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第47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47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127回日本循環器学会九州地方会
 会　長　福本　義弘

○教育セッション１（10：30～11：20） A 会場 （３F 久留米座）

「Systems approach to target discovery for vascular disease」
 演者：相川　眞範（Center for Interdisciplinary Cardiovascular Sciences Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School）

 座長：柴田　剛徳（宮崎市郡医師会病院　循環器内科）

○教育セッション２（11：20～12：10） A 会場 （３F 久留米座）

「ジャパンバイオデザインー医療現場のニーズ発医療機器開発・事業化スキーム」
 演者：八木　雅和（大阪大学大学院医学系研究科　バイオデザイン学共同研究講座、ジャパンバイオデザイン）

 座長：上野　高史（久留米大学病院循環器病センター）



－ 17 －

外科・内科連携セッション

【時間】　13：20～15：20　　　【会場】A 会場（３F　久留米座）

テーマ：「三尖弁閉鎖不全に対する治療戦略と右心機能の評価」
座長：  田中　啓之（久留米大学医学部　外科学講座） 

上野　高史（久留米大学病院　循環器病センター）

演者：  田原　宣広（久留米大学病院　循環器病センター） 
「MRI による右心機能の評価」

 窪田佳代子（鹿児島大学大学院　心臓血管・高血圧内科学） 
 「心エコーによる右心機能評価」

  江石　清行（長崎大学病院　心臓血管外科） 
「三尖弁閉鎖不全症に対する新たな治療戦略：Tethering に対する Spiral 
Suspension 法」

 庄嶋　賢弘（久留米大学医学部　外科学講座） 
 「三尖弁閉鎖不全症に対する外科治療戦略」

英語セッション

【時間】　15：20～16：50　　　【会場】A 会場（３F　久留米座）

テーマ：「グローバルな視点から循環器を考える」
座長：  青木　浩樹（久留米大学　循環器病研究所） 

中川　幹子（大分大学医学部　医学教育センター）

コメンテーター：  相川　眞範（Center for Interdisciplinary Cardiovascular Sciences Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School） 
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第12回ダイバーシティ講演会

【時間】９：20～10：50　　　【会場】Ｃ会場（５Ｆ　大会議室１）

テーマ：「レジデント教育を本気出して考えてみた」
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） 

深水　亜子（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門）

第１部　９：20～10：20　各30分間
講演１．  「アドラー流 教育・指導術～コミュニケーション能力を高める極意～」

  安川　秀雄先生（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門）

講演２．  世界柔道2019女子78kg 超級金メダリスト素根輝選手（久留米市出身）を育てた監督が語る
  「わたしの使命」

  松尾　浩一先生（久留米市立南筑高校柔道部顧問）

第２部　パネルディスカッション　10：20～10：50
  「しくじり先生への処方箋」

  地域中核病院からのパネリストと共にレジデント教育を激論する

第５回 ACHD セッション

【時間】15：20～16：50　　　【会場】Ｃ会場（５Ｆ　大会議室１）

テーマ：「心房中隔欠損症」
座長：  石川　司朗（福岡輝栄会病院　内科・循環器内科） 

井本　　浩（鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　心臓血管外科）

演者：  須田　憲治（久留米大学医学部　小児科学講座） 
「心房中隔欠損症に対するカテーテル治療」

  松葉　智之（鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　心臓血管外科） 
「心房中隔欠損の外科治療―類似疾患を含めて―」

 石北　綾子（九州大学病院　循環器内科） 
 「肺高血圧症を伴う心房中隔欠損症―この穴閉じますか？―」



－ 19 －

若手ハートチームセッション

【時間】　13：20～14：50　　　【会場】Ｂ会場（４Ｆ　Ｃボックス）
Moderator ＆座長：  坂本　隆史（九州大学病院　循環器内科） 

柴田　龍宏（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門）

セッションタイトル：「徹底討論！心不全診療で何を重視すべきか？」
概要：

心不全診療において薬物療法や非薬物療法の有効性は確立しており、日常診療でも実践され
ている。これらの治療法のほとんどは予後改善を目指した治療であり、ある意味「効果が目
に見えにくい治療」である。また心不全診療におけるハートチームの重要性も認識されてい
るが、予後のみならず QOL の改善も目的となっている。本セッションでは心不全診療の目
的と方法について各視点からまとめ主張していただき、ハートチームの目的意識の共有やさ
らなる成熟を目指したい。

テーマ：慢性心不全治療をチームで議論する！
コメンテーター：  松川　龍一（福岡赤十字病院循環器内科）

   高橋　甚彌（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門）

   矢島あゆむ（佐賀大学病院循環器内科）

   中島菜穂子（久留米大学看護部）

Discussion ①

「予後を意識した治療が最も重要！」vs「QOL が最も重要！」
演者：  予後が重要   ：八木田美穂（九州大学病院看護部） 

QOLが重要：長友　大輔（済生会福岡病院循環器内科）

　　　 「予後改善」では Guideline で推奨されている medical therapy について概説していた
だき、予後改善によりもたらされるメリットについて主張していただく。また「QOL
改善」については心不全での QOL を決める要素、それぞれの要素の評価法、その介
入方法と得られる効果について概説していただき、有用性について主張していただく。

Discussion ②

「Guideline directed medical therapy を遵守した治療」vs「tailor made therapy」
演者：  GDMT：高潮　征爾（熊本大学病院循環器内科） 

T  M  T：矢沢みゆき（済生会唐津病院）

　　　 「GDMT」では GDMT の遵守とこれにより得られる効果について概説、主張していた
だく。「tailor made therapy」では、患者本人目線での意思を尊重した治療選択、リテ
ラシーなどの患者教育の重要性、これらを元にした治療の意義、有用性について主張
していただく。
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第6回研修医教育セミナー　New Wave Seminar

【時間】　14：50～16：50　　　【会場】B 会場（４F　C ボックス）

テーマ：心房細動の初療を極める
総合司会／特別講演座長：  日浅　謙一（九州大学大学院医学研究院　循環器内科学）

特別講演

演　　　　　者：  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） 
「心房細動の理解を深め、治療を極める」

症例検討

座　　　　　長：  齋藤聖多郎（大分大学医学部　循環器内科・臨床検査診断学講座） 
本間　丈博（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門）

コメンテーター：  當間裕一郎（琉球大学医学部附属病院　循環器・腎臓・神経内科学講座） 
高橋　正雄（九州労災病院　門司メディカルセンター　循環器内科）

プ レ ゼ ン タ ー：  矢島あゆむ（佐賀大学医学部附属病院　循環器内科） 
「術後の心房細動―ベストストラテジーを考えよう―」

       山村　善政（宮崎大学医学部附属病院　循環器内科） 
「ショックを呈した頻脈性心房細動―確実な一手でバイタル管理―」

生物統計

【時間】　13：20～14：20　　　【会場】Ｄ会場（５Ｆ　大会議室２）

テーマ：  「臨床家のためのわかりやすい生物統計セミナー」
・基礎編１「検定するとは何か ?」（15分） 

　 渡邊広子（九州大学病院 ARO 次世代医療センターデータセンター統計解析ユニット）

　検定、そして p 値について誤解をしている学生や研究者が少なからず見受けられます。検
定して統計学的に有意差がつかなかったから、同じである、または、その逆に、検定して統
計学的に有意差がついたので医学的な意義が大きいなど。検定とは？ p 値とは？一緒に考え
てみませんか。

・基礎編２「非劣性試験 (Non-Inferiority Trial) のしくみと解釈」(15分） 

　 廣瀬将行（九州大学病院 ARO 次世代医療センターデータセンター統計解析ユニット）

　比較する治療の間に統計的有意差がなかったというだけでは治療効果が同じであることの
証明にはなりません。統計学的に正当に評価するための別の方法が必要です。特に「試験治
療が対照治療に劣ってはいない」ことを評価する臨床試験は「非劣性試験」とよばれ、広く
実施されています。基礎編2では非劣性試験のしくみを紹介するとともに、結果の解釈や注
意点を説明いたします。
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・発展編「正準判別分析」（30分） 

　 岸本淳司（九州大学病院 ARO 次世代医療センター執行部　准教授）

　多変量解析の手法の中に「正準判別分析」と呼ばれる方法があります。統計学の歴史中で
は比較的古典的方法に属し、医学研究に相当役立ちそうなのですが、教育の問題なのか国内
の医学研究での採用例は多くありません。本講では、原理・ソフトウェアの利用法・結果の
解釈・ロジスティック回帰との違い等を通じて、この方法の魅力を再発見していきます。

　なお、別会場で、無料統計相談を開催しております。事前申し込みは
dc-info@med.kyushu-u.ac.jp にお願いいたします。

担当者：

　九州大学病院 ARO 次世代医療センター　執行部　准教授　岸本淳司
　九州大学病院 ARO 次世代医療センター　ARO 臨床研究推進部門
　データセンター　データセンター長・特任助教　船越公太
　　　　　　　　　統計解析ユニット　　　　　　渡邊広子、廣瀬将行、遠山岳詩

ランチョンセミナー

○ランチョンセミナー１（12：20～13：10） A 会場 （３F 久留米座）

「炎症性血管病の治療戦略：SPPARM αの役割」
 演　者：相川　眞範（Center for Interdisciplinary Cardiovascular Sciences Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School）

 座　長：野出　孝一（佐賀大学医学部　内科学講座）

 共　催：興和株式会社

○ランチョンセミナー２（12：20～13：10） B 会場（４F C ボックス）

「心不全治療の新展開～最新のエビデンスを読む」
 演　者：絹川弘一郎 （富山大学大学院医学薬学研究部（医学）内科学（第二）講座）

 座　長：大石　　充 （鹿児島大学大学院　心臓血管・高血圧内科学）

 共　催：小野薬品工業株式会社

○ランチョンセミナー３（12：20～13：10） Ｃ会場（５F 大会議室１）

「肺動脈性肺高血圧症治療　Update」
 演　者：阿部弘太郎 （九州大学病院　循環器内科）

 座　長：田原　宣広 （久留米大学病院　循環器病センター）

 共　催：持田製薬株式会社
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○ランチョンセミナー４（12：20～13：10） D 会場 （５F 大会議室２）

「慢性心不全治療に残された課題」
 演　者：木原　康樹（広島大学大学院　循環器内科学）

 座　長：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）

 共　催：帝人ファーマ株式会社、帝人在宅医療株式会社

○ランチョンセミナー５（12：20～13：10） E 会場（５F 大会議室３）

「心房細動合併 PCI 患者における抗血栓療法の新たな展開」
 演　者：川﨑　友裕 （新古賀病院　心臓血管センター）

 座　長：辻田　賢一 （熊本大学大学院生命科学研究部　循環器内科学）

 共　催：バイエル薬品株式会社

○ランチョンセミナー６（12：20～13：10） F 会場（４F 中会議室２・３）

「抗血栓薬使用時の上部消化管出血マネージメント」
 演者：吉田　智治 （小倉記念病院消化器内科）

「心外膜脂肪と心房細動」
  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）

 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）

 共　催：武田薬品工業株式会社

ティータイムセミナー

○ティータイムセミナー１（16：00～16：50） E 会場 （５F 大会議室３）

「最新のガイドラインからみた肺動脈性肺高血圧症治療について」
 演　者：田原　宣広（久留米大学病院　循環器病センター）

 座　長：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）

 共　催：グラクソ・スミスクライン株式会社

○ティータイムセミナー２（16：00～16：50） F 会場（４F 中会議室２・３）

「ミネラルコルチコイド受容体関連高血圧治療における MRB」
 演　者：柴田　洋孝 （大分大学医学部　内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座）

 座　長：筒井　裕之 （九州大学大学院医学研究院　循環器内科学）

 共　催：第一三共株式会社
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第127回 日本循環器学会九州地方会  会長 福本義弘先生

レジデント教育を
本気出して考えてみた

第１２回ダイバーシティー講演会
（旧男女共同参画講演）

日時 2019年

会場 久留米シティプラザ Ｃ会場

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）先生

深水 亜子 （久留米大学医学部内科学講座心臓・血管内科）先生

（5Ｆ 大会議室1）

9:20～10:5012/7●土

講演
１

「アドラー流 教育・指導術 ～コミュニケーション能力を高める極意～」

「わたしの使命」

世界柔道2019女子78kg超級金メダリスト
素根 輝選手（久留米市出身）を育てた監督が語る

安川 秀雄先生（久留米大学医学部内科学講座心臓・血管内科）

松尾 浩一先生
（久留米市立南筑高校柔道部顧問）

講演
2

第1部 9:20～10:20

「しくじり先生への処方箋」
地域中核病院からのパネリストと共にレジデント教育を激論する

第2部 パネルディスカッション 10:20～10:50

一般社団法人日本循環器学会　九州支部事務局 / 佐賀大学医学部　循環器内科　〒849-8501　佐賀市鍋島五丁目1番1号
第127回日本循環器学会九州地方会　運営事務局 / 株式会社インターグループ  〒810-0041　福岡市中央区大名2-4-22新日本ビル8Ｆ

託児ルームの
ご案内   

第127回日本循環器学会休風地方会の参加
者は無料で、託児ルームをご利用頂けます。
（事前申し込みが必要です）学会ホームペー
ジよりお申込みください。

http://jcskyusb.umin.jp/
meeting-127/
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一般社団法人日本循環器学会／一般社団法人日本循環器学会九州支部主催

申込方法
参加申し込みは右記QRコードをご利用下さい。事前申し込みの方には当日使用するスライドを配信します。先着20名様には粗品プレゼント！
申込締切：12月5日（木）
当日の飛び込み参加も大歓迎です！http://bit.do/fbcoA

eminarNew Wave 
心 房 細 動 の 初 療 を 極 め る

【第6回】研修医教育セミナー

第127回 日本循環器学会九州地方会

〈総合司会〉日浅 謙一 先生（九州大学大学院医学研究院 循環器内科学）

〈プレゼンター〉山村 善政 先生（宮崎大学医学部附属病院 循環器内科）

◇「術後の心房細動 －ベストストラテジーを考えよう－」
〈プレゼンター〉矢島 あゆむ 先生（佐賀大学医学部附属病院 循環器内科）

◇「ショックを呈した頻脈性心房細動 －確実な一手でバイタル管理－」

症例検討〈　座  長　〉齋藤 聖多郎 先生（大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座）
本間 丈博 先生（久留米大学医学部 内科学講座 心臓・血管内科部門）

〈コメンテーター〉當間 裕一郎 先生（琉球大学医学部附属病院 循環器・腎臓・神経内科学講座）
高橋 正雄 先生（産業医科大学 第2内科学）

〈演者〉大江 征嗣 先生（久留米大学医学部内科学講座 心臓・血管内科部門）

「心房細動の理解を深め、治療を極める」
特別講演〈　座  長　〉  先生〈　座  長　〉日浅 謙一 先生（九州大学大学院医学研究院 循環器内科学）

会　場 久留米シティプラザ
〒830-0031 福岡県久留米市六ツ門町8-1

日　時 2019年12月7日(土) 14：50～16：50

※ご自身のスマートフォンを用いた全員参加型の投票システムを利用しますので、
会の冒頭5分程度システムの利用説明を行います。
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A会場（３F 久留米座）

	 8:30～10:00	 YIA	臨床研究	(CR)	セッション

座長：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）　　 

岩淵 成志（琉球大学大学院医学研究科　循環器・腎臓・神経内科学）

 YCR01 経皮的肺動脈形成術は CTEPH 患者の肺動脈コンプライアンスを改善する
九州大学病院　 循環器内科

〇梅本 真太郎、阿部 弘太郎、細川 和也、朔 啓太、坂本 隆史、筒井 裕之

 YCR02 下肢動脈疾患患者における EVT による ABI 改善の臨床的意義
小倉記念病院　循環器内科

〇勝木 知徳、山地 杏平、今田 一彰、伊東 伸洋、平森 誠一、艫居 祐輔、曽我 芳光、
安藤 献児

 YCR03 ST 上昇型心筋梗塞における新たな予後予測モデルの検討
宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　循環器内科

〇合力 悠平、西平 賢作、新里 広大、本田 泰悠、桑原 大門、西野 峻、門岡 浩介、吉岡 吾郎、
緒方 健二、木村 俊之、古堅 真、小岩屋 宏、森久 健二、渡邉 望、足利 敬一、栗山 根廣、
松山 明彦、柴田 剛徳

 YCR04 心房細動アブレーション用心臓 CT での冠動脈疾患の評価（CADAF-CT trial）
宗像水光会総合病院　循環器科

〇安徳 喜文、竹本 真生、矢田 涼子、木下 聡子、青木 良太、田中 敬士、三戸 隆裕、
松尾 昌俊、岡崎 悌之、田山 慶一郎、小須賀 健一

 YCR05 心房細動カテーテルアブレーション後再発予測因子としての HRA-CS 
conduction time の有用性

1）熊本大学大学院生命科学研究部　循環器内科学、2）熊本大学　国際先端医学研究機構、
3）熊本大学大学院生命科学研究部　健康長寿代謝制御研究センター

〇金丸 侑右1）、有馬 勇一郎1,2）、海北 幸一1）、木山 卓也1）、伊藤 美和1）、山永 健之1）、
藤末 昴一郎1）、末田 大輔1）、高潮 征爾1）、荒木 智1）、宇宿 弘輝1）、中村 太志1）、福永 崇1）、
鈴木 達1）、坂本 憲治1）、副島 弘文1）、山本 英一郎1）、河野 宏明1）、金澤 尚徳1）、辻田 賢一1,3）

 YCR06 血清 IL-18は CYP2C19遺伝子多型の診断バイオマーカ―となりうる
1）久留米大学病院　心臓血管内科、2）第一三共株式会社

〇石松 高1）、佐々木 健一郎1）、平川 雄士2）、原田 淳2）、山路 和伯1）、鍵山 弘太郎1）、
石﨑 勇太1）、佐々木 雅浩1）、知花 英俊1）、板家 直樹1）、上野 高史1）、福本 義弘1）

 YCR07 粒子状大気汚染物質の短期曝露と心筋梗塞との関連についての検討
1）宮崎県立延岡病院　循環器内科、2）京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻薬剤疫学

〇石井 正将1）、開地 亮太1）、森 隆之1）、小牧 聡一1）、日下 裕章1）、戸井田 玲子1）、黒木 一公1）、
関 知嗣2）、川上 浩司2）、山本 展誉1）

A会場
（3F 久留米座）
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	 10:30～11:20	 教育セッション	1

座長：柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院　循環器内科）

 ES1 Systems approach to target discovery for vascular disease

演者：相川 眞範（Center for Interdisciplinary Cardiovascular Sciences Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School）

	 11:20～12:10	 教育セッション	2

座長：上野 高史（久留米大学病院循環器病センター）

 ES2 ジャパンバイオデザインー医療現場のニーズ発医療機器開発・事業化スキーム

演者：八木 雅和（大阪大学大学院医学系研究科　バイオデザイン学共同研究講座、ジャパンバイオデザイン）

	 12:20～13:10	 ランチョンセミナー	1

座長：野出 孝一（佐賀大学医学部　内科学講座）

 LS1 炎症性血管病の治療戦略：SPPARMαの役割

演者：相川 眞範（Center for Interdisciplinary Cardiovascular Sciences Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School）

共催：興和株式会社

	 13:20～15:20	 外科・内科連携セッション

	 	 テーマ：三尖弁閉鎖不全に対する治療戦略と右心機能の評価
座長：田中 啓之（久留米大学医学部　外科学講座）　　 

上野 高史（久留米大学病院　循環器病センター）

 SS1 MRI による右心機能の評価
久留米大学病院　循環器病センター

〇田原 宣広
 SS2 心エコーによる右心機能評価

鹿児島大学大学院　心臓血管・高血圧内科学

〇窪田 佳代子

A会場
（3F 久留米座）
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A会場
（3F 久留米座）

 SS3 三尖弁閉鎖不全症に対する新たな治療戦略 :Tethering に対する Spiral 
Suspension 法

長崎大学病院　心臓血管外科

〇江石 清行、松丸 一朗、三浦 崇、中路 俊、北村 哲生、谷川 陽彦、井上 拓、田口 寛子、
江石 惇一郎、尾長谷 喜久子

 SS4 三尖弁閉鎖不全症に対する外科治療戦略
久留米大学医学部　外科学講座

〇庄嶋 賢弘、高瀬谷 徹、大塚 裕之、高木 数実、新谷 悠介、財満 康之、朔 浩介、
押領司 篤宣、廣松 伸一、田中 啓之

	 15:20～16:50	 英語セッション

	 	 テーマ：グローバルな視点から循環器を考える
座長：青木 浩樹（久留米大学循環器病研究所）　　　　 

中川 幹子（大分大学医学部　医学教育センター） 
コメンテーター：相川 眞範　　　　　　　　　　　　　　  　　　 

（Center for Interdisciplinary Cardiovascular Sciences Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School）

 ENG1 Association between sleep duration and metabolic syndrome or 
cognitive impairment in a general population in the Tanushimaru study

Kurume University, School of Medicine

〇Akiko Matsumura, Hisashi Adachi, Ako Fukami, Mika Enomoto, Hitoshi Hamamura, 
 Kenta Toyomasu, Maki Yamamoto, Yoshihiro Fukumoto

 ENG2 Human Epididymis Protein 4 Predicts Progressive Cardiac Fibrosis and 
Adverse Cardiovascular Events

 Department of Cardiovascular Medicine, Faculty of Life Sciences, Kumamoto University,  
Kumamoto, Japan

〇Masahiro Yamamoto, Shinsuke Hanatani, Satoshi Araki, Yuichiro Arima, 
 Kenji Sakamoto, Eiichiro Yamamoto, Koichi Kaikita, Kenichi Tsujita

 ENG3 Intravascular ultrasound was useful for the treatment strategy in patient 
with atypical ACS.

Department of Cardiology, Fukuoka Tokusyukai Medical Center

〇Takashi Kudoh, Syuhei Miyazaki, Yuichiro Shirahama, Satoshi Ueno, Yuri Matsumuro, 
 Takuhiro Shirakawa, Yuji Ogura, Syogo Morisaki, Yoshihiro Yamada, Hideki Shimomura

 ENG4 A successful catheter treatment case for traumatic acute popliteal artery 
occlusion using retrograde approach via posterior tibial artery

Department of Cardiology, Ikeda Hospital

〇Kouichi Yasuda, Takafumi Koga, Katsunori Toufuku, Daisuke Ikeda
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 ENG5 Usefulness of Directional Coronary Atherectomy in the event of 
incomplete stent apposition.

National Hospital Organization Nagasaki Medical Center

〇Takuro Hamamoto, Yusuke Takenaka, Takashi Miwa, Takashi Matsuo, Atsuki Fukae, 
 Takashi Ishimatsu, Koji Oku

 ENG6 Development of specific therapy against right ventricular failure: 
evaluation by transcriptome and analysis

1）Division of Cardiovascular Medicine, Department of Internal Medicine, Kurume University 
　  Kurume University School of Medicine, 
2）Department of Cardiology, Keio University School of Medicine, 
3）Department of Cardiology, National Defense Medical College

〇Shogo Ito1）, Shinsuke Yuasa2）, Keiichi Fukuda2）, Hirotaka Yada3）, Kei Ito3）,
 Yoshihiro Fukumoto1）

A会場
（3F 久留米座）
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B会場
（4F C ボックス）

B会場（４Ｆ C ボックス）

	 8:30～9:26	 研修医セッション	1

座長：大嶋 秀一（熊本中央病院　循環器内科）　　　　　　　　　　　 

柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　循環器内科）

 RS01 発作のコントロールと誘因の同定に苦慮した冠攣縮性狭心症の一例
新古賀病院

〇山下 真広、平井 敬佑、川崎 友裕、副嶋 利弥、深水 友梨恵、梶山 公裕、原口 和樹、
小此木 太一、福岡 良太、折田 義也、梅地 恭子、古賀 久士、山部 浩茂

 RS02 迅速な医療連携により救命し得た急性心筋梗塞に心肺蘇生後心タンポナーデを併
発した一例

大分大学医学部附属病院

〇赤峰 康史郎、原田 泰輔、油布 邦夫、廣田 慧、安部 一太郎、齋藤 聖太郎、福井 暁、
岡田 憲広、秋岡 秀文、篠原 徹二、手嶋 泰之、中川 幹子、髙橋 尚彦

 RS03 CPR 時の胸骨圧迫により肝損傷を来した2例
1）国立病院機構　九州医療センター　循環器内科、
2）国立病院機構　九州医療センター　放射線科、
3）国立病院機構　九州医療センター　脳血管神経内科

〇岡本 裕哉1）、芝尾 昂大1）、竹中 克彦1）、佐野 仁弥1）、石丸 晃成1）、福田 翔子1）、福山 雄介1）、
荒木 将裕1）、目野 恭平1）、矢加部 大輔1）、小村 聡一朗1）、麻生 明見1）、森 隆宏1）、
村里 嘉信1）、中村 俊博1）、安森 弘太郎2）、船水 章央3）

 RS04 多量血栓による急性心筋梗塞を発症した原発性副甲状腺機能亢進症の一例
1）沖縄県立北部病院、2）沖縄県立北部病院　腎臓内科、3）沖縄県立北部病院　病理診断科

〇神人 将1）、比嘉 建介1）、木下 聡1）、平辻 知也1）、比嘉 康志2）、仲西 貴也3）

 RS05 総腸骨動脈狭窄症を合併した高度 LMT 病変に対して、下肢 EVT 後に IABP 挿入
し、冠動脈バイパス術を施行した1例

1）佐賀大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター、2）佐賀大学　医学部　胸部・心臓血管外科、
3）佐賀大学　医学部　老年循環器病学

〇馬場 康平1）、古賀 佑一2）、髙松 正憲2）、井上 洋平3）、竹内 祐貴2）、髙橋 巴久2）、内野 宗徳2）、
野上 英次郎2）、柚木 純二2）、蒲原 啓司2）

 RS06 MRI が有用であった右室梗塞後の心筋解離の1例
1）高邦会　高木病院　循環器内科、2）高邦会　高木病院　高血圧・心不全センター、
3）高邦会　高木病院　心臓血管外科

〇日髙 敬介1）、藤村 峰志1）、稲毛 智仁1）、酒井 東吾1）、片桐 敏雄1）、山本 唯史1）、生田 拓2）、
廣岡 良隆2）、元松 祐馬3）、久原 学3）



－ 30 －

 RS07 術後 VFstorm となった低心機能・高度 AS に対する TAVR の一例
1）佐賀大学医学部附属病院　心臓血管外科、2）佐賀大学医学部附属病院　循環器内科

〇藤木 和也1）、柚木 純二1）、野上 英次郎1）、竹内 祐貴1）、本郷 玄2）、坂本 佳子2）、田中 厚寿1）、
挽地 裕2）、金子 哲也2）、梶原 正貴2）、蒲原 啓司1）、野出 孝一2）

	 9:26～10:14	 研修医セッション	2

座長：西村 陽介（産業医科大学病院　心臓血管外科）　　　　 

中村 栄作（宮崎大学　外科学講座　心臓血管外科分野）

 RS08 妊娠悪阻を契機に診断され、治療方針に難渋した洞性徐脈の1例
1）大分大学　医学部　卒後臨床研修センター、
2）大分大学　医学部　循環器内科・臨床検査診断学講座

〇安高 拓弥1）、安部 一太郎2）、矢野 雄大2）、原田 泰輔2）、廣田 慧2）、米津 圭祐2）、
齋藤 聖多郎2）、福井 暁2）、秋岡 秀文2）、篠原 徹二2）、油布 邦夫2）、手嶋 泰之2）、髙橋 尚彦2）

 RS09 心肺蘇生後に皮下植え込み型除細動器・冠動脈ステントを用いて治療を行った冠
攣縮性狭心症の一例

鹿児島市立病院　循環器内科

〇重田 早紀子、桶谷 直也、田方 健人、横峯 辰生、野元 祐太朗、川添 真理子、大牟禮 健太、
今村 春一、茶圓 秀人、小川 正一、宮田 昌明

 RS10 右大腿静脈が唯一のアクセスでリードレスペースメーカーが有用と思われた超高
齢の完全房室ブロックの1例

1）社会医療法人大成会　福岡記念病院　初期研修医、
2）社会医療法人大成会　福岡記念病院　循環器センター、3）久留米大学　循環器病センター

〇入江 香里1）、久米田 洋志2）、中村 広2）、舛元 章浩2）、上野 高史3）

 RS11 アブレーション中に別の回路に乗り移った dual loop 型のマクロリエントリー性
心房頻拍を根治しえた1例

1）社会医療法人大成会　福岡記念病院　初期研修医、
2）社会医療法人大成会　福岡記念病院　循環器センター、
3）社会医療法人　製鉄記念八幡病院　循環器内科、4）久留米大学病院　循環器病センター

〇島内 諒1）、舛元 章浩2）、竹本 真生3）、久米田 洋志2）、中村 広2）、上野 高史4）

 RS12 敗血症単独で急激な心嚢液貯留・心タンポナーデをきたした一例
国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　循環器内科

〇渡部 僚、本田 勝也、藤田 理志、小川 清寛、塩見 哲也、船越 裕子、臼井 真

 RS13 胸部ステントグラフト内挿術後の Type Ⅰエンドリークに対して瘤内コイル塞栓
を行った1例

佐賀県医療センター好生館　心臓血管外科

〇古川 舜理、里 学、川﨑 裕満、吉田 望、内藤 光三

B会場
（4F C ボックス）
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B会場
（4F Ｃボックス）

	 10:14～11:10	 研修医セッション	3

座長：久保田 徹（福岡県済生会福岡総合病院　循環器内科）　 

塩瀬 　明（九州大学大学院医学研究院　循環器外科学）

 RS14 化学療法７年後に心不全を発症した拡張型心筋症の1例
1）独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター　循環器内科、
2）独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター　血液内科、3）長崎大学病院　循環器内科

〇瀬戸口 章仁1）、松尾 崇史1）、濱本 琢郎1）、竹中 悠輔1）、三輪 高士1）、深江 貴芸1）、石松 卓1）、
加藤 丈晴2）、前村 浩二3）

 RS15 リードレスペースメーカ植込み後のステロイド導入で房室伝導改善を認めた心臓
サルコイドーシスの一例

1）日本赤十字社　長崎原爆病院　内科、2）日本赤十字社　長崎原爆病院　循環器内科、
3）長崎大学病院　循環器内科

〇廣瀬 光基1）、松本 雄二2）、荒川 修司3）、雨森 健太郎2）、芦澤 直人2）、前村 浩二3）

 RS16 肥大型心筋症とされて10年後に左室心尖部瘤を認めた1例
熊本大学病院　循環器内科

〇松永 光平、高潮 征爾、西 雅人、山永 健之、藤末 昂一郎、伊藤 美和、末田 大輔、
坂本 憲治、鈴木 達、山本 英一郎、海北 幸一、辻田 賢一

 RS17 不安定狭心症治療後に特異な心電図変化を来した急性心膜炎症例
1）福岡市民病院　初期研修医、2）福岡市民病院　循環器内科

〇宮﨑 哲1）、康 憲史2）、田中 文彬2）、長山 友美2）、有村 貴博2）、松浦 託2）、大坪 秀樹2）、
弘永 潔2）

 RS18 閉塞性血栓性血管炎様の病態に本態性血小板血症が複合的に関与したと思われる
足趾潰瘍の1例

福岡大学心臓血管内科学

〇藤川 紘志朗、今泉 朝樹、池 周而、杉原 充、森井 誠志、岩田 敦、三浦 伸一郎

 RS19 Leriche 症候群に対し血管内治療による血行再建術を施行した一例
1）佐賀大学　医学部　胸部・心臓血管外科、2）松山赤十字病院　血管外科

〇松尾 彰信1）、古賀 佑一1）、竹内 祐貴1）、木塚 貴浩1）、天本 宗次郎1）、高橋 巴久1）、
内野 宗徳1）、野上 英次郎1）、高松 正憲1）、伊藤 学1）、柚木 純二1）、山岡 輝年2）、蒲原 啓司1） 

 RS20 分節性動脈融解壊死と考えられた前上膵十二指腸動脈瘤破裂の1例
1）佐賀県医療センター好生館　初期臨床研修医、2）佐賀県医療センター好生館　心臓血管外科、
3）佐賀県医療センター好生館　救命救急センター、4）佐賀県医療センター好生館　放射線科

〇亀井 一輝1）、吉田 望2）、川崎 裕満2）、内藤 光三2）、里 学2）、吉富 有哉3）、西原 雄之助4）
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B会場
（4F C ボックス）

	 11:10～11:50	 研修医セッション	4

座長：足達　 寿（久留米大学医学部　地域医療連携講座） 
坂本 一郎（九州大学病院　循環器内科）　　　　　

 RS21 カテーテル血栓溶解療法と抗凝固療法で治療しえた Paget-Schroetter 症候群の
2例

福岡赤十字病院　循環器内科

〇中原 聡志、松浦 広英、中島 涼亮、豊原 貴之、岡原 有秀、河合 俊輔、徳留 正毅、
栗林 祥子、松川 龍一、増田 征剛、向井 靖

 RS22 診断時に続発性気胸を併発していた CTEPH の1例
鹿児島大学大学院　心臓血管・高血圧内科

〇伊比 隆輔、窪田 佳代子、宮永 直、岩谷 徳子、大石 充

 RS23 完全大血管転位症に対する Mustard 術後遠隔期の重症心不全に肺高血圧を合併
した一例

1）九州大学病院　臨床研修センター、2）九州大学大学院医学研究院　循環器内科学

〇押領司 虞子1）、橋本 亨2）、甲木 雅人2）、西村 遼平2）、松本 翔2）、冨田 俊一郎2）、増永 智哉2）、
倉岡 沙耶菜2）、松島 将士2）、篠原 啓介2）、大谷 規彰2）、肥後 太基2）、井手 友美2）、
阿部 弘太朗2）、筒井 裕之2）

 RS24 抗凝固療法中に右室内腫瘤を認めた卵巣癌患者の一例
長崎大学病院　循環器内科

〇小出 俊朗、上野 裕貴、泉田 誠也、山方 勇樹、江口 正倫、吉牟田 剛、古賀 聖士、
池田 聡司、河野 浩章、前村 浩二

 RS25 β遮断薬中止が著効した肺動脈性肺高血圧症
1）久留米大学病院臨床研修医センター、2）久留米大学医学部　心臓・血管内科

〇松山 裕敬1）、杦山 陽一2）、戸次 宗久2）、野原 正一郎2）、知花 英俊2）、本多 亮博2）、
平方 佐季2）、大塚 昌紀2）、田原 宣広2）、福本 義弘2）

	 12:20～13:10	 ランチョンセミナー	2

座長：大石 充（鹿児島大学大学院　心臓血管・高血圧内科学）

 LS2 心不全治療の新展開～最新のエビデンスを読む

演者：絹川 弘一郎（富山大学大学院医学薬学研究部（医学）内科学（第二）講座）

共催：小野薬品工業株式会社
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B会場
（4F Ｃボックス）

	 13:20～14:50	 若手ハートチームセッション

	 	 セッションタイトル：徹底討論！心不全診療で何を重視すべきか？
 Moderator ＆座長：坂本 隆史（九州大学病院　循環器内科） 
 　　　　　　　　　 柴田 龍宏（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門）

	 	 テーマ：慢性心不全治療をチームで議論する！
 コメンテーター：松川 龍一（福岡赤十字病院循環器内科）

 　　　　　　　　高橋 甚彌（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門）

 　　　　　　　　矢島 あゆむ（佐賀大学病院循環器内科）

 　　　　　　　　中島 菜穂子（久留米大学看護部）

 Discussion ①　「予後を意識した治療が最も重要！」vs「QOL が最も重要！」
  YHS1　予後が重要：八木田 美穂（九州大学病院看護部）

  YHS2　QOL が重要：長友 大輔（済生会福岡病院循環器内科）

 Discussion②　「Guideline directed medical therapyを遵守した治療」vs「tailor made therapy」
  YHS3　GDMT：高潮 征爾（熊本大学病院循環器内科）

  YHS4　T   M   T：矢沢 みゆき（済生会唐津病院）

	 14:50～16:50	 第６回研修医教育セミナー
総合司会／特別講演座長：日浅 謙一（九州大学大学院医学研究院　循環器内科学）

	 	 テーマ：心房細動の初療を極める
【特別講演】
 NW1 心房細動の理解を深め、治療を極める

演者：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）

【症例検討】
座長：齋藤 聖多郎（大分大学医学部　循環器内科・臨床検査診断学講座）　  　 

本間 丈博（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門） 　  　

コメンテーター：當間 裕一郎（琉球大学医学部附属病院　循環器・腎臓・神経内科学講座） 
高橋 正雄（九州労災病院　門司メディカルセンター　循環器内科）    　　

 NW2 術後の心房細動
  －ベストストラテジーを考えよう－

プレゼンター：矢島 あゆむ（佐賀大学医学部附属病院　循環器内科）

 NW3 ショックを呈した頻脈性心房細動
  －確実な一手でバイタル管理－

プレゼンター：山村 善政（宮崎大学医学部附属病院　循環器内科）
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C会場（5Ｆ 大会議室１）

	 8:30～9:05	 女性研究者奨励賞セッション

座長：吉田 典子（久留米大学人間健康学部）　　　　　　　　 

的場 哲哉（九州大学大学院医学研究院　循環器内科学）

 WS01 心筋梗塞後の創傷治癒における IL-22の役割
1）久留米大学　循環器病研究所、2）久留米大学　医学部内科学講座　心臓・血管内科部門

〇山本 真衣1）、安川 秀雄2）、髙橋 甚彌2）、野原 正一郎2）、佐々木 知子2）、下園 弘達2）、
柴田 龍宏2）、楊井 俊之2）、岡部 浩太2）、馬渡 一寿2）、福本 義弘2）

 WS02 Roxadustat はマウスにおける心筋虚血再灌流傷害を軽減する
1）九州大学　大学院　医学研究院　循環器内科、
2）九州大学　大学院　医学研究院　循環器病病態治療講座、3）九州大学病院　循環器内科

〇出口 裕子1）、池田 昌隆1）、井手 友美2）、田所 知命1）、松島 将士3）、池田 宗一郎1）、
岡部 浩祐1）、石北 陽仁1）、円山 信之1）、佐田 政司1）、山本 泰史1）、筒井 裕之1）

 WS03 トランスサイレチン型心アミロイドーシスにおける H/CL 比とアミロイド沈着お
よび心臓造影 MRI 所見の相関

熊本大学病院　循環器内科

〇森岡 真美、高潮 征爾、西 雅人、宇宿 弘輝、伊藤 美和、山永 健之、藤末 昂一郎、
末田 大輔、山本 英一郎、坂本 憲治、海北 幸一、辻田 賢一

	 9:20～10:50	 第12回ダイバーシティ講演会

	 	 テーマ：レジデント教育を本気出して考えてみた
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） 

深水 亜子（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門）

DS1 アドラー流　教育・指導術 
　～コミュニケーション能力を高める極意～

久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門

○安川 秀雄

DS2 世界柔道2019女子78㎏超級金メダリスト素根輝選手（久留米出身）を育てた監
督が語る「わたしの使命」

久留米市立南筑高校柔道部顧問

○松尾 浩一

C会場
（5F 大会議室１）
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	 	 テーマ：パネルディスカッション「しくじり先生への処方箋」
  地域中核病院からのパネリストと共にレジデント教育を激論する

ファシリテーター：下園 弘達（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門）

PD1 松尾 浩一（久留米市立南筑高校柔道部顧問）

PD2 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）

PD3 小岩屋 宏（公益財団法人　宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院心臓病センター　循環器内科）

PD4 相良 秀一郎（社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院　循環器内科）

PD5 平井 敬佑（社会医療法人天神会　新古賀病院　循環器内科）

PD6 髙橋 甚彌（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門）

	 12:20～13:10	 ランチョンセミナー	3

座長：田原 宣広（久留米大学病院　循環器病センター）

 LS3 肺動脈性肺高血圧症治療　Update

演者：阿部 弘太郎（九州大学病院　循環器内科）

共催：持田製薬株式会社

	 13:20～13:50	 Case	Report	Award	1

座長：尾辻 豊（産業医科大学医学部　第2内科学講座） 
宮田 昌明（鹿児島市立病院　循環器内科）　  　

CRA01 自己心膜での大動脈弁形成術 (AVNeo) の術後に弁脱落をきたした再手術例の力
学的考察

九州大学病院　心臓血管外科

〇中田 悠介、園田 拓道、松山 翔、牛島 智基、藤田 智、木村 聡、大石 恭久、帯刀 英樹、
田ノ上 禎久、塩瀬 明

CRA02 頻脈誘発性心筋症による二次性 QT 延長症候群で Torsades de pointes を繰り
返した一例

1）長崎大学病院　循環器内科、2）長崎みなとメディカルセンター　心臓血管内科、
3）長崎医療センター　循環器内科

〇黒部 昌也1）、馬場 健翔2）、石松 卓3）、古賀 聖士1）、土居 寿志1）、深江 学芸1）、池田 聡司1）、
河野 浩章1）、前村 浩二1）

C会場
（5F 大会議室１）
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 CRA03 頻脈性心房細動を併発した重症心不全に対して IMPELLA 補助下房室結節アブ
レーションが奏効した１例

国立病院機構　九州医療センター　循環器内科

〇石丸 晃成、矢加部 大輔、佐野 仁弥、福山 雄介、福田 翔子、芝尾 昂大、目野 恭平、
荒木 将裕、小村 聡一朗、麻生 明見、森 隆宏、竹中 克彦、村里 嘉信、中村 俊博

	 13:50～14:30	 Case	Report	Award	2

座長：廣岡 良隆（高木病院　高血圧・心不全センター）　　　 

日浅 謙一（九州大学大学院医学研究院　循環器内科学）

 CRA04 感染性心内膜炎を契機として大腸癌が発見され治療に苦慮した一例
1）鹿児島市立病院　循環器内科、2）鹿児島大学病院　心臓血管内科、
3）鹿児島市立病院　心臓血管外科、4）鹿児島市立病院　消化器外科

〇横峯 辰生1）、田方 健人1）、野元 裕太朗1）、大牟禮 健太1）、今村 春一1）、茶圓 秀人1）、
桶谷 直也1）、小川 正一1）、安村 拓人3）、福元 祥浩3）、牛島 孝3）、四元 剛一3）、山尾 幸平4）、
青木 大4）、柳 政行4）、濵田 信男4）、宮田 昌明1）、大石 充2）

 CRA05 肺静脈閉塞症を合併する複雑先天性心疾患患児に対する薬剤コーティングバルー
ン治療

JCHO 九州病院　小児科

〇松岡 良平、宗内 淳、江崎 大起、土井 大人、杉谷 雄一郎、渡邉 まみ江

 CRA06 縦隔型気管支動脈瘤、冠動脈気管支動脈吻合、気管支動脈瘤－肺動脈瘻に対し
て、２方向性に塞栓術を施行した一例

1）嶋田病院　循環器内科、2）綾瀬循環器病院　循環器内科

〇有働 晃博1）、中村 龍太2）

 CRA07 抗 GPIHBP1自己抗体による高カイロミクロン血症を診断し得た一例
福岡大学　医学部　心臓・血管内科学

〇平野 優果、矢野 祐依子、末松 保憲、三浦 伸一郎

	 14:30～15:10	 Case	Report	Award	3

座長：園田 信成（産業医科大学医学部　第2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）

 CRA08 Eisenmenger 症候群に伴って進行性に拡大した巨大右肺動脈瘤の一剖検例
1）九州大学　大学院　医学研究院　循環器内科学、
2）九州大学　大学院　医学研究院　形態機能病理学

〇鎌田 和宏1）、細川 和也1）、阿部 弘太郎1）、松本 翔1）、井上 晃太2）、立石 悠基2）、筒井 裕之1）

C会場
（5F 大会議室１）
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 CRA09 頻回な失神を契機に判明し、早期治療介入により救命し得た透析関連肺高血圧症
の一例

飯塚病院循環器内科

〇片迫 彩、吉田 賢明、川上 将司、庄島 耀子、前園 明寛、古川 正一郎、大賀 泰寛、
高原 勇介、稲永 慶太、今村 義浩、井上 修二朗

 CRA10 慢性活動性 EB ウイルス感染により肺高血圧症を来した一例
1）琉球大学　医学部附属病院　循環器・腎臓・神経内科学講座（第三内科）、
2）琉球大学　医学部附属病院　内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科）

〇湧川 林1）、當間 裕一郎1）、糸数 優樹1）、渡嘉敷 真太1）、宮城 文音1）、永田 春乃1）、
潮平 親哉1）、友利 昌平2）、呉屋 薫1）、財間 智士1）、潮平 朝洋1）、池宮城 秀一1）、森島 聡子2）、
岩淵 成志1）、益崎 裕章2）、大屋 祐輔1）

 CRA11 マルチモダリティ検査により先天性巨大右房憩室を診断し、外科的治療となった
一例

1）久留米大学　医学部内科学講座　心臓・血管内科部門、
2）久留米大学　医学部外科学講座　心臓血管外科

〇森田 浩介1）、本多 亮博1）、庄嶋 賢弘2）、仲吉 孝晴1）、田原 敦子1）、戸次 宗久1）、緒方 詔子1）、
杦山 陽一1）、田原 宣広1）、田中 啓之2）、福本 義弘1）

	 15:20～16:50	 第5回 ACHDセッション

	 	 テーマ：心房中隔欠損症
座長：石川 司朗（福岡輝栄会病院　内科・循環器内科）　  　　　　　 

井本 浩（鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　心臓血管外科）

 ACHD01 心房中隔欠損症に対するカテーテル治療
久留米大学医学部　小児科学講座

○須田 憲治

 ACHD02 心房中隔欠損症の外科治療―類似疾患を含めて―
鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　心臓血管外科

○松葉 智之

 ACHD03 肺高血圧症を伴う心房中隔欠損症―この穴閉じますか？―
九州大学病院　循環器内科

○石北 綾子

C会場
（5F 大会議室１）
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D会場（5Ｆ 大会議室２）

	 8:30～9:25	 YIA	基礎研究・トランスレーショナルリサーチ	(TR)	セッション

座長：北村 和雄（宮崎大学医学部　内科学講座　循環体液制御学分野　第一内科） 
浦部 由利（北九州市立医療センター　循環器内科）　　　　　　　　　　　

YTR01 アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬の抗大動脈瘤効果
福岡大学　医学部　心臓・血管内科学

〇田代 浩平、桑野 孝志、出石 礼仁、森田 英剛、末松 保憲、三浦 伸一郎

YTR02 ox-LDL、AGE は AT1R signal/Rho kinase による mitochondrial fission を介
して血管老化の原因となる

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

〇内門 義博、池田 義之、佐々木 雄一、赤﨑 雄一、大石 充

YTR03 RTA dh404の前経口投与は、脂肪組織由来（再生）幹細胞移植による血管新生
療法の効果を増強する

久留米大学病院内科学講座　心臓・血管内科部門

〇石﨑 勇太、佐々木 健一郎、吉川 尚宏、高田 優起、山路 和伯、鍵山 弘太郎、石松 高、
佐々木 雅浩、板家 直樹、大塚 昌紀、横山 晋二、上野 高史、福本 義弘

YTR04 骨格筋から分泌されるマイクロ RNA の網羅的解析による心血管疾患の新規治療
標的の同定

1）熊本大学大学院　生命科学研究部　循環器内科学、
2）大阪市立大学大学院　医学研究科　循環器内科学

〇石田 俊史1）、泉家 康宏2）、有馬 勇一郎1）、山田 敏寛1）、山本 正啓1）、荒木 智1）、辻田 賢一1）

YTR05 Toll-like receptor9阻害は血管周囲炎症を軽減することで肺高血圧症の進展を抑
制する

九州大学病院　循環器内科

〇石川 智一、阿部 弘太朗、渡邊 高徳、今給黎 智美、筒井 裕之

D会場
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	 9:30～10:50	 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）　　　　　　 　　　　 

藏満 昭一（一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院　循環器内科） 　 

コメンテーター：古賀 聖士（長崎大学病院　循環器内科）　　　　 　　　　　　　　　　 

佐々木 健一郎（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門）

 001 非造影 T1強調 MRI と FDG-PET を比較できた冠動脈疾患の2症例
1）久留米大学　医学部　内科学講座　心臓・血管内科、2）国立循環器病センター　心臓血管内科

〇戸次 宗久1）、田原 宣広1）、仲吉 孝晴1）、杦山 陽一1）、緒方 詔子1）、孫 佳慧1）、本多 亮博1）、
井形 幸代1）、田原 敦子1）、野口 輝夫2）、上野 高史1）、福本 義弘1）

 002 冠動脈－冠静脈洞同時採血による心筋代謝解析
熊本大学　循環器内科

〇有馬 勇一郎、高潮 征爾、坂本 憲治、海北 幸一、辻田 賢一

 003 ピロリン酸心筋シンチグラフィが急性心筋梗塞の診断に有用であった一例
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　循環器科

〇山城 俊樹、勝連 朝史、平良 良集、槙田 徹、大城 克彦、宮良 高史、田場 洋二、當真 隆 

 004 BMS 留置後に遅発性血栓症による ACS を繰り返したため DES 留置で加療を行
なった一例

佐賀県医療センター好生館

〇鶴田 浩太呂、中村 郁子、吉田 敬規

 005 スタックした IVUS をガイドワイヤーごと抜去した後、wiring に難渋した1例
沖縄赤十字病院　循環器内科

〇浅田 宏史、東風平 勉、伊敷 哲也、新城 治、新里 讓、砂川 長彦

 006 高度石灰化病変に対する stentless PCI の有効性
国立病院機構　九州医療センター　循環器内科

○佐野 仁弥、石丸 晃成、福山 雄介、福田 翔子、芝尾 昂大、目野 恭平、荒木 将裕、
矢加部 大輔、小村 総一朗、麻生 明見、森 隆宏、竹中 克彦、村里 嘉信、中村 俊博

 007 ステント内再狭窄を繰り返す FH 患者に対して、PCSK9阻害薬が有効であった
1例

藤元総合病院　循環器内科

〇榎園 圭、尾辻 秀章、剣田 昌伸、木原 浩一

 008 心室中隔穿孔を合併した急性心筋梗塞に対し、IMPELLA 挿入し循環動態を安定
し得た一例

国立病院機構　九州医療センター　心臓血管外科

〇平田 雄一郎、田山 英基、内山 光、恩塚 龍士、古川 浩二郎、森田 茂樹

D会場
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 009 右冠動脈大動脈起始異常症に対する冠動脈移植術
九州医療センター　心臓血管外科

〇内山 光、古川 浩二郎、平田 雄一郎、恩塚 龍士、田山 栄基、森田 茂樹

 010 心室性期外収縮に対するカテーテルアブレーション中に左冠動脈主幹部損傷を合
併した２例

小倉記念病院

〇佐土原 洋平、廣上 潤、山本 慧、久慈 怜、森田 純次、高麗 謙吾、福永 真人、永島 道雄、
廣島 謙一、今田 一彰、蔵満 昭一、兵頭 真、安藤 献児

	 12:20～13:10	 ランチョンセミナー	4

座長：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）

 LS4 慢性心不全治療に残された課題

演者：木原 康樹（広島大学大学院　循環器内科学）

共催：帝人ファーマ株式会社、帝人在宅医療株式会社

	 13:20～14:20	 生物統計

	 	 テーマ：臨床家のためのわかりやすい生物統計セミナー

 基礎編1 検定するとは何か ?
演者：渡邊 広子（九州大学病院 ARO 次世代医療センターデータセンター統計解析ユニット）

 基礎編2 非劣性試験 (Non-Inferiority Trial) のしくみと解釈
演者：廣瀬 将行（九州大学病院 ARO 次世代医療センターデータセンター統計解析ユニット）

 発展編 正準判別分析
演者：岸本 淳司（九州大学病院 ARO 次世代医療センター執行部　准教授）

D会場
（5F 大会議室２）
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	 14:30～15:40	 虚血性心疾患	2

座長：油布 邦夫（大分大学医学部　循環器内科）　　　　　　　　　 

坂本 憲治（熊本大学病院　循環器内科）　　　　　　　　　　 

コメンテーター：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） 
小川 正一（鹿児島市立病院　循環器内科）　　　　　　　　　

 011 急性心筋梗塞患者に対する福岡県ドクターヘリ対応の現状と課題
1）久留米大学病院　高度救命救急センター　CCU、2）久留米大学　心臓・血管内科、
3）久留米大学病院　高度救命救急センター

〇本間 丈博1,2）、平湯 恒久3）、吉賀 巧1,2）、赤垣 大樹1,2）、中野 仁晴1,2）、大塚 麻樹1,2）、
堀 賢介1,2）、高須 修3）、福本 義弘2）

 012 アナフィラキシーショックにより冠攣縮が誘発されたと考えられた1例
大分岡病院　循環器内科

〇御手洗 和毅、永瀬 公明、藤田 崇史、浦壁 洋太、金子 匡行、脇坂 収、宮本 宣秀

 013 広範心筋虚血を伴う多枝病変の不安定狭心症に対して Impella2.5補助下に PCI
を施行し良好な転機を辿った一例

宮崎市郡医師会病院

〇吉田 千春、小岩屋 宏、柴田 剛徳

 014 高度石灰化を伴うステント拡張不良病変に対してエキシマレーザーが有用であっ
た1例

小倉記念病院　循環器内科

〇諸藤 徹、平森 誠一、蔵満 昭一、山地 杏平、道明 武範、曽我 芳光、兵頭 真、白井 伸一、
安藤 献児

 015 慢性完全閉塞病変に対する心臓 MRI を用いた評価の有用性
福岡和白病院　循環器内科

〇後藤 義崇、芹川 威、藤田 一允、河原 正明、伊元 裕樹、仲村 圭太、野口 博生、有田 武史

 016 半導体 SPECT による心筋血流の定量評価により冠動脈バイパス術の治療効果を
確認し得た一例

新古賀病院　心臓血管センター

〇梅地 恭子、福山 尚哉、川﨑 友裕

 017 High bleeding risk 患者に対する Drug coated stent 留置後の観察研究；血管
内視鏡を用いた冠動脈内腔評価

宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　循環器内科

〇小岩屋 宏、西平 賢作、吉田 千春、栗山 根廣、柴田 剛徳

 018 PCSK-9阻害薬の経時的効果を血管内視鏡を用いて観察した症例
福岡山王病院

〇尾崎 功治、菅野 道貴、村上 雄二、瀬筒 康弘、田中 俊江、福泉 寛、横井 宏佳

D会場
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	 15:50～16:40	 一般・リハビリ

座長：井手 友美（九州大学大学院医学研究院　循環器病病態治療講座） 　  

秋好 久美子（大分大学医学部　循環器内科・臨床検査診断学講座） 
コメンテーター：窪薗 琢郎（鹿児島大学　心臓血管・高血圧内科学）　　　　　 　　 

荒木 優（産業医科大学医学部　第二内科学）  　　　　　　　　　　

 019 ペースメーカー留置術直前に脳梗塞を発症し早期診断と加療を行えた99歳の一
例

1）独立行政法人　国立病院機構　佐賀病院　循環器内科、2）佐賀大学医学部　循環器内科

〇城島 昂太1）、樋渡 敦1）、野出 孝一2）

 020 多形性心室頻拍を契機に診断し得た原発性アルドステロン症の一例
1）宮崎大学医学部内科学講座　循環体液制御学分野、2）宮崎県立延岡病院　心臓血管センター

〇冨田 俊介1）、島津 久遵1）、福井 喜朗1）、山下 慶子1）、山口 昌志1）、山村 善政1）、黒木 建吾1）、
小山 彰平1）、井手口 武史1）、鬼塚 久充1）、鶴田 敏博1）、石川 哲憲1）、北 俊弘1）、北村 和雄1）、
森 隆之2）、山本 展誉2）

 021 日常生活の飲水にて繰り返す失神を来した1例
社会医療法人財団　白十字会　白十字病院　循環器内科

〇松岡 優太、則松 賢次、柴田 優果、佐光 英人

 022 重症大動脈弁狭窄症患者に対する超低強度レジスタンストレーニングの安全性評
価

久留米大学病院内科学講座　心臓・血管内科部門

〇石﨑 勇太、佐々木 健一郎、吉川 尚宏、高田 優起、山路 和伯、鍵山 弘太郎、石松 高、
佐々木 雅浩、板家 直樹、大塚 昌紀、横山 晋二、上野 高史、福本 義弘

 023 同地域男性住民の36年間に渡る体型、血圧、握力、栄養状態の変化
久留米大学　医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門

〇吉川 尚宏、佐々木 健一郎、石崎 勇太、佐々木 基起、片伯部 幸子、大塚 昌紀、高田 優起、
足達 寿、福本 義弘

 024 一般検診者と心血管病患者におけるサルコペニア亜型合併調査
久留米大学　医学部　心臓・血管内科

〇佐々木 健一郎、石崎 勇太、佐々木 基起、大塚 昌紀、板家 直樹、知花 英俊、佐々木 雅浩、
石松 高、鍵山 弘太郎、片伯部 幸子、吉川 尚宏、高田 優起、山路 和伯、横山 晋二、
上野 高史、福本 義弘

D会場
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E会場（5Ｆ 大会議室３）

	 8:30～9:40	 心内膜炎

座長：高木 数実（久留米大学医学部　心臓外科）　　   　　　　　　　　 

山本 英一郎（熊本大学大学院　生命科学研究部　循環器内科学） 　 

コメンテーター：門上 俊明（済生会二日市病院）　　　　　　　 　　 　　　　　 　 

本間 丈博（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門） 

 025 脳出血を初発症状とした感染性心内膜炎の一例
那覇市立病院

〇中田 円仁 、横田 尚子 、比嘉 南夫 、問仁田 守 、旭 朝弘 、田端 一彦

 026 肝硬変を有する腹膜透析患者の僧帽弁位感染性心内膜炎
聖マリア病院　心臓血管外科

〇和田 久美子、飛永 覚、奈田 慎一、青柳 成明、安永 弘

 027 種々の薬剤性障害により、術前管理に難渋した感染性心内膜炎の一例
下関市立市民病院　循環器内科

〇與田 俊介、有馬 岳史、辛島 詠士、安田 潮人、金子 武生

 028 脾臓破裂、脾膿瘍に対し脾摘を先行した感染性心内膜炎の一例
1）福岡徳洲会病院　心臓血管外科、2）福岡徳洲会病院　循環器内科

〇七條 正英1）、片山 雄二1）、諸隈 宏之1）、陣内 宏紀1）、宮﨑 修平2）

 029 経カテーテル大動脈弁置換術後早期に発症した Mycobacterium mageritense
の一例

豊見城中央病院　循環器内科

〇新垣 朋弘、大里 健作、阿部 昌巳、嘉数 敦、前田 峰孝、大庭 景介、嘉数 真教、新崎 修

 030 大動脈弁置換術後に弁輪部膿瘍による大動脈右房瘻をきたした感染性心内膜炎の
1例

1）大分市医師会立アルメイダ病院　心臓血管外科、2）大分市医師会立アルメイダ病院　循環器内科

〇吉村 健司1）、濱本 浩嗣1）、前田 智2）、神徳 宗紀2）

 031 僧帽弁位感染性心内膜炎および先天性二尖弁に対して二弁形成術を施行した一例
1）熊本総合病院　心臓血管外科、2）熊本大学病院　心臓血管外科

〇高木 淳1）、毛井 純一1）、福井 寿啓2）

E会場
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 032 僧帽弁前尖の瘤化及び穿孔による僧帽弁逆流を認めた感染性心内膜炎に対して僧
帽弁形成術で修復し得た一例

1）福岡県済生会福岡総合病院　循環器内科、2）福岡県済生会福岡総合病院　臨床検査部、
3）福岡県済生会福岡総合病院　心臓血管外科

〇安心院 法樹1）、長友 大輔1）、桑原 豪3）、宇治川 好枝2）、樗木 まどか1）、木村 光邦1）、
毛利 紀之1）、吉田 大輔1）、河野 佑貴1）、巷岡 聡1）、砂川 玄哉1）、長田 芳久1）、中野 正紹1）、
野副 純世1）、末松 延裕1）、森重 徳継3）、久保田 徹1）

	 9:50～10:50	 動脈疾患・腫瘍

座長：琴岡 憲彦（佐賀大学医学部　循環器内科）　     　　　 

鈴木 龍介（熊本赤十字病院 心臓血管外科）　  　　　 

コメンテーター：杉原 充（福岡大学 医学部 心臓・血管内科学講座）  　 

首藤 敬史（大分大学医学部附属病院　心臓血管外科）

 033 大動脈解離に合併した播種性血管内凝固症候群に対してトラネキサム酸投与が奏
効した2症例

市立大村市民病院　心臓血管外科

〇菊先 聖、尾田 毅、赤岩 圭一、中村 克彦

 034 再発 Stanford B 型大動脈解離の保存的加療中に再解離を来たした一例
九州労災病院　循環器内科

〇中村 圭吾、高津 博行、村岡 秀崇、今村 香奈子、岩垣 端礼、赤司 純

 035 交通外傷を契機に出血病変と限局性左鎖骨下動脈解離を合併症した一例
久留米大学病院　心臓血管内科

〇吉賀 巧、中尾 英智、赤垣 大樹、中野 仁晴、本間 丈博、大塚 麻樹、堀 賢介、福本 義弘

 036 上腸間膜動脈解離の経過観察中に腹腔動脈解離を来した一例
社会医療法人敬和会　大分岡病院　循環器内科

〇藤田 崇史、御手洗 和毅、石川 敬喜、浦壁 洋太、金子 匡行、脇坂 収、宮本 宣秀、
永瀬 公明、立川 洋一

 037 大動脈弁狭窄をきたした乳頭状線維弾性腫の一例
新古賀病院　心臓血管外科

〇島内 浩太、林 奈宜、佐藤 久、吉戒 勝

 038 脳梗塞との関連が疑われた僧帽弁 CAT の3症例
1）済生会福岡総合病院　循環器内科、2）済生会福岡総合病院　生理機能検査室

〇木村 光邦1）、長友 大輔1）、樗木 まどか1）、毛利 紀之1）、吉田 大輔1）、安心院 法樹1）、
河野 佑貴1）、砂川 玄哉1）、巷岡 聡1）、長田 芳久1）、中野 正紹1）、野副 純世1）、大井 啓司1）、
末松 延裕1）、久保田 徹1）、宇治川 好枝2）、河本 尚子2）

E会場
（5F 大会議室３）
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	 12:20～13:10	 ランチョンセミナー	5

座長：辻田 賢一（熊本大学大学院生命科学研究部　循環器内科学）

 LS5 心房細動合併 PCI 患者における抗血栓療法の新たな展開

演者：川﨑 友裕（新古賀病院　心臓血管センター）

共催：バイエル薬品株式会社

	 13:20～14:20	 不整脈	1

座長：中村 俊博（国立病院機構　九州医療センター　循環器内科） 
比嘉 聡（医療法人　博愛会　牧港中央病院　循環器内科） 　 

コメンテーター：向井 靖（日本赤十字社　福岡赤十字病院　循環器内科）　　 

井手口 武史（宮崎大学医学部附属病院　循環器内科）　  　

 039 上大静脈を起源とした心房頻拍の2症例
済生会福岡総合病院

〇長田 芳久、河野 佑貴、巷岡 聡、中野 正紹、野副 純世、久保田 徹

 040 複数の頻拍起源部位を認め、マッピングによる同定に難渋した左心房起源心房頻
拍の症例

社会医療法人天神会　新古賀病院

〇梶山 公裕、山部 浩茂、副嶋 利弥、深水 友梨恵、原口 和樹、小此木 太一、平井 敬佑、
福岡 良太、折田 義也、梅地 恭子、古賀 久士、川﨑 友裕

 041 リンパ腫による左房浸潤治療後に腫瘍は消失したものの不整脈基質となったと考
えられた巣状心房頻拍の症例

浜の町病院　循環器内科

〇小河 清寛、藤田 理志、本田 勝也、塩見 哲也、船越 祐子、臼井 真

 042 Mitral-Isthmus dependent AFL に対する additional chemical ablation の重
要性と意義

済生会熊本病院　循環器科

〇根岸 耕大、古山 准二郎、金子 祥三、林 克英、岡松 秀治、田中 靖章、劔 卓夫、奥村 謙、
坂本 知浩

 043 肺静脈隔離術における high power short duration 通電の有用性に関する検討
済生会福岡総合病院　循環器内科

〇中野 正紹、野副 純世、木村 光邦、樗木 まどか、毛利 紀之、吉田 大輔、安心院 法樹、
河野 佑貴、砂川 玄哉、巷岡 聡、長田 芳久、長友 大輔、大井 啓司、末松 延裕、久保田 徹

E会場
（5F 大会議室３）
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 044 左房低電位領域と心房細動アブレーション後再発の検討
済生会福岡総合病院　心臓血管・大動脈センター　循環器内科

〇河野 佑貴、野副 純世、巷岡 聡、長田 芳久、中野 正紹、長友 大輔、大井 啓司、末松 延裕、
久保田 徹

 045 左房低電位領域は局所的な繊維化を示すのか？－ HD Grid を用いた心房細動症
例での解析

佐賀大学医学部　循環器内科

〇大坪 豊和、山口 尊則、中島 夏奈、野出 孝一

	 14:30～15:30	 不整脈	2

座長：小川 正浩（福岡大学病院　循環器内科）　　　　　　　　　　　 

深江 学芸（長崎大学病院　循環器内科）　　　　　　　　　　　 

コメンテーター：篠原 徹二（大分大学医学部　循環器内科・臨床検査診断学講座） 
山口 尊則（佐賀大学医学部　循環器内科）　　　　　　　　　　

 046 最近経験した permanent form of junctional reciprocating tachycardia 
(PJRT) 2例の検討

産業医科大学病院

〇田村 健太郎、大江 学治、山岸 靖宣、塚原 慧太、河野 律子、荻ノ沢 泰司、安部 治彦、
尾辻 豊

 047 開心術後の右房マクロリエントリー性頻拍に対する RFCA において Ripple map
が有用であった一例

1）社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院　循環器内科、2）福岡赤十字病院　循環器内科

〇長岡 和宏1）、由布 威雄1）、田代 英樹1）、向井 靖2）、貞松 研二1）

 048 先天性 QT 延長症候群に伴う多形性心室頻拍及びトリガー心室性期外収縮に対し
てアブレーションを施行した症例

九州大学病院　循環器内科

〇西村 遼平、高瀬 進、細川 和也、坂本 和生、阿部 弘太朗、林谷 俊児、日浅 謙一、
筒井 裕之

 049 Peri-aortomitral continuity起源の心室頻拍に対し経心房中隔的にアブレーショ
ンを行った１例

佐賀大学循環器内科

〇中島 夏奈、山口 尊則、大坪 豊和、野出 孝一、田原 舞

 050 ファロー四徴症術後の心室頻拍に対しカテーテルアブレーションを施行した1例
1）高邦会　高木病院　循環器内科、2）高邦会　高木病院　高血圧・心不全センター、
3）高邦会　高木病院　心臓血管外科

〇片桐 敏雄1）、稲毛 智仁1）、藤村 峰志1）、山本 唯史1）、生田 拓2）、廣岡 良隆2）、元松 祐馬3）、
久原 学3）

E会場
（5F 大会議室３）
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 051 ペースメーカー心外膜リードによる冠動脈圧迫を来たし心臓カテーテル検査中に
心停止に至った１例

1）福岡市立こども病院　循環器科、2）福岡市立こども病院　心臓血管外科

〇白水 優光1）、佐川 浩一1）、石川 友一1）、倉岡 彩子1）、鍋島 泰典1）、中野 俊秀2）、
小田 晋一郎2）、安東 勇介2）、角 秀秋2）

	 16:00～16:50	 ティータイムセミナー	1

座長：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）

 TS1 最新のガイドラインからみた肺動脈性肺高血圧症治療について

演者：田原 宣広（久留米大学病院　循環器病センター）

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

E会場
（5F 大会議室３）
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F 会場（4Ｆ 中会議室２・３）

	 8:30～9:40	 先天性心疾患・弁膜症

座長：庄嶋 賢弘（久留米大学医学部　外科学講座）　　　　 　　　　　 　　　　 

山村 健一郎（九州大学病院　小児科）　　　　 　　　　　 　　　　　　　 

コメンテーター：中矢代 真美（南部医療センター・こども医療センター　小児循環器内科）　 

阪口 修平（宮崎大学医学部　外科学講座　心臓血管外科）　　  　　　　　

 052 卵円孔開存を介する右→左シャントにより低酸素血症をきたしたファロー四徴症
の成人症例

地域医療機能推進機構　九州病院

〇川原 卓郎、末永 知康、川村 奈津美、宮田 健二、毛利 正博

 053 Fontan 循環における酸素吸入の効果
1）福岡市立こども病院　循環器科、2）福岡市立こども病院　心臓血管外科

〇村岡 衛1）、石川 友一1）、兒玉 祥彦1）、倉岡 彩子1）、中村 真1）、佐川 浩一1）、小田 晋一郎2）、
中野 俊秀2）、角 秀秋2）

 054 心臓リハビリテーションが有効であった成人 PLE 合併 TCPC 術後症例
1）JCHO 九州病院　健康診断部、2）JCHO　九州病院　小児科

〇折口 秀樹1）、渡邊 まみ江2）、宗内 淳2）

 055 薬物加療抵抗性の心不全に経皮的動脈管開存閉鎖術が奏功した一例
1）九州大学病院　循環器内科、2）九州大学病院　病態機能内科学

〇眞崎 耕平1）、坂本 一郎1）、石北 綾子1）、林谷 俊児1）、日浅 謙一1）、坂本 隆史1）、内野 紗織1）、
今給黎 智美1）、梅本 真太郎1）、吉住 瑛理子2）、阿部 弘太郎1）、筒井 裕之1）

 056 生体弁置換術後2年で人工弁機能不全をきたした1例
佐賀大学　医学部　胸部・心臓血管外科

〇古賀 佑一、髙松 正憲、竹内 祐貴、髙橋 巴久、内野 宗徳、野上 英次郎、柚木 純二、
蒲原 啓司

 057 心房中隔欠損症に対する低侵襲手術
九州大学病院　心臓血管外科

〇帯刀 英樹、牛島 智基、藤田 智、塩瀬 明

 058 Evolut PRO が pop-up し、second valve 留置にて bail out した1例
小倉記念病院

〇浦 祐次郎、石津 賢一、川口 朋宏、谷口 智彦、林 昌臣、磯谷 彰宏、白井 伸一、安藤 献児

F 会場
（4F 中会議室２・３）
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 059 ロボット支援下僧帽弁形成術の導入
九州大学病院　心臓血管外科

〇牛島 智基、園田 拓道、木村 聡、松山 翔、藤田 智、大石 恭久、帯刀 英樹、田ノ上 禎久、
塩瀬 明

	 9:50～11:05	 静脈疾患・肺循環

座長：廣松 伸一（久留米大学医学部　外科学講座）　　 　　　　　　　　　　 　 

齋藤 聖多郎（大分大学医学部　循環器内科・臨床検査診断学講座）　  　　 

コメンテーター：宮永 直（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） 
山元 芙美（国立病院機構嬉野医療センター）　　　　　 　　  　　　　　　

 060 アセタゾラミドによるリンパ浮腫治療：症例報告
慈恵会西田病院

〇片岡 一

 061 甲状腺クリーゼにより救命し得なかった1例
佐賀大学医学部附属病院　循環器内科

〇峰松 優季、井上 洋平、矢島 あゆむ、野出 孝一

 062 右房自由壁に付着する多発有茎性球状血栓を認めた1例
嬉野医療センター　心臓血管外科

〇山元 博文、力武 一久、三保 貴裕、大崎 隼

 063 第２子妊娠中に初回の深部静脈血栓症を発症し、その後に先天性アンチトロンビ
ンⅢ欠損症の診断に至った一例

1）福岡大学病院　心臓血管内科学、2）金沢大学附属病院　血液内科

〇山下 素樹1）、小牧 智1）、田代 浩平1）、稲田 悠希1）、岩田 敦1）、小川 正浩1）、森下 英里子2）、
三浦 伸一郎1）

 064 脳梗塞を契機に診断に至った遺伝性出血性末梢血管拡張症の1例
1）地方独立行政法人　大牟田市立病院　循環器内科、2）久留米大学病院　心臓血管内科

〇大地 祐輔1）、二又 誠義1）、山本 麻紀2）、紫原 美和子1）、川崎 修平2）、杦山 陽一2）、
野原 正一郎2）、知花 英俊2）、大塚 昌紀2）、福本 義弘2）

 065 診断や治療方針の決定に難渋したが肺高血圧症の薬物治療によって劇的に症状が
改善した多発筋炎に伴う心不全

久留米大学医療センター

〇翁 徳仁、松島 慶央、佐々木 基起、新山 寛、加藤 宏司、甲斐 久史

 066 Maze 手術後の遠隔期に肺静脈狭窄が原因で喀血を繰り返した一例
浦添総合病院　循環器内科

〇千葉 卓、儀間 義勝、中根 啓貴、名護 元志、幡野 翔、知念 敏也、仲村 健太郎、宮城 直人、
島尻 正紀、上原 裕規

F 会場
（4F 中会議室２・３）
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 067 急性肺塞栓症による心肺停止後、胸骨圧迫により内胸動脈を損傷した1例
1）国立病院機構　九州医療センター　循環器内科、
2）国立病院機構　九州医療センター　脳血管神経内科、
3）国立病院機構　九州医療センター　放射線科

〇福田 翔子1）、小村 聡一郎1）、佐野 仁弥1）、石丸 晃成1）、福山 雄介1）、芝尾 昂大1）、
荒木 将裕1）、目野 恭平1）、矢加部 大輔1）、麻生 明見1）、森 隆宏1）、竹中 克彦1）、村里 嘉信1）、
中村 俊博1）、船水 章央2）、安森 弘太郎3）

 068 肺高血圧症における elastography を用いた肝硬度評価の意義
1）久留米大学　医学部　内科学講座心臓・血管内科部門、
2）久留米大学　医学部　内科学講座消化器内科部門

〇杦山 陽一1）、田原 宣広1）、戸次 宗久1）、本多 亮博1）、緒方 詔子1）、孫 佳慧1）、田原 敦子1）、
川口 巧2）、黒松 亮子2）、鳥村 拓司2）、福本 義弘1）

	 12:20～13:10	 ランチョンセミナー	6

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）

 LS6-1 抗血栓薬使用時の上部消化管出血マネージメント

 吉田 智治（小倉記念病院消化器内科）

 LS6-2 心外膜脂肪と心房細動

 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）

共催：武田薬品工業株式会社

	 13:20～14:20	 弁膜症・心筋症

座長：和田 秀一（福岡大学　心臓血管外科）　　　　　　　　　　　　　 

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） 
コメンテーター：蒲原 啓司（佐賀大学医学部胸部・心臓血管外科）　　　    　　　　 

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）　

 069 先端巨大症に合併した僧帽弁閉鎖不全症に対して、僧帽弁形成術を行った一例
1）久留米大学医学部　内科学講座心臓・血管内科部門、2）久留米大学医学部　心臓血管外科

〇本多 亮博1）、平方 佐季1）、高木 数実2）、熊埜御堂 淳1）、緒方 詔子1）、戸次 宗久1）、
田原 敦子1）、杦山 陽一1）、田原 宣広1）、田中 啓之2）、福本 義弘1）

 070 Barlow 病による僧帽弁逆流と心室期外収縮が、形成術により改善した一例
1）済生会福岡総合病院　循環器内科、2）済生会福岡総合病院　臨床検査部

〇樗木 まどか1）、長友 大輔1）、宇治川 好枝2）、木村 光邦1）、毛利 紀之1）、吉田 大輔1）、
安心院 法樹1）、河野 佑貴1）、砂川 玄哉1）、巷岡 聡1）、長田 芳久1）、中野 正紹1）、野副 純世1）、
大井 啓司1）、末松 延裕1）、久保田 徹1）

F 会場
（4F 中会議室２・３）
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 071 ステントポスト部の動脈壁との接着によるパンヌス形成により早期弁不全を呈し
た一例

宮崎大学　医学部　外科学講座　心臓血管外科分野

〇阪口 修平、古川 貢之、岩崎 あや香、森 晃佑、石井 廣人、中村 都英

 072 二次性心筋症との鑑別が困難であった肥大型心筋症2症例
久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門

〇緒方 詔子、田原 宣広、田原 敦子、本多 亮博、戸次 宗久、杦山 陽一、板家 直樹、
福本 義弘

 073 心アミロイドーシスの症例における心臓用半導体 SPECT システムを用いた冠血
流予備能の評価

福岡県　済生会　二日市病院

〇今林 都咲、門上 俊明、西﨑 晶子、戸伏 倫之、西 淳一郎、井上 敬測、中村 亮、安藤 眞一、
福山 尚哉

 074 診断に難渋し VT storm に陥った心限局性サルコイドーシスの一例
九州大学病院　循環器内科

〇倉岡 沙耶菜、橋本 亨、西村 遼平、冨田 俊一朗、増永 智哉、松本 翔、甲木 雅人、高瀬 進、
坂本 和生、篠原 啓介、松島 将士、大谷 彰規、肥後 太基、井手 友美、阿部 弘太郎、
筒井 裕之

 075 虚血性心筋症による治療抵抗性心不全の血行動態改善にニトロプルシドが有効で
あった1例

1）九州大学病院　循環器内科、2）福岡赤十字病院　循環器内科

〇増永 智哉1）、橋本 亨1）、倉岡 沙耶菜1）、松本 翔1）、甲木 雅人1）、池田 翔大1）、豊原 貴之2）、
篠原 啓介1）、松島 将士1）、大谷 規彰1）、肥後 太基1）、井手 友美1）、阿部 弘太郎1）、
筒井 裕之1）

	 14:30～15:50	 心膜・心筋疾患

座長：下園 弘達（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門） 
落合 由恵（JCHO 九州病院　心臓血管外科）　　　　　　　　　　 

コメンテーター：福田 智子（大分大学医学部　循環器内科・臨床検査診断学講座）　 

田代 英樹（聖マリア病院　循環器センター）　　　　　　　　　　

 076 心房粗動を契機に診断に至った右房拡張症の1例
1）熊本中央病院　循環器内科、2）熊本中央病院　心臓血管外科、3）熊本中央病院　検査科

〇堀尾 英治1）、原田 寿夫2）、福島 敬修3）、星山 禎1）、名幸 久仁1）、西嶋 方展1）、瀧 智史2）、
外牧 潤1）、柳 茂樹2）、野田 勝生1）、大嶋 秀一1）

 077 診断に難渋した滲出性収縮性心膜炎の一例
1）沖縄協同病院　循環器内科、2）沖縄協同病院　心臓血管外科

〇澤紙 秀太1）、仲宗根 卓1）、伊良波 禎1）、山内 昌喜1）、東 理人2）、橋本 亘2）、當山 眞人2）

F 会場
（4F 中会議室２・３）
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 078 Late onset radiation-induced constrictive pericarditis の一例
新小文字病院

〇遠山 奈雅博、近藤 承一、冨永 尚樹

 079 幽門側胃切除術後遠隔期に食道亜全摘／回結腸再建術を受けた後、右心不全を呈
し診断に至った脚気心の一例

宮崎大学医学部附属病院内科学講座循環体液制御学分野

〇竹内 貴哉、山村 善政、島津 久遵、冨田 俊介、福井 喜朗、山下 慶子、山口 昌志、
黒木 建吾、小山 彰平、井手口 武史、鬼塚 久充、鶴田 敏博、石川 哲憲、北村 和雄

 080 発作性心房細動を電気的除細動後にペースメーカー心室リードが穿通し、心嚢液
貯留をきたした症例

新古賀病院　循環器内科

〇小此木 太一、川崎 友裕

 081 タコツボ心筋症発症後に心原性脳塞栓症を発症した症例
1）福岡市民病院　循環器内科、2）福岡市民病院　脳神経内科

〇康 憲史2）、田中 文彬1）、松浦 託1）、有村 貴博1）、長山 友美1）、大坪 秀樹1）、柴田 憲一2）、
中垣 英明2）、弘永 潔2）

 082 急峻な心機能低下と多彩な心電図変化を示す劇症型心筋炎に対して迅速な補助循
環装置の導入で救命し得た一例

1）九州大学　医学部　ハートセンター血液・腫瘍・心血管内科、
2）九州大学　医学部　循環器内科、3）九州大学　医学部　心臓血管外科

〇辰元 良麻1,3）、森山 祥平1）、二見 崇太郎1）、入江 圭1）、横山 拓1）、深田 光敬1）、肥後 太基2）、
丸山 徹1）、赤司 浩一1）、塩瀬 明3）

 083 ECMO と IMPELLA5.0により救命し得た高齢発症劇症型心筋炎の一例
1）九州大学病院　循環器内科、2）九州大学病院　心臓血管外科

〇冨田 俊一朗1）、橋本 亨1）、倉岡 沙耶菜1）、西村 遼平1）、甲木 雅人1）、篠原 啓介1）、
松島 将士1）、大谷 規彰1）、肥後 太基1）、井手 友美1）、阿部 弘太郎1）、牛島 智基2）、
園田 拓道2）、田ノ上 禎久2）、塩瀬 明2）、筒井 裕之1）

 084 経皮的中隔心筋焼灼術後の心室性期外収縮に対し遠位橈骨動脈アプローチにて追
加治療を施行した一例

聖マリア病院

〇由布 威雄、貞松 研二、田代 英樹

 085 心尖部瘤を伴う心室中部閉塞性肥大型心筋症に対し外科的治療を行った1例
1）日本赤十字社　唐津赤十字病院、2）国立病院機構九州医療センター

〇八並 由樹1）、仲村 尚崇1）、平田 雄一郎2）、古川 浩二郎2）、成田 圭佑1）、古川 陽介1）、
橋本 重正1）、森 唯史1）

F 会場
（4F 中会議室２・３）
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	 16:00～16:50	 ティータイムセミナー	2

座長：筒井 裕之（九州大学大学院医学研究院　循環器内科学）

 TS2 ミネラルコルチコイド受容体関連高血圧治療における MRB

演者：柴田 洋孝（大分大学医学部　内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座）

共催：第一三共株式会社

F 会場
（4F 中会議室２・３）




