
Ａ 会 場
(12F 特別会議場)

午前の部 9：00～11：40

YIA セッション⚑
演題 A-1～4（9：00～9：32) 座長：川 上 利 香（大阪府済生会吹田病院 心不全センター・循環器内科)

山 野 哲 弘（京都府立医科大学 循環器内科)

A-1 嚥下誘発性の一過性房室ブロックによる頻発性失神発作に対して Cardioneuroablation を施
行した一例

（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 米田 史哉

A-2 冠動脈瘤の急速進行を認めた IgG4 関連疾患の一例
（医療法人藤井会香芝生喜病院 循環器内科) 山浦 大輝

A-3 径右心カテーテル血液細胞診で肺腫瘍血栓性微小血管症と診断しえた⚒症例
（住友病院) 寺中若菜

A-4 心耳腫瘍を疑う形態変化を引き起こし，診断に困難を伴った収縮性心膜炎の⚑例
（淀川キリスト教病院 循環器内科) 小田奈央

YIA セッション⚒
演題 A5～8（9：32～10：04) 座長：猪 野 靖（新宮市立医療センター 循環器内科)

平 田 久美子（大阪教育大学 養護教諭養成講座)

A-5 補助循環管理を必要としたファロー四徴症術後残存心房中隔欠損症に経皮的閉鎖をし得た⚑例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 井川 彰久

A-6 COVID-19 ワクチン接種後に心筋炎を発症した⚑例
（国立病院機構 神戸医療センター 循環器内科) 謝 慎基

A-7 急性心外膜炎において心嚢腔にウロキナーゼを投与し,収縮性心膜炎の予防を試みた一例
（兵庫県立尼崎総合医療センター) 山本 将彰

A-8 MINOCAによる心室中隔穿孔だったことが剖検で確認できた一例
（兵庫県立はりま姫路総合医療センター 循環器内科) 山本 淳生

YIA セッション⚓
演題 A-9～12（10：04～10：36) 座長：大 郷 剛（国立循環器病研究センター 心臓血管内科)

近 藤 博 和（天理よろづ相談所病院 循環器内科)

A-9 全弓部置換術後，人工血管吻合部の屈曲，狭窄を契機に発症した難治性心不全の⚑例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 水谷 駿希

A-10 COVID-19 感染後の急性前壁心筋梗塞において急性ステント血栓症を発症した一例
（北播磨総合医療センター 循環器内科) 内田 陽介
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A-11 右房穿孔した経静脈ペースメーカーリードを外科的に抜去した⚑例
（兵庫県立尼崎総合医療センター 心臓血管外科) 堀 祥昌

A-12 心移植が必要な重症心不全患者の腎機能低下を考える
（神戸大学附属病院 循環器内科) 永井 駿

YIA セッション⚔
演題 A-13～16（10：36～11：08) 座長：合 田 亜希子（西宮渡辺心臓脳・血管センター 循環器内科)

田 中 秀 和（神戸大学 循環器内科)

A-13 食道裂孔ヘルニアによる左房拡張障害にて心不全を呈した一例
（兵庫県立淡路医療センター 循環器内科) 草壁 優太

A-14 包括的高度慢性下肢虚血（CLTI）患者におけるシロスタゾールの誤嚥性肺炎予防効果に関す
る検討

（関西労災病院 循環器内科) 畑 陽介

A-15 当院における過去11年間の冠動脈穿孔（coronary artery perforation, CAP）の検討
（川崎病院) 福田 優人

A-16 慢性血栓塞栓性肺高血圧症患者におけるバルーン肺動脈形成術後の再発性肺高血圧症の臨床
的特徴と予後の検討

（国立循環器病研究センター 肺循環科) 髙野 凌

YIA セッション⚕
演題 A-17～20（11：08～11：40) 座長：西 野 雅 巳（大阪労災病院 循環器内科)

古 川 裕（神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科)

A-17 急性冠症候群に対する血栓吸引により採取された検体に関する検討
（大阪労災病院 循環器内科) 野原 大彰

A-18 安静時冠動脈機能評価が冠動脈バイパス術に与える影響
（和歌山県立医科大学 外科学第一講座) 中村 諒

A-19 血行再建を受けた急性心筋梗塞患者における心血管イベント発生に対する癌既往の影響
（国立病院機構大阪医療センター職員研修部) 竹内 太郎

A-20 当院でのDOACによる深部静脈血栓症（DVT）の治療経験―現状と今後の課題―
（府中病院 循環器内科) 岡田 夏実
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Ｅ 会 場
(10F 1004)

午前の部 9：00～11：40

学生・初期研修医セッション⚑
演題 E-1～7（9：00～9：56) 座長：藤 本 恒（兵庫県立淡路医療センター 循環器内科)

的 場 聖 明（京都府立医科大学 循環器内科)

E-1 多剤抵抗性の難治性冠攣縮性狭心症にベルイシグアトが奏功した⚑例
（地域医療機能推進機構 滋賀病院 初期研修医) 谷 陽良

E-2 右室優位に心機能低下を認めた急性心筋炎の一例
（地方独立行政法人 市立大津市民病院 循環器内科) 中川 陸

E-3 左室肥大の精査において native T1 値の意義を考えさせられた一例
（地方独立行政法人 市立大津市民病院 循環器内科) 中山 美央

E-4 ピロリン酸シンチグラフィーとCTの fusion 画像が病態把握に有用だった多枝閉塞急性心筋
梗塞の一例

（大阪鉄道病院 循環器内科) 大植 尭文

E-5 新規治療薬と心臓リハビリテーションにて運動耐容能の改善を得た左室駆出率の低下した慢
性心不全の一症例

（大津赤十字病院 循環器内科) 浅川 信平

E-6 運動負荷心エコー図検査にて虚血による拡張障害の改善を観察しえた左室駆出率が保たれた
心不全の⚑例

（国立病院機構 大阪医療センター 初期研修部) 余田 拓海

E-7 右心不全を繰り返す単独機能性三尖弁閉鎖不全症：手術適応についてハートチームで議論を
要した一症例

（関西医科大学 第二内科) 湊屋 卓美

学生・初期研修医セッション⚒
演題 E-8～14（9：56～10：52) 座長：尾 野 亘（京都大学 循環器内科)

坂 本 考 弘（国立循環器病研究センター 心臓血管内科)

E-8 大動脈弁への順行性ワイヤー通過にBrockenbrough 法を用いた TAVRの⚑症例
（関西労災病院) 西島 瑞紀

E-9 心筋梗塞後心室中隔穿孔に対して循環補助用心内留置型ポンプカテーテル（IMPELLA）を使
用し救命し得た一例

（大阪大学医学部附属病院 卒後教育開発センター) 髙橋 南映

E-10 COVID-19 感染による急性心筋炎改善後，肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症が続発した⚑例
（京都大学医学部附属病院 研修医) 安川 直征

E-11 COVID-19 ワクチン接種後に発症した若年急性心筋梗塞の一例
（医誠会病院 循環器内科) 河野 文哉
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E-12 骨髄異形成症候群により急性動脈閉塞症を繰り返した一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 天津 真

E-13 骨折後にショックを来たし右心拡大を認めた⚑例
（堺市立総合医療センター 診療局) 羽田美沙祈

E-14 乳癌多発骨転移に対してホルモン療法施行中に急激な肺高血圧を認めた一例
（関西医科大学 内科学第二講座) 岩間 彩子

心筋炎・心筋症⚑
演題 E-15～20（10：52～11：40) 座長：泉 家 康 宏（大阪公立大学 循環器内科)

上 田 友 哉（奈良県立医科大学 循環器内科)

E-15 ATTR 心アミロイドーシスの経過観察中に両側手根管症候群を発症した一例
（天理よろづ相談所病院 循環器内科) 濱口 侑大

E-16 心室リード閾値上昇を契機に診断し得た心アミロイドーシスの一例
（大阪労災病院 循環器内科) 有安 航

E-17 初発心不全から12年間にわたる経時的な経胸壁心エコー画像より心アミロイドーシスの診断
に至った一例

（市立東大阪医療センター 循環器内科) 北井 怜子

E-18 明らかな左室肥大を伴わない野生型 TTR心アミロイドーシスのマルチモダリティ評価の検討
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 岩谷 拓馬

E-19 病歴聴取が決め手となり心アミロイドーシスの診断に至った一例
（社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院) 大田聡一郎

E-20 99mTc ピロリン酸シンチグラフィがATTR心アミロイドーシスの診断に有用であった⚒例
（市立伊丹病院 循環器内科) 清原 卓也

Ｅ 会 場
(10F 1004)

午後の部 13：10～14：46

心筋炎・心筋症⚒
演題 E-21～26（13：10～13：58) 座長：犬 塚 康 孝（滋賀県立総合病院 循環器内科)

世 良 英 子（大阪大学 循環器内科)

E-21 リンパ球性劇症型心筋炎による重症急性両心不全に対してCentral Y-Y ECMOを経て BTTへ
と移行した一例

（国立循環器病研究センター 重症心不全・移植医療部) 早川 晃司

E-22 ⚓回目のmRNA-based COVID-19 ワクチン接種による急性心筋炎を疑った⚑例
（草津ハートセンター 循環器科) 西尾 壮示
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E-23 劇症型心筋炎に対してPCPS及び Impella を導入し救命した一例
（日本赤十字社和歌山医療センター 循環器内科) 畑村 美諭

E-24 体外設置型両心補助人工心臓を離脱し得た新型コロナウイルス感染症関連心筋傷害による重
症心不全の⚑例

（国立循環器病研究センター 重症心不全・移植科) 西川 哲生

E-25 COVID-19 による劇症型心筋炎に対して体外式膜型人工肺と IMPELLA を組み合わせて治療
を行った一例

（兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科) 髙橋 直也

E-26 遺伝性トランスサイレチンアミロイドーシスV121A（p.V141A）を診断し得た一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 藤本 智貴

心筋炎・心筋症⚓
演題 E-27～32（13：58～14：46) 座長：大 谷 朋 仁（大阪大学 循環器内科)

民 田 浩 一（明石医療センター 循環器内科)

E-27 上腕動脈血栓塞栓症を機に診断した孤立性左室心筋緻密化障害成人例
（京都第二赤十字病院) 池下 裕樹

E-28 I123-BMIPP シンチグラフィーが血液透析に伴う⚒次性カルニチン欠乏による心機能低下の診
断に有用だった⚑例

（大阪大学医学部附属病院 循環器内科) 美馬 響

E-29 Pembrolizumab 投与中に急激な心機能低下をきたした免疫関連有害事象（irAE）による心筋
炎が疑われた一例

（加古川中央市民病院 循環器内科) 油井 亮太

E-30 重症心不全に対して体外設置型左室補助人工心臓を使用し救命できたDown 症候群の⚑例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 倉島 真一

E-31 SARS-CoV-2 ワクチン接種後に劇症型心筋炎による VF storm を発症し死亡に至った若年男
性の⚑例

（近江八幡市立総合医療センター 循環器内科) 柴田 涼

E-32 酵素補充療法を開始後に心電図異常が進展したヘテロ接合体古典型ファブリー病の一例
（長浜赤十字病院 循環器内科) 神元 宏侑
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Ｆ 会 場
(10F 1005)

午前の部 9：00～11：40

学生・初期研修医セッション⚓
演題 F-1～7（9：00～9：56) 座長：中 村 大 輔（大阪大学 循環器内科)

湊 谷 謙 司（京都大学 心臓血管外科)

F-1 右冠動脈起始異常に対し冠動脈移植術を施行した⚑例
（京都第一赤十字病院 心臓血管外科) 髙橋 昂久

F-2 転倒による胸部鈍的外傷後に心肺停止となり，のちに仮性瘤形成を契機に外傷性腕頭動脈損
傷と判明した一例

（愛仁会 高槻病院) 藤原 正貴

F-3 亜急性期に下肢灌流障害をきたしステントグラフト留置を行ったＢ型解離の一例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 劉 楠

F-4 ⚒枝同時閉塞で発症したBuerger 病の若年急性心筋梗塞の一例
（甲南医療センター) 菅原 一馬

F-5 重度 ARによる心不全が診断の契機となった梅毒関連大動脈炎の⚑例
（大阪赤十字病院 心臓血管センター 循環器内科) 増田 健人

F-6 生体弁機能不全により高度大動脈弁閉鎖不全症をきたした一例
（大阪市立総合医療センター 循環器内科) 後藤 直人

F-7 大動脈ステントグラフト感染に合併した大動脈食道瘻の一例
（天理よろづ相談所病院 総合内科) 中井 光

学生・初期研修医セッション⚔
演題 F-8～14（9：56～10：52) 座長：塩 島 一 朗（関西医科大学 内科学第二講座)

濱 谷 康 弘（京都医療センター 循環器内科)

F-8 繰り返す心不全増悪からミトコンドリア心筋症の診断に至った一症例
（関西医科大学第二内科) 伊藤友梨子

F-9 長期経過を経て大動脈弁狭窄症手術を契機に診断された野生型トランスサイレチン型心アミ
ロイドーシスの一例

（紀南病院 循環器内科) 大甫 智之

F-10 Happy heart syndrome と考えられた，失神を伴ったたこつぼ症候群の一例
（耳原総合病院,循環器内科) 杉 義人

F-11 高血圧性心肥大の経過中に心アミロイドーシスと判明した症例
（大阪医科薬科大学 循環器内科) 浅野 広中

F-12 心筋炎を合併した好酸球増多症候群の一例
（大阪医科薬科大学 循環器内科) 堺 駿斗
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F-13 発作性心房細動に対するアブレーション治療後に発症した，たこつぼ型心筋症の一例
（京都中部総合医療センター 循環器内科) 吉村 悠希

F-14 心保護薬離脱の判断に心臓MRI が有用であった薬剤性心筋症の⚑例
（滋賀医科大学 循環器内科) 戸田 秀

心不全・肺高血圧症
演題 F-15～20（10：52～11：40) 座長：田 巻 庸 道（天理よろづ相談所病院 循環器内科)

中 川 靖 章（京都大学 循環器内科)

F-15 肺高血圧症が診断の契機となった筋萎縮性側索硬化症（ALS）の一例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 西 成寛

F-16 バセドウ病による運動性誘発性肺高血圧症の評価に運動負荷心エコーが有用であった一例
（天理よろづ相談所病院 循環器内科) 小形 光

F-17 甲状腺機能亢進症の治療のみで軽快した肺高血圧症の⚑例
（松下記念病院 循環器内科) 熊田早紀子

F-18 重症心不全にて ICU管理となり，肺血管拡張薬⚓剤併用療法が奏功した重症肺動脈性肺高血
圧症の⚑例

（日本赤十字社和歌山医療センター 循環器内科) 田崎 淳一

F-19 当院における可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激剤ベルイシグアトの使用例
（兵庫県立はりま姫路総合医療センター) 塚本 祥太

F-20 TAPSEは CTEPD患者の運動耐容能の指標となりうる
（大阪公立大学大学院医学研究科 循環器内科学) 林 央

Ｆ 会 場
(10F 1005)

午後の部 13：10～15：58

心筋炎・心筋症⚔
演題 F-21～26（13：10～13：58) 座長：坂 根 和 志（大阪医科薬科大学 循環器内科)

長 央 和 也（大阪赤十字病院 循環器内科)

F-21 たこつぼ型心筋症を契機に診断された重症筋無力症の一例
（独立行政法人 地域医療機能推進機構（JCHO）大阪病院 循環器内科) 小畑理沙子

F-22 可逆的な原因によるVfと判断するも10年後に再度心肺停止を来した閉塞性肥大型心筋症の⚑例
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 大谷 一平

F-23 心臓移植後に同一心でたこつぼ型心筋症を発症した一例
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 井戸 允清
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F-24 Oozing 型心破裂による心タンポナーデおよび左室内血栓を合併したたこつぼ型心筋症の一例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 戸田皓二郎

F-25 子宮出血が誘因と考えられたたこつぼ心筋症の一例
（大阪医科薬科大学 循環器内科) 有馬 祥彦

F-26 薬物療法抵抗性の閉塞性肥大型心筋症に対し経皮的中隔心筋焼灼術（PTSMA）が有効であっ
た一例

（高槻病院 循環器内科) 山田 真博

心筋炎・心筋症⚕
演題 F-27～32（14：10～14：58) 座長：坂 本 陽 子（大阪大学 循環器内科)

柴 田 敦（大阪公立大学 循環器内科)

F-27 急性心筋梗塞との鑑別を要した限局性心筋炎の一例
（医仁会武田総合病院 循環器内科) 入江 大介

F-28 心機能が改善したアントラサイクリン系薬剤による癌治療関連心機能障害の一例
（和歌山県立医科大学 循環器内科) 西大條俊幹

F-29 急性期に RVADサポートを要したものの LVAD単独で退院し得た不整脈原性右室心筋症によ
る重症心不全の一例

（大阪大学医学部附属病院 循環器内科) 坂本 大輔

F-30 全身性強皮症の治療中に新たに診断された不整脈源性右室心筋症の一例
（大阪公立大学医学部 循環器内科) 辻 葵

F-31 ペムブロリズマブ及びレンバチニブ併用化学療法により薬剤性心筋炎を発症した一例
（市立豊中病院) 衣川 信

F-32 結節性多発動脈炎に合併した心筋炎の一例
（近畿大学病院 循環器内科) 山田 信広

心筋炎・心筋症⚖
F-33～38（15：10～15：58) 座長：天 野 雅 史（国立循環器病研究センター 心臓血管内科)

神 﨑 秀 明（国立循環器病研究センター 心臓血管内科)

F-33 早期より心保護薬を併用することで左脚ブロックが改善した拡張型心筋症の一例
（大阪医科薬科大学病院 循環器内科) 牧野 真奈

F-34 サクビトリル・バルサルタンを用いて速やかに急性期を離脱した，高度肥満の若年心不全の
一例

（独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター) 村岡 直哉

F-35 完全房室ブロックに対してペースメーカー植込後に心室細動による心肺停止を来した心サル
コイドーシスの一例

（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 田邊 淳也

F-36 完全房室ブロックで発症し，⚔か月後に数日で急激な心機能悪化を認めた心臓限局性サルコ
イドーシスの一例

（加古川中央市民病院) 坂元 美季
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F-37 免疫抑制療法を検討中に妊娠が判明した心サルコイドーシスの⚑例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 吉井 智洋

F-38 完全房室ブロックに対しペースメーカ埋込み後に心サルコイドーシスの診断に至った一例
（大阪警察病院 循環器内科) 越智 公一

Ｇ 会 場
(10F 1006)

午前の部 9：00～11：40

学生・初期研修医セッション⚕
演題 G-1～7（9：00～9：56) 座長：石 原 正 治（兵庫医科大学 循環器・腎透析内科)

谷 口 達 典（大阪大学国際医工情報センター)

G-1 再灌流が得られた翌日に再び血栓閉塞を来たした上肢急性動脈閉塞症の一例
（京都第二赤十字病院 循環器内科) 鵜川 陸哉

G-2 産後早期に特発性冠動脈解離によるSTEMI を発症した⚑例
（和歌山県立医科大学 循環器内科) 加藤 武則

G-3 NSTEMI を合併した顕微鏡的多発血管炎（MPA）の⚑症例
（市立岸和田市民病院 循環器内科) 奥 陵佑

G-4 本態性血小板血症を背景に⚗か月間に脳梗塞，⚒度の急性冠症候群（ACS）を発症した一例
（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 竹内 遼

G-5 抗血栓療法，バルーン拡張術が無効であった血栓後症候群に対し腸骨静脈ステント留置術が
有効であった⚒例

（洛和会丸太町病院 心臓内科) 岩井 暁哉

G-6 自己拡張型ナイチノールステント留置13年後の超遅発性ステント血栓症を発症した一例
（独立行政法人 関西労災病院) 石濱 孝通

G-7 左冠動脈前下行枝にステント留置後に血栓性閉塞を繰り返した院外心停止の⚑例
（奈良県総合医療センター 臨床研修センター) 山本 真希

学生・初期研修医セッション⚖
演題 G-8～14（9：56～10：52) 座長：岡 田 健 次（神戸大学 心臓血管外科)

林 篤 志（滋賀医科大学 循環器内科)

G-8 左心耳巨大血栓に対して左心耳血栓除去術を施行した⚑例
（関西電力病院 循環器内科) 髙村 俊哉

G-9 頻脈性心房粗細動による急性心不全に対し，カテーテルアブレーションが奏功した一例
（府中病院 医師研修センター) 浜畑 玲奈
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G-10 心筋梗塞を初発症状とし数年の経過を経て大動脈炎症候群と診断された⚑例
（彦根市立病院 循環器内科) 光吉 佐織

G-11 右房内血栓が卵円孔開存を介して左房内へ侵入していた肺塞栓症の一例
（公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 心臓センター) 渡邉 元貴

G-12 急性心筋梗塞を契機に発見された感染性心内膜炎の⚑例
（京都済生会病院) 青木 勇樹

G-13 ファイザー製COVID-19 ワクチン接種後⚓日で発症した心筋炎の一例
（社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院) 武 修作

G-14 びまん性大細胞型リンパ腫の経過中に左心耳内血栓を認めた⚑症例
（堺市立総合医療センター) 相原 諒

弁膜症⚑
演題 G-15～20（10：52～11：40) 座長：川 本 尚 紀（国立循環器病研究センター 心臓血管外科)

種 池 里 佳（大阪大学 循環器内科)

G-15 Severe MR を併発した Paradoxical Low Flow Low Gradient Severe AS を精査し，TF-TAVI
が著効した一例

（神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科) 松井 佑太

G-16 Trifecta 人工弁早期機能不全による重症大動脈弁逆流に対して緊急 TAVI を施行した一例
（和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科) 高野 裕太

G-17 有症候性重症大動脈弁狭窄症に対し経皮的大動脈弁置換術の際に左室穿孔を来した⚑例
（大阪大学医学部附属病院 循環器内科) 松廣 裕

G-18 84歳の連合弁膜症に対する大動脈弁置換術を含む⚓弁手術において PERCEVAL 弁が有効で
あった一例

（りんくう総合医療センター 心臓血管外科) 石津 寛治

G-19 TAVI 術直後のCAVBに対し投与したβ刺激薬により左室流出路狭窄を来した一例
（兵庫県立はりま姫路総合医療センター 循環器内科) 齊藤 貴之

G-20 冠動脈⚒枝閉塞を有する重症大動脈弁狭窄症に伴う心原性ショックに対して TAVI を施行し
た⚑例

（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 北田 達矢
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Ｇ 会 場
(10F 1006)

午後の部 13：10～15：50

弁膜症⚒
演題 G-21～26（13：10～13：58) 座長：天 木 誠（国立循環器病研究センター 心臓血管内科)

菊 池 篤 志（大阪急性期・総合医療センター 心臓内科)

G-21 重症三尖弁逆流に卵円孔開存症による右左シャントを合併し，一期的手術を行った一症例
（独立行政法人国立病院機構京都医療センター 循環器内科) 仲西優美子

G-22 術前心エコー検査が診断と治療方針決定に有用であった収縮性心膜炎に高度三尖弁閉鎖不全
症を合併した一例

（関西電力病院 循環器内科) 宇佐美俊輔

G-23 僧帽弁逸脱による重症僧帽弁逆流症を伴った拡張型心筋症に対して急性期に経皮的僧帽弁形
成術を行った一例

（地方独立行政法人 大阪急性期・総合医療センター) 張 英哲

G-24 うっ血性心不全発症急性期に経皮的僧帽弁接合不全修復術を施行した拡張型心筋症の一例
（大阪急性期・総合医療センター) 田村 勇人

G-25 TAVI 周術期にアシクロビル脳症および急性腎障害を発症した⚑例
（兵庫県立はりま姫路総合医療センター 循環器内科) 渡邊 信寛

G-26 ROSS術後遠隔期に重症大動脈弁閉鎖不全症と重症肺動脈弁狭窄症を認めた症例
（国立循環器病研究センター) 渡辺 悠介

感染性心内膜炎
演題 G-27～32（14：10～14：58) 座長：岡 田 昌 子（JCHO大阪病院 臨床検査科)

松 村 嘉 起（大阪市立総合医療センター 循環器内科)

G-27 Abiotrophia defectiva による自己弁感染性心内膜炎に対して長期抗菌薬加療が必要であった
一例

（国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心不全科) 峯本 麻由

G-28 Gemella haemolysans を起炎菌とする感染性心内膜炎による難治性心不全の治療に苦慮した
一例

（市立東大阪医療センター 循環器内科) 上野 泰祐

G-29 重症僧帽弁狭窄をきたしたP.acnes による人工弁感染性心内膜炎の一例
（神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科) 島袋 誠地

G-30 感染性心内膜炎内科的治療後の僧帽弁瘤に対する一手術例
（大阪医科薬科大学医学部 外科学講座 胸部外科学教室 心臓血管外科) 牧浦 琢朗

G-31 感染性心内膜炎により冠動脈塞栓症をきたした一例
（大津赤十字病院 循環器内科) 小林 孝安

G-32 感染性上腸間膜瘤破裂を合併した感染性心内膜炎の一例
（近江八幡市立総合医療センター) 長井 智之
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腫瘍・その他
演題 G-33～37（15：10～15：50) 座長：福 田 優 子（兵庫県立がんセンター 腫瘍循環器科)

藤 田 雅 史（大阪国際がんセンター 腫瘍循環器科)

G-33 発熱を契機に診断に至った巨大左房粘液腫の一例
（関西医科大学 第二内科) 浦田 晴可

G-34 黄色ブドウ球菌による心外膜炎の経過中に感染性冠動脈瘤を生じた透析患者の⚑例
（京都中部総合医療センター 循環器内科) 坂上 雄

G-35 右室中隔から肺動脈分岐部までを占拠し，右心不全を来した巨大心臓肉腫の⚑例
（大阪急性期総合医療センター心臓内科) 吉田 基志

G-36 特発性左房解離の一例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 松原 勇樹

G-37 盲腸癌の術前検査で偶発的に指摘された左房内腫瘤の一例
（ツカザキ病院 循環器内科) 井上 直人

Ｈ 会 場
(10F 1007)

午前の部 9：00～11：40

学生・初期研修医セッション⚗
演題 H-1～7（9：00～9：56) 座長：石 原 里 美（奈良県立医科大学 循環器内科)

平 田 健 一（神戸大学 循環器内科)

H-1 劇症型心筋炎に対して補助循環による管理，ステロイドが奏功した症例
（加古川中央市民病院) 安齋 想

H-2 COVID-19 罹患後急性心膜炎を発症しステロイドパルス療法が奏功した一例
（南奈良総合医療センター 教育研修センター) 藪本 昂平

H-3 骨形成不全に合併した大動脈弁閉鎖不全症（AR）の⚑例
（滋賀医科大学医学部 医学科) 佐藤 勝忠

H-4 心筋虚血を呈した未破裂心外型右冠尖バルサルバ洞動脈瘤の一例
（京都第一赤十字病院 心臓血管外科) 柴田 駿介

H-5 多発褥瘡感染からMRSA感染性心内膜炎を呈した一例
（地方独立行政法人 市立大津市民病院 循環器内科) 近藤 美春

H-6 小細胞癌に対する化学療法中に院内心停止となった一例
（京都第二赤十字病院 循環器内科) 鍋田 健斗

H-7 急性下壁心筋梗塞に伴う心室中隔穿孔の一例
（石切生喜病院 循環器内科) 杉岡 和哉
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学生・初期研修医セッション⚘
演題 H-8～14（9：56～10：52) 座長：安 珍 守（大阪府済生会野江病院 循環器内科)

猪 子 森 明（北野病院 心臓センター循環器内科)

H-8 VDDリードレスペースメーカ植込み後に TdPを起こした高度房室ブロックの⚑例
（滋賀医科大学医学部附属病院 医師臨床教育センター) 葭本 早紀

H-9 胸椎圧迫骨折後に発症したPlatypnea-Orthodeoxia 症候群の一例
（奈良県立医科大学附属病院 臨床研修センター) 平田 貴大

H-10 ペースメーカー留置後にペースメーカー脱落を生じた⚑例
（加古川医療センター 総合内科) 妹尾 寛也

H-11 失神精査目的に植え込み型心電計を留置後，突然死に至った早期再分極症候群の⚑例
（兵庫県立淡路医療センター 循環器内科) 佐伯 翼

H-12 自己免疫性疾患を背景とした再発性心膜炎の⚒例
（大阪赤十字病院 循環器内科) 永澤 佳奈

H-13 恒久的ペースメーカ植え込み後，遅発性心タンポナーデを来した一例
（兵庫医科大学病院 卒後研修室) 三村 真梨

H-14 糖原病Ⅰa型に伴う肺高血圧症の⚑例
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 多田つくし

出血・血栓症
演題 H-15～20（10：52～11：40) 座長：金 基 泰（神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科)

山 下 侑 吾（京都大学 循環器内科)

H-15 右内頸静脈血栓症を発症し，経過中にヘパリン起因性血小板減少症（HIT）合併が発見され
た白人女性の一例

（近畿大学奈良病院) 南 遥香

H-16 補助循環装置留置中の難治性出血に対して第ⅩⅢ因子補充により止血を得た⚑例
（神戸大学医学部附属病院 循環器内科) 藤井 千尋

H-17 緊急冠動脈造影検査後に大動脈弁に血腫を疑う構造物を認めた一例
（宇治徳洲会病院 心臓血管内科) 杉本 美夕

H-18 偽閉経療法を必要とした特発性冠動脈解離による心尖部血栓の⚑例
（神戸大学医学部附属病院 循環器内科) 佃 美奈

H-19 アンチトロンビン欠乏症と下大静脈奇形の合併が若年発症の原因と考えられた中枢型深部静
脈血栓症の一例

（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 木村 太亮

H-20 COVID-19 が原因と考えられる肺塞栓症の一例
（関西医科大学第二内科) 加古 真由
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Ｈ 会 場
(10F 1007)

午後の部 13：10～15：58

先天性心疾患
演題 H-21～26（13：10～13：58) 座長：石 井 陽一郎（大阪母子医療センター 小児循環器科)

松 本 賢 亮（兵庫県立丹波医療センター 内科)

H-21 肺動脈弁狭窄と診断されていた unroofed coronary sinus（冠静脈洞左房交通症）の一例
（はりま姫路総合医療センター 循環器内科) 舛本 慧子

H-22 3D 経食道心エコーが診断に有用であった冠静脈洞型心房中隔欠損症の一例
（関西電力病院 循環器内科) 木下美菜子

H-23 BT シャント手術後遠隔期のグラフト閉塞に対して経皮的ステント留置術を施行した未修復
三尖弁閉鎖症の一例

（神戸大学医学部附属病院 循環器内科) 大隅 祐人

H-24 体位変換バブルテストが Platypnea-orthodeoxia syndrome の診断に有用であった高齢肺気腫
患者の⚑例

（兵庫県立はりま姫路総合医療センター) 吉田 千晃

H-25 外科的 ASD閉鎖術34年後に残存した医原性右左短絡の一例
（国立循環器病研究センター) 宮原 大輔

H-26 奇異性塞栓症および卵円孔開存が強く疑われるも心房中隔を通過し得なかった⚒例
（京都大学大学院医学研究科 循環器内科学 循環器内科) 大林 祐樹

その他
演題 H-27～32（14：10～14：58) 座長：小 林 成 美（神戸大学 循環器内科)

塩 見 紘 樹（京都大学 循環器内科)

H-27 IgG4 関連疾患の関与が疑われた，冠動脈瘤をはじめとした多発動脈瘤の一例
（大阪大学医学部附属病院 循環器内科) 上田 薫平

H-28 診断に苦慮したValsalva 洞破裂の一例
（一般財団法人住友病院) 川端 祥太

H-29 下肢閉塞性動脈硬化症に併発し診断に苦慮した壊疽性膿皮症の⚑例
（大阪労災病院 循環器内科) 阿部 優

H-30 心停止を含む失神を繰り返した多枝病変の運動誘発性血管攣縮性狭心症の⚑例
（済生会滋賀県病院 循環器内科) 加藤 悠太

H-31 配合剤降圧薬（カルシウム拮抗薬・アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬）過量内服に対して治
療を行った症例

（国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院) 加藤 誉章

H-32 IgG4 関連疾患に伴う冠動脈周囲炎により発症したと考えられる，冠動脈⚓枝病変に対して
PCI を行った⚑例

（北播磨総合医療センター) 髙田 謙
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心膜炎
演題 H-33～38（15：10～15：58) 座長：大 西 俊 成（堺市立総合医療センター 循環器内科)

宮 坂 陽 子（関西医科大学 内科学第二講座)

H-33 心嚢液貯留に対する心嚢ドレナージ後の心エコー図検査を契機に滲出性収縮性心膜炎と診断
し得た一例

（大阪南医療センター 循環器科) 新宅 由佳

H-34 開胸術後の前縦隔血腫により滲出性収縮性心膜炎を発症した一例
（天理よろづ相談所病院) 奥田 豊生

H-35 急性心筋梗塞治療後のフォローアップ中にDressler 症候群を疑う心膜炎を発症した一例
（神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科) 上田 晃平

H-36 発作性心房粗細動に対してアブレーション施行後，慢性期に心嚢液貯留を来した⚑例
（済生会泉尾病院 循環器内科) 植村 健太

H-37 急性心筋梗塞から⚘週間以上経過して発症した post cardiac injury syndrome の⚑例
（京都山城総合医療センター 循環器内科) 藤村 祐斗

H-38 心嚢ドレナージ施行後に心嚢気腫を来たした大量心嚢液貯留の⚑例
（公立学校共済組合近畿中央病院 循環器内科) 渋谷 祐樹

Ｉ 会 場
(10F 1008)

午前の部 9：00～11：40

虚血性心疾患⚑
演題 I-1～7（9：00～9：56) 座長：岩 田 幸 代（兵庫県立加古川医療センター 循環器内科)

榎 本 操一郎（天理よろづ相談所病院 心臓カテーテルセンター)

I-1 急性冠症候群にたこつぼ型心筋症を合併した一例
（明石市立市民病院 循環器内科) 藤原 宏太

I-2 補助循環を使用するも心不全治療に難渋した左冠動脈主幹部を責任病変とするSTEMI の一例
（天理よろづ相談所病院 循環器内科) 萩原 悠斗

I-3 初期波形 PEAの院外心停止を伴う急性心筋梗塞に対してECPRで救命し得た一例
（京都岡本記念病院 循環器内科) 福井 健人

I-4 心筋梗塞後の症状の安定した冠動脈亜閉塞病変に対するPCI は患者の予後を改善するか？
（国立循環器病研究センター) 永友 克己

I-5 急性心筋梗塞を発症したWellens 症候群の⚑例
（パナソニック健康保険組合 松下記念病院) 本田早潔子

I-6 自己弁温存大動脈基部置換術⚓か月後に発症した急性心筋梗塞による院外心肺停止の一例
（京都第一赤十字病院 心臓センター循環器内科) 伊藤 史晃
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I-7 症状の責任病変に苦慮し最終的に完全結構再建を行ったNSTEMI の一例
（三田市民病院) 上田 泰大

虚血性心疾患⚒
演題 I-8～14（9：56～10：52) 座長：片 岡 有（国立循環器病研究センター 心臓血管内科)

木 下 美菜子（関西電力病院 循環器内科)

I-8 冠攣縮を光干渉断層撮影法で診断した一例
（兵庫医科大学病院 循環器・腎透析内科) 保科 凜

I-9 ヘパリン起因性血小板減少症による難治性亜急性ステント血栓症に Excimer Laser が奏功し
た⚑例

（国立循環器病研究センター) 池江 隆志

I-10 冠動脈粥腫切除術中に過去に留置した薬剤溶出性ステントの脱落をきたした一例
（国立循環器病研究センター 心臓血管内科) 富島 佳之

I-11 血流維持型汎用血管内視鏡を用いて発症時，⚑か月後，⚙か月後の経過を評価しえた急性冠
症候群の⚑例

（大阪暁明館病院心臓血管病センター 循環器科) 高橋 覚

I-12 rota burr stuck 症例の検討
（大津赤十字病院 循環器内科) 東谷 暢也

I-13 薬剤コーテッドステント留置⚕年後に late neointimal regression を認めた一例
（関西労災病院 循環器内科) 楠田 将也

I-14 冠微小血管抵抗指数の測定により冠動脈形成術後も残存する胸部症状の病態を把握し得た⚑例
（甲南会 甲南医療センター) 藤本 圭祐

虚血性心疾患⚓
演題 I-15～20（10：52～11：40) 座長：榎 本 志 保（大阪府済生会野江病院 循環器内科)

塩 見 紘 樹（京都大学 循環器内科)

I-15 前胸部誘導で著明なST上昇を伴った右冠動脈一枝急性心筋梗塞の一例
（大阪府済生会中津病院) 樋口功太郎

I-16 心エコー検査を契機に診断した右冠動脈左冠動脈洞起始の一例
（大阪母子医療センター 小児循環器科) 藤﨑 拓也

I-17 急性心筋梗塞を発症した単冠動脈症の一例
（国立病院機構 大阪南医療センター 循環器科) 芦田 美緒

I-18 心筋梗塞既往のある単冠動脈症にステント血栓症を発症し，院外心肺停止で搬送された一例
（国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 循環器科) 島田 大揮

I-19 Single-Access Technique を用いて心筋生検に成功した一例
（奈良県立医科大学附属病院 循環器内科) 久保 裕紀

I-20 大動脈弁生体弁置換後の右冠動脈へのエンゲージ法の検討
（大津赤十字病院 循環器内科) 田渕 友理
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Ｉ 会 場
(10F 1008)

午後の部 13：10～14：46

大動脈疾患
演題 I-21～26（13：10～13：58) 座長：小 山 忠 明（神戸市立医療センター中央市民病院 心臓血管外科)

当 麻 正 直（兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科)

I-21 肺高血圧症の発症を契機に診断に至った高安病の⚑例
（兵庫県立はりま姫路総合医療センター 循環器内科) 藤井 政佳

I-22 右室梗塞，右 Valsalva 洞の限局性解離に対し待機的にパッチ修復術，冠動脈バイパス術を施
行し奏功した一例

（神戸市立医療センター 中央市民病院 心臓血管外科) 二木 大輝

I-23 総腸骨動脈瘤の原因を血流維持型汎用血管内視鏡で限局性の大動脈解離であると診断しえた
⚑症例

（大阪暁明館病院心臓血管病センター) 小松 誠

I-24 急性Ａ型大動脈解離に対する保存的加療の予後
（国立循環器病研究センター 血管外科) 陽川 孝樹

I-25 心雑音を契機に発見された未破裂右バルサルバ洞動脈瘤の⚑例
（松下記念病院 循環器内科) 野口 理希

I-26 Type 2 endoleak による EVAR後再拡大に対してやむなく腰動脈結紮術を行った⚒症例
（京都大学医学部附属病院 心臓血管外科) 鈴木 努

末梢血管
演題 I-27～32（13：58～14：46) 座長：飯 田 修（関西労災病院 循環器内科)

木 下 愼（神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科)

I-27 当院での大腿膝窩動脈領域における薬剤溶出性バルーン（RangerTM）の12ヶ月成績
（関西労災病院 循環器内科) 豊島 拓

I-28 急性下肢動脈閉塞を合併した膝窩動脈瘤の⚑例
（日本赤十字社 和歌山医療センター 心臓血管外科) 杉田 洋介

I-29 Case of rapidly progressive finger ischemia in baseball player
（京都府立医科大学附属病院 循環器内科) 藤岡 歩

I-30 維持透析患者に合併した大腿膝窩動脈病変に対する薬剤コーテッドバルーン治療成績
（関西労災病院 循環器内科) 東野奈生子

I-31 Perclose 使用において鼠経靭帯との干渉により外科的介入を要した⚒例
（大阪市立総合医療センター 心臓血管外科) 角谷 明洋

I-32 大腿膝窩動脈病変に対する血管内治療後に発症した急性下肢虚血の予後に関する検討
（関西労災病院) 中尾 匠
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Ｊ 会 場
(10F 1009)

午前の部 9：00～11：24

不整脈⚑
演題 J-1～6（9：00～9：48) 座長：静 田 聡（京都大学 循環器内科)

朴 美 仙（康生会武田病院 不整脈治療センター)

J-1 左脚ブロックに伴う頻拍周期短縮を呈した左側Kent 束房室回帰性頻拍の一例
（天理よろづ相談所病院 循環器内科) 本吉 司

J-2 多彩な不整脈を契機に診断に至った筋強直性ジストロフィーの⚑例
（りんくう総合医療センター 臨床研究センター) 小西佐代子

J-3 顕性の T-wave alternans から torsades de pointes が観察された拡張型心筋症による心不全の
⚑例

（大阪急性期総合医療センター) 藤田 岳史

J-4 頻脈性心房細動による心原性ショックに対して機械的サポートと心拍数調節が奏功した一例
（大阪労災病院 循環器内科) 鬼勢三雅子

J-5 心不全合併の長期持続性AFに対して，電気的除細動でのリズムコントロールを行った⚑例
（独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 循環器内科) 石上健二郎

J-6 甲状腺機能亢進症に伴う頻脈性不整脈および心機能低下を認めた一例
（大阪医科薬科大学 循環器内科) 坂口 雄哉

不整脈⚒
演題 J-7～12（9：48～10：36) 座長：岡 田 真 人（桜橋渡辺病院 心臓・血管センター)

貝 谷 和 昭（大津赤十字病院 循環器内科)

J-7 通電部位決定に工夫を要した複数回左房アブレーション術後の biatrial tachycardia
（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学) 関原 孝之

J-8 陳旧性心筋梗塞に伴う electrical storm（ES）に対して近赤外線による左星状神経節照射が
有効であった⚑例

（大阪労災病院) 高橋 圭

J-9 心房細動誘発性心筋症へのアブレーション治療後に局所左室壁運動異常が顕在化した慢性冠
動脈疾患の⚑例

（康生会武田病院 循環器内科) CHUNG HYUNSUP

J-10 COVID-19 自宅療養中に難治性心室細動を発症した若年男性の一例
（京都第一赤十字病院 心臓センター 循環器内科) 芳村 純

J-11 回路の一部が心筋内に存在することが想定された心室頻拍の一例
（社会医療法人 大阪警察病院 循環器内科) 寺尾颯一郎

J-12 年単位で徐々に頻拍化を認めた左房中隔起源心房頻拍の一例
（京都府立医科大学付属病院 循環器内科) 宗像 潤
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不整脈⚓
演題 J-13～18（10：36～11：24) 座長：栗 田 隆 志（近畿大学 心臓血管センター)

南 坂 朋 子（八尾市立病院 循環器内科)

J-13 リードレスペースメーカ植え込み時にテザーが切れたため右房内に本体が浮遊しスネアでの
回収を要した一例

（大津赤十字病院) 大西 尚昭

J-14 リードレスペースメーカー留置後早期の脱落に対し回収に成功したエブスタイン奇形の⚑例
（大阪労災病院 循環器内科) 大菅 瑞生

J-15 不適切アラートの頻発に対して意識的な体動調整にて着用型自動除細動器の外来管理を継続
し得た一例

（地方独立行政法人 加古川市民病院機構 加古川中央市民病院) 豊田 純貴

J-16 植込み後26年経過したデバイス感染に対し経皮的リード抜去術とリードレスペースメーカ留
置術を施行した一例

（大阪公立大学大学院医学研究科 循環器内科学) 寺柿 和俊

J-17 両心室ペーシングが心拍出量に悪影響を及ぼした，心室内伝導障害を伴う虚血性心筋症の⚑例
（兵庫県立淡路医療センター) 増田真由香

J-18 ICDリード不全に対し経皮的リード抜去術を施行した若年QT延長症候群の⚑例
（大阪警察病院) 冨永 拓矢

Ｊ 会 場
(10F 1009)

午後の部 13：10～14：46

不整脈⚔
演題 J-19～24（13：10～13：58) 座長：上 田 暢 彦（国立循環器病研究センター 心臓血管内科)

佐々木 康 博（神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科)

J-19 アブレーション施行時に冠静脈洞開口部狭窄が判明したＡ型WPW症候群の一例
（りんくう総合医療センター 循環器内科) 板持 秀晃

J-20 カテーテルアブレーション時のパークローズTMでの止血部位に高度静脈狭窄を来たし血管内
治療を施行した一例

（国立病院機構 大阪医療センター 循環器内科) 南 慎哉

J-21 心房細動アブレーション中の左房後壁の gap 同定に局所電位の観察が重要であった一例
（大阪労災病院) 向井 太一

J-22 カテーテルアブレーション施行後に冠攣縮による心停止に至った症例
（大阪労災病院 循環器内科) 北山詩奈子
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J-23 Single-ring BOX 隔離の GAP が隔離腔内に認められ EnSiteX の activation vectors が有用で
あった心房細動の⚓症例

（大阪府済生会泉尾病院) 西浦 崇

J-24 Unipolar activation map により epicardial connection を同定し，mitral line 作成に成功した
心房頻拍の⚑例

（兵庫県立淡路医療センター) 前田 貴紀

不整脈⚕
演題 J-25～30（13：58～14：46) 座長：赤 尾 昌 治（京都医療センター 循環器内科)

三 好 美 和（JCHO大阪病院 循環器内科)

J-25 COVID-19 ワクチン接種翌日に持続性心室頻拍で救急搬送された，高齢発症不整脈原性右室
心筋症の一例

（加古川中央市民病院 循環器内科) 上垣 陽介

J-26 カテーテルアブレーション術後に偶発的に心膜下血腫を認めた一例
（奈良県西和医療センター 循環器内科) 福田 望

J-27 SOUNDSTAR カテーテルを使用したアブレーションが有効であったエプスタイン病術後の
通常型心房粗動の一例

（京都大学医学部附属病院 循環器内科) 倉掛義之介

J-28 徐脈性不整脈と流出路血流速度上昇を伴った右胸心の一例
（大阪医科薬科大学 循環器内科) 谷口 洋樹

J-29 ペースメーカ感染を起こし局所麻酔下で経皮的リード抜去術を行いリードレスペースメーカ
植込術を行った⚑例

（大阪警察病院 循環器内科) 大里 和樹

J-30 長期持続性心房細動合併高齢心不全にクライオバルーンを用いた非薬物治療が奏功した一例
（大阪警察病院) 佐々木 駿
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