してシルデナフィル
投与を行った一例

1島根大学医学部附属病院循環器内科、2島根大学医学部附属病院検査部
大嶋　丈史1、田邊　淳也1、古志野海人1、坂本　考弘1、安田　　優1、森田　祐介1、
岡崎　浩一1、川原　　洋1、山口　一人1、香川　雄三1、佐藤　寛大1、大内　　武1、
渡邊　伸英1、遠藤　昭博1、吉冨　裕之2、田邊　一明1
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O-51	 肺動静脈瘻の経過観察中に脳梗塞を来した若年女性の1例
JA尾道総合病院

前田　潤二、網岡　道孝、松村　誠也、木下　弘喜、西樂　顕典、森島　信行

先天性、全般的問題

O-52	 成人期に診断された右室二腔症の一例
岡山大学循環器内科

難波　悠介、杜　　徳尚、内藤　貴教、西本　隆史、増田　拓郎、江尻健太郎、
川田　哲史、中川　晃志、赤木　　達、伊藤　　浩

O-53	 一過性左室壁運動低下を合併した左室二腔症の1例
労働者健康安全機構中国労災病院循環器内科

濱本晃太郎、本藤　達也、橋本　東樹、佐田　良治、松田　圭司

O-54	 冠動脈バイパス術後にTangier病が疑われた一症例
1岡山赤十字病院循環器内科、2岡山赤十字病院総合内科

和多　　一1、田中　正道1、渡辺　恭子2、越智　正彦1、大道　俊介1、川北　祝史1、
大澤　和宏1、湯本　晃久1、齋藤　博則1、福家聡一郎1

O-55	 適切な抗凝固療法下で非左心耳左房内血栓形成を繰り返した非弁膜症性持続性心房細動の一例
松江赤十字病院循環器内科

城田　欣也、井上　義明、石井　裕繁、春木　伸彦、清水　孝史、岩崎洋一郎、
辻本　大起、古原　　聡



－26－

一般演題（ポスター）

心不全

P-01	 HFrEF患者に対して右心カテーテル検査でpassive	leg	liftingを施行した一例
庄原赤十字病院循環器内科

島尻　寛人、小武　瑶道、原田　　侑、木下　未来、三上　慎祐

P-02	 肺高血圧症を合併した遺伝性出血性毛細血管拡張症の2例
独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター

坂井　拓海、住元　庸二、柏原　彩乃、下永　貴司、木下　晴之、市川　織絵、
岡　　俊治、杉野　　浩

P-03	 当院に入院となった心不全患者における退院後予後の経年的な変遷
（公財）倉敷中央病院循環器内科

川瀬　裕一、松下　俊輔、吉田　賢大、多田　　毅、山本　裕美、門田　一繁

P-04	 左室拡張能評価における肺エコーの有用性
島根大学医学部附属病院

坂本　考弘、田邊　淳也、古志野海人、安田　　優、森田　祐介、岡崎　浩一、
川原　　洋、大嶋　丈史、香川　雄三、佐藤　寛大、大内　　武、渡邊　伸英、
山口　一人、遠藤　昭博、吉冨　裕之、田邊　一明

P-05	 ダントロレンは心筋梗塞後の左室リモデリングと心室頻拍を抑制する
1山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学、
2山口大学大学院保健学科病態検査学講座

藤井　翔平1、小林　茂樹1、田中　慎二1、河野　通暁1、末冨　　建1、内海　仁志1、
小田　哲郎1、山本　　健2、矢野　雅文1

P-06	 心臓超音波検査で左室心筋緻密化障害が疑われた心不全の1例
国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター

住元　庸二、坂井　拓海、柏原　彩乃、下永　貴司、木下　晴之、市川　織絵、
岡　　俊治、杉野　　浩

虚血性心疾患

P-07	 The	Academic	Research	Consortium	for	High	Bleeding	Riskにおける出血長期予後と診断能
の検討

倉敷中央病院
岡部　浩哉、三浦　勝也、島　　裕樹、生田　旭宏、田口　裕哉、髙橋孝太朗、
宮嶋　啓伍、高松　　誠、小坂田皓平、大家　理伸、島田　健晋、久保　俊介、
多田　　毅、田中　裕之、福　　康志、門田　一繁

P-08	 急性冠症候群における新しい心原性ショックの分類を用いた経時的評価の有用性
倉敷中央病院循環器内科

小坂田皓平、松下　俊輔、宮嶋　啓伍、久保　俊介、川瀬　裕一、多田　　毅、
田中　裕之、福　　康志、門田　一繁
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P-09	 当院の急性心筋梗塞後の低左心機能患者におけるリモデリングについての検討
倉敷中央病院

小野　幸代、島田　健晋、島　　裕樹、岡部　浩哉、小坂田皓平、宮嶋　啓伍、
田口　裕哉、生田　旭宏、高松　　誠、三浦　勝也、大家　理伸、久保　俊介、
多田　　毅、田中　裕之、丸尾　　健、福　　康志、山本　裕美、加藤　晴美、
門田　一繁

P-10	 ストレイン解析でのpost	systolic	shorteningの確認が早期治療に有用と再認識した急性冠症候
群の一例

1山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学、
2山口大学大学院医学系研究科病態検査学、3山口大学医学部付属病院検査部

縄田　純也1、有吉　　亨2、石川　真帆1、藤村　達大1、内海　仁志1、和田　靖明1,3、
田中　伸明2、矢野　雅文1

不整脈、弁膜症

P-11	 脂肪性心房中隔肥厚を有する発作性心房細動症例に対するカテーテルアブレーションの経験
島根県立中央病院循環器内科

石倉　正大、石口　博智、吉田　雅昭、井本　宏治、園山　一彦、河端　哲也、
小田　　強

P-12	 上大静脈分枝へのリード穿孔をきたしたペースメーカー植込術の一例
呉医療センター・中国がんセンター

柏原　彩乃、坂井　拓海、住元　庸二、下永　貴司、木下　晴之、市川　織絵、
岡　　俊治、杉野　　浩

P-13	 SAPIEN	3バルーン拡張型経カテーテル生体弁留置時の短縮性の検討
福山循環器病院循環器内科

毛涯　秀一、佐藤　克政、小澤　孝弥、小林　和哉、菊田　雄悦、谷口　将人、
後藤　賢治、平松　茂樹、竹林　秀雄、治田　精一

P-14	 CRP	ratioと経カテーテル的大動脈弁留置術後心房細動発症との関連性
広島大学大学院医系科学研究科循環器内科学

中野　貴之、福田　幸弘、武田　充史、東原　　佑、森田　裕一、新田　和宏、
渡邊　紀晶、池永　寛樹、石橋　　堅、栗栖　　智、中野由紀子

心膜炎、心筋症、心内膜炎

P-15	 無症候性免疫チェックポイント関連心筋炎の一例
1島根大学医学部附属病院循環器内科、2島根大学医学部附属病院検査部

田邊　淳也1、渡邊　伸英1、山口　一人1、古志野海人1、坂本　孝弘1、安田　　優1、
岡﨑　浩一1、森田　祐介1、大嶋　丈史1、川原　　洋1、大内　　武1、香川　雄三1、
佐藤　寛大1、遠藤　昭博1、吉冨　裕之2、田邊　一明1

P-16	 ATTRwtアミロイドーシス患者に心臓再同期療法を行った一例
1島根大学医学部附属病院循環器内科、2島根大学医学部附属病院検査部

大内　　武1、田邊　淳也1、古志野海人1、坂本　孝弘1、安田　　優1、山口　一人1、
森田　祐介1、岡﨑　浩一1、大嶋　丈史1、川原　　洋1、香川　雄三1、佐藤　寛大1、
渡邊　伸英1、遠藤　昭博1、吉冨　裕之2、田邊　一明1



－28－

P-17	 アントラサイクリン使用中にたこつぼ症候群を発症した1例
1島根大学医学部内科学講座内科学第四、2島根大学医学部附属病院検査部

古志野海人1、田邊　淳也1、安田　　優1、坂本　孝弘1、森田　祐介1、岡﨑　浩一1、
大嶋　丈史1、川原　　洋1、香川　雄三1、佐藤　寛大1、大内　　武1、渡邊　伸英1、
山口　一人1、遠藤　昭博1、吉冨　裕之2、田邊　一明1

P-18	 自己弁温存基部置換術術後に発症した真菌による人工血管感染の1例
岡山大学病院心臓血管外科

小松　弘明、廣田　真規、末澤　孝徳

P-19	 原発不明癌の右室内心臓腫瘍により循環不全となり死亡した1例
国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター

住元　庸二、坂井　拓海、柏原　彩乃、下永　貴司、木下　晴之、市川　織絵、
岡　　俊治、杉野　　浩

高血圧、先天性、全般的問題

P-20	 潰瘍性大腸炎を契機に診断された高安動脈炎（Ⅳ型）に伴う腎血管性高血圧の一例
1島根県立中央病院循環器科、2島根県立中央病院リウマチ・アレルギー科

河端　哲也1、石倉　正大1、石口　博智1、吉田　雅昭1、井本　宏治1、園山　一彦1、
小田　　強1、永村　徳浩2

P-21	 人工弁機能不全を呈した肺動脈弁機械弁置換術後の一例
1島根大学医学部附属病院循環器内科、2島根大学医学部附属病院検査部、
3島根大学医学部附属病院心臓血管外科

田邊　淳也1、清水　弘治3、中田　朋宏3、川原　　洋1、大内　　武1、香川　雄三1、
佐藤　寛大1、渡邊　伸英1、遠藤　昭博1、山口　一人1、吉冨　裕之2、織田　禎二3、
田邊　一明1

P-22	 COVID-19患者の循環器系Biomarkerによる重症化リスク因子の検討
広島市立安佐市民病院循環器内科

小田　　登、高橋　和希、石橋　直樹、大澤　文乃、小畠　啓史、塩田　日子、
山根　　彩、永井　道明、香川　英介、國田　英司、加藤　雅也、土手　慶五
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協賛企業一覧
（50音順）

アステラス製薬株式会社
アストラゼネカ株式会社
アボットメディカルジャパン合同会社
アムジェン株式会社
エーザイ株式会社
MSD株式会社
大塚製薬株式会社
オーバスネイチメディカル株式会社
小野薬品工業株式会社
株式会社カネカメディックス
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
株式会社CureAPP
興和株式会社
小西医療器株式会社
GEヘルスケア・ジャパン株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
第一三共株式会社
武田薬品工業株式会社
田辺三菱製薬株式会社
テルモ株式会社
トーアエイヨー株式会社
ニプロ株式会社
日本新薬株式会社
日本メジフィジックス株式会社
日本メドトロニック株式会社
日本ライフライン株式会社
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
バイエル薬品株式会社
ファイザー株式会社
株式会社フィリップス・ジャパン
富士フイルム富山化学株式会社
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
持田製薬株式会社
ヤンセンファーマ株式会社

2020年11月20日 現在
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