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※会場のじゅうろくプラザへは、JR改札口のある 2Fのまま JR岐阜に隣接するアクティブGを
　通り抜けるか、同じく２Fの JR 岐阜駅北側にある杜の架け橋を利用してアクセス可能です。

参加受付、審査員受付、単位受付

東海支部社員総会兼評議員会
ランチョンセミナー
コーヒーブレイクセミナー
会長特別企画
サテライト教育講演

DVDセッション
（医療安全・医療倫理に関する講演会）

ランチョンセミナー
コーヒーブレイクセミナー

休憩スペース／フリードリンク・スナック菓子サービス
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■会場案内図
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ご来場の先生方へ
参加者の皆様へ
1．参加費・参加証について

◆参加者は参加費（会場整理費）医師3,000円　コメディカル1,000円をお支払い
の上、参加証をお受け取りください。

　研修医・学生の方は無料です。
　サテライト教育講演および日本循環器学会医療安全・医療倫理に関する講演

会（DVD）のみの参加も参加費をお支払いください。
　今回の日本循環器学会医療安全・医療倫理に関する講演会（DVD）は、第82

回日本循環器学会学術集会（平成30年3月23日～25日：大阪）時と同じもの
になります。

　既に大阪にて視聴済みあるいはWEB にて視聴済みの先生には、単位取得がで
きません。ご注意ください。

　参加受付：2階 ホワイエ　日時：  6月30日（土）8：30～
◆会場内では必ず参加証を着用してください。

2．研修単位登録について
◆地方会出席による日本循環器学会専門医認定更新研修単位（5単位）の登録事

務は、参加受付（2階 ホワイエ）付近の東海支部事務局、教育講演参加による
日本循環器学会専門医認定更新研修単位（3単位）はＡ会場（2階 ホール）前
にて行われます。

◆日本循環器学会医療安全・医療倫理に関する講演会（DVD）参加による日本
循環器学会専門医認定更新研修必須単位（2単位）の登録事務は、Ｆ会場（2
階 研修室6）前にて行われます。

【単位登録受付時間】
◦地 方 会 出 席（5単位） 6月30日（土） 　 8 ：30～17：15
◦教 育 講 演（3単位） 6月30日（土） 　17：00～18：30
◦DVDセッション（2単位） 6月30日（土） 　 9 ：05～11：05
   　12：15～14：15

3．企業展示・フリードリンクサービス・クロークについて
◆企業展示・フリードリンクサービスは、5階 エントランスホールに準備して

おりますのでご利用ください。
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4．プログラム販売について
◆総合案内にて、1冊500円にて販売いたします。
※日本循環器学会会員の先生方には事前にプログラムを送付しております。
　当日、お忘れになられた場合でも、お買い求めください。

座長の皆様へ
◆担当セッションの15分前には、会場右前方の次座長席にご着席ください。
◆進行を一任いたしますので遅延のないようご協力ください。
◆発表時間は座長席の時計を参考にし、時間を厳守して進行してください。

演者の皆様へ
1．発表について
◆発表時間　口頭発表7分、討論3分。
◆発表形式　  発表は液晶プロジェクターを利用し、使用できるファイルは

PowerPointのみです。
◆当日の流れ
◦発表1時間前までを目途にPC受付1（2階 A会場入口前）またはPC受付2（5

階 E会場入口前）にて、発表ファイルの動作を確認して頂きます。その際に、
係員がお預かりしたデータを主催者側のPC にコピーいたします。

◦受付での時間のかかる編集はお断りします。予め編集が必要であればご自身
のPCをご用意ください。また受付後に編集をされた際は、もう一度受付をし
てください。

◦発表データの受付の後、発表15分前までには会場内の次演者席付近にてお待
ちください。

◦発表は演台のマウスおよびテンキーを使用して頂きます。
◦演題の発表の順番が来た時には最初の画面を用意しております。原則として、

発表者にスライド操作して頂きます。また演台にレーザーポインターを用意
しておりますのでご利用ください。

※コピーされたデータは学会終了後、主催者側で責任を持って消去いたします。
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◆ファイルの作成
◦持ち込むデータは、必ず事前にウイルススキャンを行ってください。
◦OSはWindows10、データ作成のアプリケーションはMicrosoft PowerPoint 

2007～2016のバージョンが使用できます。
　事前にデータを作成したPC 以外で正常に動作するか、ご確認ください。
◦Macintosh PowerPoint で作成されたファイルには拡張子（.pptx）を付け、

Windows で動作の確認をしてください。
※Macintosh PowerPointでのご発表となる場合は、ご自身のPC を持参ください。
◦スライド枚数は制限しませんが、発表時間を考慮して作成してください。また

全容量は10MB 以下としてください。
◦アニメーション、動画はトラブルの元ですので、できるだけ使用しないでく

ださい（どうしても発表に効果的と考えられる場合は、ご自身のPCを持参く
ださい）。

　また、音声のご利用はできません。
◦フォントは文字化けを防ぐために標準フォントを使用してください（日本語

フォント：MS 明朝、MS ゴシック、MSP 明朝、MSP ゴシックなど。英語
フォント：Arial、Century、Times、Times New Roman、Helvetica、Symbol 
など）。

◦データのファイル名は「会場名」「演題番号」、「発表者の氏名（漢字）」の順
で名前をつけて保存してください。

　　例）A-1 循環太郎.pptx
◦発表時には、ご発表データの1枚目をスライドショー状態でスクリーンに映写

しますので、ご自身でデータの送りを、演台上のマウスで操作を行ってくだ
さい。

◦PowerPointの発表者ツールは使用できません。

◆動画のない発表
　発表データはUSBフラッシュメモリまたはCD-R（CD-RW不可）のメディア

にてご持参ください。
◦メディアには当日発表されるデータのみ保存してお持ち込みください。発表

データ以外は入れないでください。
◦CD-Rに発表データをコピーする際には、必ずファイナライズ（セッションの

クローズ・使用したCDのセッションを閉じる）作業を行ってください。この
作業を行わなかった場合、データを作成したPC以外でデータを開くことがで
きなくなり、発表が不可能となりますのでご注意ください。

◆動画のある発表
　原則としてご自身のPC をお持ちください。
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◦D-sub15ピンコネクタからのモニター出力が必要です。事務局でD-sub15ピン
の接続ケーブルをご用意いたします。お持ち込み頂くPC からD-sub15ピンへ
の変換コネクタが必要な場合には、ご自身でお持ちください。

◦動画を使用される方は実際にお持込み頂くPCで再生できることを必ず事前に
ご確認ください。本体の液晶画面に動画が表示されても、PCの外部出力に接
続した画面には表示されない場合があります。お持ち込み頂くPCではない別
のPCで作成された動画は、再生できない場合がありますのでお気をつけくだ
さい。

◦お持込み頂くPC の電源ケーブルを必ずご持参ください。
◦音声のご利用はできません。
◦スクリーンセーバー、ウィルスチェックならびに省電力設定は予め解除して

ください。
◦起動時にパスワードの設定をされている場合は、確認させて頂きます。
◦トラブル時の対応用として発表用データのバックアップを取らせて頂きます

のでご了承ください。尚、バックアップのデータに関しましては、学会終了
後破棄させて頂きます。

◦発表1時間前までには、必ずPC受付にお越しください。PCの試写・通過確認
等させて頂きます。PCの試写・通過確認後、ご発表20分前までに発表会場内
のオペレーター席にて接続確認をしてください。ご発表後、オペレーターよ
りご自身のPCをお受け取りください。なお、お持込み頂くPCに保存されて
いる貴重なデータの損失を避けるため、必ず事前にデータのバックアップを
してください。

2．和文抄録について
◆抄録を事前にご提出しておられない先生は、学会当日、ご発表前にPC受付に

データと打ち出した原稿を合わせてご提出ください。学会開催以前にご提出
頂ける場合は、下記メールアドレスへ添付ファイルとして送信ください。

　（E-mail：tokai151@congre.co.jp）
　必要事項は、地方会名・筆頭演者名・ふりがな・所属機関名・住所・電話・

FAX・E-mail・共同演者名・ふりがな・所属機関・演題名・345字以内の抄録・
2つまでのキーワードです。

◆演題抄録のCirculation Journal Supplement への掲載
◦全ての演題抄録はCirculation Journal Supplement に掲載します。
◦Circulation Journal Supplement については、抄録の著者による校正は致しま

せんので予めご了承ください。訂正等がある場合は、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。



発表時間・座長一覧表
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A会場
ホール（2F）

B 会場
中会議室 1（5F）

C 会場
中会議室 2（5F）

D 会場
小会議室 2（5F）

E 会場
小会議室 1（5F）

F 会場
研修室 6（2F）

発表時間・座長一覧表

9:35 ～ 10:35 9:35 ～ 10:35
A-1：研究部門賞 1

No.1 ～ 6

大手　信之、福田　英克

症例大検討会
『みんなで議論・解決、
難渋した症例の

ターニングポイント』

第 I 部
七里　　守、日比野　剛

第Ⅱ部
松尾　仁司、浅野　　博

15:40 ～ 16:30
A-3：一般演題 2

虚血性心疾患／症例報告
No.13 ～ 17

安田　真智、竹本　憲二

15:40 ～ 16:30
B-5：新人賞（YIA）4
心不全／大動脈
No.42 ～ 46

近藤　泰三、早乙女雅夫

10:35 ～ 11:35
A-2：研究部門賞 2

No.7 ～ 9
一般演題 1

基礎的研究／疫学研究／その他
No.10 ～ 12

栗田　泰郎、小野寺知哉

B-1：新人賞（YIA）1
虚血性心疾患
No.18 ～ 23

味岡　正純、森田　則彦

10:35 ～ 11:35
B-2：新人賞（YIA）2
心筋炎・心筋症／心内膜炎／

心膜・腫瘍／弁膜症
No.24 ～ 29

高田　康信、谷川　高士

12:45 ～ 13:4512:45 ～ 14:45
B-3：新人賞（YIA）3
不整脈／静脈
No.30 ～ 35

岩　　　亨、漆田　　毅

13:45 ～ 14:45
B-4：一般演題 3

不整脈
No.36 ～ 41

加藤　千雄、藤木　　明

16:35 ～ 17:15
会長特別企画
演者：鈴木　孝彦

共催：ニプロ㈱　　　　　　　　　　  　
　　　アボット バスキュラー ジャパン㈱

9:35 ～ 10:35

15:40 ～ 16:30
C-5：一般演題 8
大動脈／末梢血管
No.71 ～ 75

谷口　俊雄、木下　順久

C-1：一般演題 4
不整脈

No.47 ～ 52

村上　　央、土屋　邦彦

10:35 ～ 11:35
C-2：一般演題 5
先天性／静脈
No.53 ～ 58

新保　秀人、立石　　実

12:45 ～ 13:45
C-3：一般演題 6
心不全／心内膜炎
No.59 ～ 64

北村　哲也、奥村　貴裕

13:45 ～ 14:45
C-4：一般演題 7
心膜・腫瘍／弁膜症
No.65 ～ 70

椎谷　紀彦、名和　隆英

9:35 ～ 10:35

15:40 ～ 16:30
D-5：症例部門賞 5
弁膜症／先天性／大動脈
No.100 ～ 104

森　　義雄、荒井　正純

D-1：症例部門賞 1
心筋炎・心筋症
No.76 ～ 81

長野　俊彦、岡本　隆二

10:35 ～ 11:35
D-2：症例部門賞 2

不整脈
No.82 ～ 87

藤井英太郎、武藤　真広

12:45 ～ 13:45
D-3：症例部門賞 3
心筋炎・心筋症
No.88 ～ 93

野田　俊之、金森　寛充

13:45 ～ 14:45
D-4：症例部門賞 4

不整脈
No.94 ～ 99

久保田知希、坂元裕一郎

9:35 ～ 10:35

15:40 ～ 16:30
E-5：一般演題 10
虚血性心疾患
No.129 ～ 133

岩間　　眞、松原　徹夫

E-1：症例部門賞 6
虚血性心疾患／大動脈／末梢血管
No.105 ～ 110

神谷　春雄、瀬川　知則

10:35 ～ 11:35
E-2：症例部門賞 7
心不全／その他
No.111 ～ 116

水野　智文、亀谷　良介

12:45 ～ 13:45
E-3：症例部門賞 8
弁膜症　外科的治療
No.117 ～ 122

三島　　晃、村上　栄司

13:45 ～ 14:45
E-4：一般演題 9

不整脈／その他の疾患
No.123 ～ 128

高杉　信寛、笠井　篤信

開会式

奨励賞の発表
および表彰式閉会式

17:30 ～ 19:00

サテライト教育講演
碓氷　章彦、尾崎　行男
共催：
エドワーズライフサイエンス㈱

11:45 ～ 12:35

ランチョンセミナー 1
室原　豊明

共催：持田製薬㈱

15:00 ～ 15:40

コーヒーブレイクセミナー1
伊藤　正明

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

15:00 ～ 15:40

コーヒーブレイクセミナー2
野田　俊之、冨田　栄一
共催：第一三共㈱

15:00 ～ 15:40

コーヒーブレイクセミナー3
因田　恭也

共催：日本メドトロニック㈱

11:45 ～ 12:35

ランチョンセミナー 2
川口　克廣

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈱
　　　ファイザー㈱　　　　　　　　　 　

11:45 ～ 12:35

ランチョンセミナー 3
小塩　信介

共催：バイエル薬品㈱

9:00 ～ 9:30

9:30 ～ 9:35東海支部社員総会
兼評議員会

9:35 ～ 11:35

DVDセッション
（医療安全・医療倫理）

12:45 ～ 14:45

DVDセッション
（医療安全・医療倫理）
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C-2：一般演題 5
先天性／静脈
No.53 ～ 58

新保　秀人、立石　　実

12:45 ～ 13:45
C-3：一般演題 6
心不全／心内膜炎
No.59 ～ 64

北村　哲也、奥村　貴裕

13:45 ～ 14:45
C-4：一般演題 7
心膜・腫瘍／弁膜症
No.65 ～ 70

椎谷　紀彦、名和　隆英

9:35 ～ 10:35

15:40 ～ 16:30
D-5：症例部門賞 5
弁膜症／先天性／大動脈
No.100 ～ 104

森　　義雄、荒井　正純

D-1：症例部門賞 1
心筋炎・心筋症
No.76 ～ 81

長野　俊彦、岡本　隆二

10:35 ～ 11:35
D-2：症例部門賞 2

不整脈
No.82 ～ 87

藤井英太郎、武藤　真広

12:45 ～ 13:45
D-3：症例部門賞 3
心筋炎・心筋症
No.88 ～ 93

野田　俊之、金森　寛充

13:45 ～ 14:45
D-4：症例部門賞 4

不整脈
No.94 ～ 99

久保田知希、坂元裕一郎

9:35 ～ 10:35

15:40 ～ 16:30
E-5：一般演題 10
虚血性心疾患
No.129 ～ 133

岩間　　眞、松原　徹夫

E-1：症例部門賞 6
虚血性心疾患／大動脈／末梢血管
No.105 ～ 110

神谷　春雄、瀬川　知則

10:35 ～ 11:35
E-2：症例部門賞 7
心不全／その他
No.111 ～ 116

水野　智文、亀谷　良介

12:45 ～ 13:45
E-3：症例部門賞 8
弁膜症　外科的治療
No.117 ～ 122

三島　　晃、村上　栄司

13:45 ～ 14:45
E-4：一般演題 9

不整脈／その他の疾患
No.123 ～ 128

高杉　信寛、笠井　篤信

開会式

奨励賞の発表
および表彰式閉会式

17:30 ～ 19:00

サテライト教育講演
碓氷　章彦、尾崎　行男
共催：
エドワーズライフサイエンス㈱

11:45 ～ 12:35

ランチョンセミナー 1
室原　豊明

共催：持田製薬㈱

15:00 ～ 15:40

コーヒーブレイクセミナー1
伊藤　正明

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

15:00 ～ 15:40

コーヒーブレイクセミナー2
野田　俊之、冨田　栄一
共催：第一三共㈱

15:00 ～ 15:40

コーヒーブレイクセミナー3
因田　恭也

共催：日本メドトロニック㈱

11:45 ～ 12:35

ランチョンセミナー 2
川口　克廣

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈱
　　　ファイザー㈱　　　　　　　　　 　

11:45 ～ 12:35

ランチョンセミナー 3
小塩　信介

共催：バイエル薬品㈱

9:00 ～ 9:30

9:30 ～ 9:35東海支部社員総会
兼評議員会

9:35 ～ 11:35

DVDセッション
（医療安全・医療倫理）

12:45 ～ 14:45

DVDセッション
（医療安全・医療倫理）
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2018年5月作成

原田 将英 先生
（藤田保健衛生大学 循環器内科 准教授）

ランチョンセミナー2

2018年6月30日（土） 11：45～12:35日 時

会 場 B会場 じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流センター）
5階 中会議室1
〒500-8856 岐阜市橋本町1-10-11

演 者

座 長 川口 克廣 先生
（小牧市民病院 副院長兼内科統括部長）

DOAC時代における
アブレーション周術期の
適切な抗凝固療法に関して

第151回日本循環器学会東海地方会

第151回日本循環器学会東海地方会　　
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第 回
日本循環器学会東海地方会

ランチョンセミナー

●日時： 年 月 日 土
時 分 時 分

●会場： 会場 じゅうろくプラザ 階 中会議室
岐阜県岐阜市橋本町

の展望

共催
第 回日本循環器学会東海地方会

バイエル薬品株式会社

座長

森島 逸郎 先生
大垣市民病院 循環器内科 部長

小塩 信介 先生
岐阜市民病院 循環器内科 部長

演者
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Future Pacing
～ His Bundle Pacingの実際 ～

■ 座長

因田 恭也 先生　名古屋大学 循環器内科学

■ 演者

加藤 寛之 先生　中京病院 循環器内科

■日時： 2018/6/30 (土)  15：00～ 15：40
■会場：C会場（じゅうろくプラザ 5F 中会議室 2）

© Medtronic Japan Co., Ltd. 2018. AXXXX-1805MYPDFa　●本マテリアルは医療従事者向けであり、一般の方を対象としていません。●本書の無断複製・転載は固くお断りします。

共催： 第 151回日本循環器学会東海地方会
  日本メドトロニック株式会社

第 151回日本循環器学会東海地方会

コーヒーブレイク
セミナー 3
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第 回 日本循環器学会東海地方会
サテライト教育講演

土

会場 じゅろくプラザ ホール

共催：第 回 日本循環器学会 東海地方会
エドワーズライフサイエンス株式会社

座 長

小山 裕 先生 名古屋ハートセンター 心臓血管外科

尾崎 行男 先生 藤田保健衛生大学病院 循環器内科

と その適応と予後の比較
碓氷 章彦 先生 名古屋大学医学部附属病院 心臓外科

の現状

髙木 健督 先生 大垣市民病院 循環器内科

演 者 の現状＆費用対効果

Discuss
ant

後藤 芳章 先生 岐阜県総合医療センター 循環器内科

大久保 宗則 先生 岐阜ハートセンター 循環器内科

為西 顕則 先生 市立四日市病院 心臓血管外科

西垣 和彦 先生 岐阜市民病院 第１内科

演 者

15
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セッション日時 ： 年 月 日（土） ～ （ 分）

セッション会場 ： 会場（じゅうろくプラザ 階ホール）

症例大検討会Ⅰでは、公立陶生病院、岐阜ハートセンターから、症例大検討会Ⅱでは、

名古屋第二赤十字病院、岐阜県立多治見病院から１症例ずつご提出いただき、各検討会とも

症例を 時間（ 症例 分）で検討します。

症例大検討会Ⅰ

座長 七里□ 守先生 （名古屋第二赤十字病院 循環器内科）

日比野 剛先生 （岐阜県立多治見病院 循環器内科）

ディスカッサント 青山 琢磨 先生 （木沢記念病院 循環器病センター）

片岡 一明先生 （名張市立病院 循環器内科）

小林 光一先生 （トヨタ記念病院 循環器内科）

諏訪 □哲先生 （順天堂大学医学部附属静岡病院 循環器内科）

元山 貞子先生 （藤田保健衛生大学 循環器内科）

プレゼンター 吉田 達矢先生 （公立陶生病院 循環器内科）

大久保宗則 先生 （岐阜ハートセンター 循環器内科）

症例大検討会Ⅱ

座長 浅野□ 博先生 （公立陶生病院 循環器内科）

松尾 仁司先生 （岐阜ハートセンター 循環器内科）

ディスカッサント 小塩 信介 先生 （岐阜市民病院 循環器内科）

鈴木□ 健先生 （豊川市民病院 内科）

髙橋 茂清先生 （木沢記念病院 循環器病センター）

牧野 克俊先生 （三重県立総合医療センター 循環器内科）

六鹿 雅登先生 （名古屋大学医学部附属病院 重症心不全治療センター）

プレゼンター 竹中 真規先生 （名古屋第二赤十字病院 循環器内科）

山瀬裕一郎 先生 （岐阜県立多治見病院 循環器内科）

症例大検討会では、投票コメントシステム「百人会議」を導入し、皆さんで

セッションを盛り上げていきたいと考えております。事前に皆様からの

アンケートも受け付けています。

右の コードを読み込んでいただき、「当日学びたいこと 質問したい

こと」など簡単なアンケートにご回答ください。

第 151 回日本循環器学会東海地方会 

症例大検討会
『みんなで議論・解決、難渋した症例の 

ターニングポイント』 



17

セッション日時 ： 年 月 日（土） ～ （ 分）

セッション会場 ： 会場（じゅうろくプラザ 階ホール）

症例大検討会Ⅰでは、公立陶生病院、岐阜ハートセンターから、症例大検討会Ⅱでは、

名古屋第二赤十字病院、岐阜県立多治見病院から１症例ずつご提出いただき、各検討会とも

症例を 時間（ 症例 分）で検討します。

症例大検討会Ⅰ

座長 七里□ 守先生 （名古屋第二赤十字病院 循環器内科）

日比野 剛先生 （岐阜県立多治見病院 循環器内科）

ディスカッサント 青山 琢磨 先生 （木沢記念病院 循環器病センター）

片岡 一明先生 （名張市立病院 循環器内科）

小林 光一先生 （トヨタ記念病院 循環器内科）

諏訪 □哲先生 （順天堂大学医学部附属静岡病院 循環器内科）

元山 貞子先生 （藤田保健衛生大学 循環器内科）

プレゼンター 吉田 達矢先生 （公立陶生病院 循環器内科）

大久保宗則 先生 （岐阜ハートセンター 循環器内科）

症例大検討会Ⅱ

座長 浅野□ 博先生 （公立陶生病院 循環器内科）

松尾 仁司先生 （岐阜ハートセンター 循環器内科）

ディスカッサント 小塩 信介 先生 （岐阜市民病院 循環器内科）

鈴木□ 健先生 （豊川市民病院 内科）

髙橋 茂清先生 （木沢記念病院 循環器病センター）

牧野 克俊先生 （三重県立総合医療センター 循環器内科）

六鹿 雅登先生 （名古屋大学医学部附属病院 重症心不全治療センター）

プレゼンター 竹中 真規先生 （名古屋第二赤十字病院 循環器内科）

山瀬裕一郎 先生 （岐阜県立多治見病院 循環器内科）

症例大検討会では、投票コメントシステム「百人会議」を導入し、皆さんで

セッションを盛り上げていきたいと考えております。事前に皆様からの

アンケートも受け付けています。

右の コードを読み込んでいただき、「当日学びたいこと 質問したい

こと」など簡単なアンケートにご回答ください。

第 151 回日本循環器学会東海地方会 

症例大検討会
『みんなで議論・解決、難渋した症例の 

ターニングポイント』 

yui-watanabe
線

yui-watanabe
線

yui-watanabe
テキストボックス
6/30よりシステムをオープンします。



奨励賞について

今回は本地方会では通常の一般演題に加え、新たに「新人賞（ ）」、「研究部門賞」、

「奨励部門賞」の つの奨励賞を設けました。

当日、審査員が発表内容の審査を行い、各賞それぞれ最優秀賞 名、優秀賞 名を

決定いたします。

選考は、発表内容の完成度、発表態度、発表時間厳守度で総合的に 段階で評価し、

その平均点の高い者順に選出します。

受賞者の発表および表彰は、 年 月 日（土） 時から行われる閉会式にて

行います。対象セッションでご発表される方は、閉会式に出席をお願いいたします。

審査にあたっては、以下の先生方にご協力をいただきましたので、ここに感謝申し

上げます。

新人賞

審査委員長 天野 哲也

審査委員 味岡 正純 東 健一郎 岩 亨 漆田 毅

小川 恭弘 加田 賢治 近藤 泰三 早乙女雅夫

篠田 政典 鈴木 秀一 世古 哲哉 高田 康信

谷川 高士 宮田 周作 森田 則彦

研究部門賞

審査委員長 大手 信之

審査委員 石井 潤一 宇野 嘉弘 大内 乗有 大島 英揮

大手 信之 小野寺知哉 栗田 泰郎 越路 正敏

坂本 裕樹 佐久間 肇 皿井 正義 高島 浩明

田中 俊樹 福田 英克 松永 正紀 山田 好久

症例部門賞

審査委員長 前川裕一郎

審査委員 荒井 正純 市原 利彦 大橋 壯樹 岡 俊明

岡本 隆二 金森 寛充 神谷 春雄 亀谷 良介

久保田知希 坂元裕一郎 進 智康 瀬川 知則

田中 美穂 寺本 智彦 長野 俊彦 野田 俊之

藤井英太郎 宮原 眞敏 三島 晃 水野 智文

武藤 真広 村上 栄司 森 義雄

（敬称略・五十音順）
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プログラム

お断り：原則的に講演者が入力したデータをそのまま掲載し
ておりますので、一部施設名・演者名・用語等の表記不統一
がございます。あらかじめご了承下さい。
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A会場
A-1：研究部門賞 1　　No.1 ～ 6　　9:35 ～ 10:35

座長：名古屋市立大学大学院医学研究科　心臓 ･腎高血圧内科学　大手信之
　　　名古屋市立大学　臨床研究開発支援センター　福田英克　　　　　　

1 ． アデノシン負荷の左室 dyssynchrony への影響
焼津市立総合病院　核医学科

○ 安部美輝

2 ． Sphingosine-1-phosphate receptor 2 agonist mobilizes Muse cells to repair the 
heart damage

岐阜大学　医学部　第二内科 1）

岐阜市民病院 2）

○ 湊口信吾 1） 山田好久 1） 岩佐将充 1） 金森寛充 1） 
川崎雅規 1） 西垣和彦 2） 湊口信也 2）

3 ． 拡張型心筋症の予後評価における、心臓 MRI で評価した左室球形率及びガドリニ
ウム遅延造影の有用性

小牧市民病院　循環器内科 1）

名古屋大学大学院　医学系研究科　循環器内科 2）

○ 加納直明 1） 川口克廣 1） 小川恭弘 1） 今井　元 1） 
森本竜太 2） 澤村昭典 2） 奥村貴裕 2） 室原豊明 2）

4 ． （プロ）レニン受容体を介した CKD 誘発心不全への治療効果
岐阜大学　医学部　第二内科

○ 吉田明弘 金森寛充 成瀬元気 湊口信吾 
小牧久晃 馬場慎也 岩佐将充 山田好久 
三上　敦 川崎雅規 西垣和彦 湊口信也

5 ． 心房細動患者における心外膜脂肪分布と構造的リモデリング 
～動脈硬化性疾患との比較～

静岡済生会総合病院　不整脈科
○ 長谷部秀幸

6 ． 心房細動アブレーション後の副交感神経修飾と不安改善との関係
静岡済生会総合病院　不整脈科 1）

静岡生会総合病院　精神科 2）

○ 長谷部秀幸 1） 榛葉俊一 2）

6月30日（土）
会長挨拶
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A-2：研究部門賞 2　　No.7 ～ 9
一般演題 1〔基礎的研究／疫学研究／その他〕No.10 ～ 12　　10:35 ～ 11:35

座長：三重大学医学部　循環器内科　栗田泰郎　　
　　　静岡市立静岡病院　循環器内科　小野寺知哉

7 ． 心臓再同期療法（CRT）の中期的予後の検討
岐阜県立多治見病院　循環器内科

○ 山瀬裕一郎 上山　力 竹本芳雄 重田寿正 
堀部秀樹 日比野剛 近藤泰三

8 ． 心室中隔穿孔再発に対し Amplatzer duct occluder による閉鎖を行い救命し得た 
急性心筋梗塞の一例

三重大学　医学部附属病院　循環器内科 1）

三重大学　医学部附属病院　心臓血管外科 2）

仙台厚生病院　循環器内科 3）

○ 石山将希 1） 栗田泰郎 1） 石浦純子 1） 佐藤　圭 1） 
山本直樹 2） 杉浦英美喜 1） 伊藤久人 2） 多田憲生 3） 
藤本直紀 1） 土肥　薫 1） 藤井英太郎 1） 新保秀人 2） 
伊藤正明 1）

9 ． 潜因性脳梗塞で植込み型心電計を植込んだ 6 例の検討
岐阜大学大学院　医学系研究科　再生医科学　循環器病態学 1）

岐阜市民病院　循環器内科 2）

○ 中島　孝 1） 林美紗代 1） 佐橋勇紀 1） 成瀬元気 1） 
吉田明弘 1） 湊口信吾 1） 川口智則 1） 渡邉崇量 1） 
田中俊樹 1） 山田好久 1） 高杉信寛 1） 久保田知希 2） 
金森寛充 1） 牛越博昭 1） 西垣和彦 2） 湊口信也 2）

――――――――――――――――――　〇　―――――――――――――――――　〇　―――――――――――――――――　〇　―――――――――――――――――――

10． カナグリフロジンによる心保護作用メカニズム
名古屋大学大学院　医学系研究科　循環器内科学

○ 上原敬尋 坂東泰子 西村和之 室原豊明

11． 試験紙法の微量タンパク尿は頸動脈硬化と関連している。
国際セントラルクリニック 1）

大名古屋ビルセントラルクリニック 2）

○ 前田健吾 1, 2）

12． JCS-ITC 東海支部の歩み
独立行政法人国立病院機構　名古屋医療センター 1）

豊田厚生病院 2）

総合大雄会病院 3）

岐阜大学大学院　医学系研究科　循環病態学・呼吸病態学・第二内科 4）

○ 鈴木秀一 1） 都築通孝 2） 宮部浩道 3） 西垣和彦 4）
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A-3：一般演題 2〔虚血性心疾患／症例報告〕No.13 ～ 17　　15:40 ～ 16:30
座長：岐阜市民病院　循環器内科　安田真智
　　　安城更生病院　循環器内科　竹本憲二

13． 進行胃癌に急性冠症候群と急性肺血栓塞栓症を合併した一例
岐阜大学医学部附属病院　第二内科

○ 馬場慎也 成瀬元気 佐橋勇紀 林美紗代 
小牧久晃 湊口信吾 吉田明弘 東　賢志 
中島　孝 川口智則 名和隆英 渡邉崇量 
田中俊樹 高杉信寛 久保田知希 山田好久 
金森寛充 牛越博昭 川崎雅規 西垣和彦 
湊口信也

14． 特発性冠動脈解離により心室細動を来した一例
順天堂大学医学部附属静岡病院　循環器科

○ 藤原　圭 高橋徳仁 竹内充裕 園田健人 
海老名秀城 礒　隆史 塩澤知之 小西宏和 
坪井秀太 荻田　学 諏訪　哲

15． OCT にて急性冠症候群を否定できた冠攣縮性狭心症の 2 例
聖隷三方原病院　循環器科

○ 岡崎絢子 金　史彦 白井祐輔 小田敏雅 
宮島佳祐 渡辺知幸 川口由高 龍口万里子 
若林　康

16． ヒンジモーションが冠動脈狭窄の形成に関与したと考えられた狭心症の一例
磐田市立総合病院　循環器内科

○ 松永正紀 小田敏雅 林　和沙 水野侯人 
佐藤照盛 仲野友康

17． DCA、DCB 治療後に血管内視鏡で観察し得た一例
名張市立病院　循環器内科

○ 加藤成貴 廣田敦也 片岡一明
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B会場
B-1：新人賞（YIA）1〔虚血性心疾患〕No.18 ～ 23　　9:35 ～ 10:35

座長：公立陶生病院　循環器内科　味岡正純
　　　松波総合病院　循環器内科　森田則彦

18． 2 枝同時亜急性ステント血栓症をきたした 2 枝同時閉塞の急性心筋梗塞の症例
三重大学医学部付属病院　循環器内科 1）

伊勢赤十字病院　循環器内科 2）

○ 森　達也 1） 増田　純 1） 佐藤　圭 1） 大森　拓 1） 
高村高志 2） 栗田泰郎 1） 世古哲哉 2） 土肥　薫 1） 
藤井英太郎 1） 伊藤正明 1）

19． 糖尿病心の虚血中に細胞内レニンはミトコンドリア ERK 活性を介してミトコンド
リア透過性遷移孔を阻害する

浜松医科大学医学部付属病院　内科学第三講座
○ 佐藤照盛 加藤秀樹 早乙女雅夫 野中大史 

坂本篤志 Hasan Prottoy 林　秀晴 前川裕一郎

20． リポ蛋白（a）測定による虚血性心疾患のリスク評価
鈴鹿中央総合病院　循環器内科

○ 大西史峻 北村哲也 岡戸　亮 原田慎一 
山本彩人 渡邉清孝 小西克尚 太田覚史 
森　拓也

21． Robotic MIDCAB の 1 例
名古屋徳洲会総合病院　心臓血管外科

○ 山口拓海 大橋壯樹 只腰雅夫 児島昭徳 
小谷典子 河住　亮

22． 大動脈弓部にまで解離が及んだ医原性左冠動脈主幹部解離の一例
社会医療法人厚生会木沢記念病院　循環器内科

○ 小野大樹 山田雄大 鈴木圭太 山浦　誠 
井戸貴久 高橋茂清 青山琢磨

23． 60MHz IB-IVUS で描出される Attenuated lipid area は術後心筋障害の発症予測因子
となりうる

岐阜大学医学部附属病院 1）

岐阜市民病院 2）

○ 佐橋勇紀 1） 川崎雅規 1） 田中俊樹 1） 金森寛充 1） 
西垣和彦 2） 湊口信也 2）
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B-2：新人賞（YIA）2〔心筋炎・心筋症／心内膜炎／心膜・腫瘍／弁膜症〕
No.24 ～ 29　　10:35 ～ 11:35

座長：江南厚生病院　循環器内科　高田康信　　　　　　　
　　　三重県厚生連松阪中央総合病院　循環器科　谷川高士

24． 脳梗塞により発覚した左室心尖部巨大血栓の 1 例
伊勢赤十字病院

○ 山脇正裕 森　達哉 海野航平 伊藤弘将 
後藤　至 堀口昌秀 高村武志 刀根克之 
坂部茂俊 前野健一 泉　大介 世古哲哉 
笠井篤信

25． 抗 MRSA 薬の併用にて救命できた感染性心内膜炎の 1 例
碧南市民病院

○ 平野桂滋郎 船戸優佑 牧野太郎 服部晃左 
杉浦厚司

26． 膠原病に起因する難治性心嚢水貯留を合併した開心術の一例
名古屋市立東部医療センター　心臓血管外科 1）

名古屋市立大学附属病院 2）

○ 齊藤慈円 1） 小川辰士 1） 在國寺健太 1） 水野明宏 1） 
須田久雄 2）

27． Differential usefulness of circulating PIGF levels for classifying subtype of 
pulmonary hypertension

名古屋大学大学院　医学系研究科　循環器内科学 1）

名古屋大学大学院　医学系研究科　肺高血圧先端医療学寄附講座 2）

名古屋大学医学部附属病院　検査部 3）

○ 下方茂毅 1） 菊地良介 3） 足立史郎 2） 今井　遼 1） 
中野嘉久 1） 奥村尚樹 2） 近藤隆久 2） 室原豊明 1）

28． MICS-AVR の初期成績と術式の変遷
医療法人　澄心会　豊橋ハートセンター

○ 福本雄一朗 細羽創宇 後藤芳宏 小川真司 
角野　聡 大川育秀

29． 当院における右腋窩小切開による MICS-AVR の経験
名古屋徳洲会総合病院　心臓血管外科

○ 河住　亮 大橋壯樹 只越雅夫 児島昭徳 
小谷典子 山口拓海
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B-3：新人賞（YIA）3〔不整脈／静脈〕No.30 ～ 35　　12:45 ～ 13:45
座長：愛知医科大学　循環器内科　岩　　亨
　　　浜松医科大学　内科学第三　漆田　毅

30． 右房に広範囲の低電位領域を認めた洞結節近傍の micro reentrant AT の 1 例
市立四日市病院　循環器内科

○ 牧野裕一朗 水谷吉晶 鈴木　航 黒部将成 
水谷弘司 一宮　仁 内田恭寛 渡邊純二 
金城昌明 一宮　惠

31． Ultra-high resolution 3D mapping system を用いた顕性 WPW 症候群 catheter 
ablation への可能性

名古屋大学大学院　医学系研究科　先端循環器治療学講座 1）

名古屋大学大学院　医学系研究科　循環器内科学 2）

○ 柳澤　哲 1） 因田恭也 2） 藤井亜弥 2） 友松敏郎 2） 
坂本裕資 2） 猪飼佳弘 2） 間宮慶太 2） 岡本均也 2） 
柴田　玲 1） 室原豊明 2）

32． ペースメーカー留置後に冷凍凝固アブレーションを行った 2 例
静岡市立静岡病院　循環器内科

○ 水野陽介 小野寺知哉 縄田隆三 村田耕一郎 
竹内亮輔 川人充知 杉山博文 渡邉祐三 
影山茂貴 細谷奈津子 服部雄介 児玉圭太 
表真由子 三竹啓嗣 中嶋敦生 中西優樹 
小野泰弘 中川拓哉

33． 当院における Micra 経カテーテルペーシングシステムを使用したリードレスペース
メーカ治療の検証

大垣市民病院　循環器内科
○ 山内良太 森島逸郎 森田康弘 高木健督 

神崎泰範 永井博昭 渡邊直樹 古井宏一 
吉岡直輝 米山将太郎 杉山大記 下條一樹 
坪井英之

34． IVC フィルターの穿孔と静脈との関係
岐阜県総合医療センター

○ 上野貴弘 吉眞　孝 大島功丈 堀尾俊太郎 
渡邊亮太 矢ケ崎裕人 阿部慎太朗 後藤芳章 
藤井智子 加藤　崇 割田俊一郎 小島　帯 
岩間　眞 小野浩司 谷畠進太郎 荒井正純 
野田俊之
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35． ヘパリン以外の抗凝固療法に抵抗性で治療に難渋した HIT 抗体陽性の Cancer-
Associated Thrombosis（CAT）の 1 例

聖隷三方原病院　循環器科
○ 金　史彦 宮島佳祐 白井祐輔 岡崎絢子 

渡辺知幸 川口由高 龍口万里子 若林　康
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B-4：一般演題 3〔不整脈〕No.36 ～ 41　　13:45 ～ 14:45
座長：名古屋徳洲会総合病院　循環器内科　加藤千雄
　　　静岡ハートリズムクリニック　藤木　明　　　

36． クライオアブレーションによる肺静脈隔離直後に上大静脈起源のトリガーが活性化した
発作性心房細動の一例

名古屋市立西部医療センター　循環器内科 1）

岐阜県立多治見病院　循環器内科 2）

○ 矢島和裕 1） 山瀬裕一郎 2） 竹本芳雄 2） 池原典之 1） 
杉浦真人 1） 山田智広 1） 小崎哲資 1）

37． 心房頻拍アブレーション中に冠動脈支配領域に一致した急性心筋梗塞を来した 1 例
三重大学病院

○ 香川芳彦 藤井英太郎 藤田　聡 岡本隆二 
土肥　薫 伊藤正明

38． 当院における持続性心房細動に対する Box isolation の成績
JCHO 中京病院　循環器内科 1）

JCHO 中京病院　臨床工学科 2）

○ 水野智章 1） 桜井　卓 1） 水野智章 1） 余語美奈 1） 
須賀一将 1） 岡田卓也 1） 村上　央 1） 加田賢治 1） 
坪井直哉 1） 二村峻矢 2） 水野貴仁 2）

39． 心臓サルコイドーシスに伴う右室瘤を起源とした心室頻拍に対してアブレーション
が奏功した一例

名古屋大学大学院　医学系研究科　循環器内科学
○ 坂本裕資 因田恭也 猪飼佳弘 友松敏郎 

藤井亜弥 柳澤　哲 室原豊明

40． 温水注入による substrate mapping をもとにアブレーションを行った Brugada 症
候群の 1 例

名古屋大学大学院　医学系研究科　循環器内科学
○ 藤井亜弥 因田恭也 間宮慶太 岡本均弥 

坂本裕資 猪飼佳弘 友松敏郎 柳澤　哲 
室原豊明

41． 肥大型心筋症に伴う 4 種類のリエントリー性 VT に対しアブレーションが奏功した
一例

名古屋大学大学院医学系研究科　循環器内科学
○ 間宮慶太 因田恭也 岡本均弥 猪飼佳弘 

坂本裕資 友松敏郎 藤井亜弥 柳澤　哲 
室原豊明



28

B-5：新人賞（YIA）4〔心不全／大動脈〕No.42 ～ 46　　15:40 ～ 16:30
座長：岐阜県立多治見病院　近藤泰三　　　
　　　浜松医科大学　第三内科　早乙女雅夫

42． 心腸連関の重要性―内因性 GLP-1 のミトコンドリアダイナミクスへの影響と抗心
不全効果―

岐阜大学医学部附属病院　第二内科
○ 成瀬元気 金森寛充 吉田明弘 湊口信吾 

岩佐将充 川崎雅規 三上　敦 西垣和彦 
湊口信也

43． 経カテーテル左心補助装置 Impella にて劇的に心源性ショックが改善した重症 3 枝
病変の 1 例

名古屋徳洲会総合病院　心臓血管外科 1）

名古屋徳洲会総合病院　循環器内科 2）

○ 山口拓海 1） 大橋壯樹 1） 只腰雅夫 1） 児島昭徳 1） 
小谷典子 1） 河住　亮 1） 亀谷良介 2） 青山英和 2） 
中村真幸 2）

44． 植込型左室補助人工心臓装着患者における、運動耐容能と安静時右心カテーテル指標
との関連

名古屋大学大学院　医学系研究科　循環器内科学 1）

名古屋大学大学院　医学系研究科　心臓外科学 2）

○ 近藤　徹 1） 奥村貴裕 1） 山口尚悟 1） 横井　剛 1） 
羽賀智明 1） 平岩宏章 1） 杉浦由規 1） 渡邉直樹 1） 
加納直明 1） 深谷兼次 1） 澤村昭典 1） 森本竜太 1） 
吉住　朋 2） 六鹿雅登 2） 藤本和朗 2） 碓氷章彦 2） 
室原豊明 1）

45． モルモット心筋においてピナシジルは細胞内 NO/cGMP/PKG 経路を介して Na + /
Ca 2+  exchanger 機能を増強する

浜松医科大学　第三内科 1）

浜松医科大学　医学部　看護学科　健康科学領域医療薬理学部門 2）

○ 井口恵介 1） 早乙女雅夫 1） 生駒剛典 1） 
Hasan Prottoy1） 佐藤照盛 1） 渡邊泰秀 2） 
前川裕一郎 1）

46． 心不全にて入院し、初めて指摘された高齢者の動脈管開存症の 1 例
江南厚生病院　循環器内科 1）

名古屋大学医学部附属病院　心臓外科 2）

○ 杉山大介 1） 後藤孝幸 1） 岩脇友哉 1） 丹羽　清 1） 
奥村　諭 1） 田中美穂 1） 片岡浩樹 1） 高田康信 1） 
斉藤二三夫 1） 碓氷章彦 2）
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C会場
C-1：一般演題 4〔不整脈〕No.47 ～ 52　　9:35 ～ 10:35

座長：JCHO中京病院　循環器内科　村上　央
　　　岐阜ハートセンター　循環器内科　土屋邦彦

47． 持続性心房細動の維持に ExTRa Mapping で記録された rotor 出現領域の関与が疑
われた一例

藤田保健衛生大学　循環器内科 1）

滋賀医科大学 2）

○ 西村明日香 1） 原田将英 1） 野村佳広 1） 長坂　遼 1） 
本池雄二 1） 越川真行 1） 芦原貴司 2） 渡邉英一 1） 
尾崎行男 1）

48． Rhythmia を用いてメイズ手術後の心房頻拍の隔離 line を同定し得た一例
豊橋ハートセンター　循環器内科

○ 山口　遼 坂元裕一郎 坂東左知子 吉本大祐 
鈴木孝彦

49． 肺静脈奇形を有する発作性心房細動の一例
豊橋ハートセンター　循環器内科

○ 坂東左知子 坂元裕一郎 山口　遼 吉本大祐 
鈴木孝彦

50． 当院におけるヒス束ペーシングの初期導入経験―その有用性について―
静岡県立総合病院　循環器内科

○ 八幡光彦 高橋孝太朗 西川隆介 松山伸広 
多田朋弥 阪田純司 竹内泰代 本岡眞琴 
吉田　裕 坂本裕樹

51． カフェイン中毒により多彩な頻拍性不整脈を来した一例
岐阜大学医学部附属病院　第二内科

○ 成瀬元気 佐橋勇紀 東　賢志 川口智則 
高杉信寛 金森寛充 牛越博昭 川崎雅規 
西垣和彦 湊口信也

52． 右室流出路心外膜側アブレーション後も再発を繰り返す特発性心室細動の一例
小牧市民病院　循環器内科 1）

名古屋大学大学院　医学系研究科　循環器内科学 2）

○ 今井　元 1） 小川恭弘 1） 許　聖服 1） 林　元春 1） 
加納直明 1） 村瀬陽介 1） 岡島　嵩 1） 安達　健 1） 
新井健史 1） 本村名里子 1） 川口克廣 1） 因田恭也 2）
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C-2：一般演題 5〔先天性／静脈〕No.53 ～ 58　　10:35 ～ 11:35
座長：三重県立総合医療センター　新保秀人　
　　　聖隷浜松病院　心臓血管外科　立石　実

53． 著明な血管拡張と蛇行を合併した右冠動脈瘻の一症例
JA 静岡厚生連　静岡厚生病院　内科 1）

ゆずの木町内科循環器科 2）

○ 豊嶋敏弘 1） 渡辺　耐 1） 小長井英生 2）

54． Takeuchi 法術後長期遠隔期を迎えた BWG 症候群の 1 例
一宮西病院 1）

大垣市民病院 2）

○ 山内博貴 1） 前田正信 1） 市橋　敬 1） 倉石建治 2）

55． 診療離脱の後に院外心停止を来したファロー四徴症（TOF）修復術後の成人例
三重大学大学院　循環器・腎臓内科学 1）

三重大学大学院　小児科学 2）

○ 荻原義人 1） 石浦純子 1） 藤田　聡 1） 香川芳彦 1） 
大橋啓之 2） 土肥　薫 1） 澤田博文 2） 藤井英太郎 1） 
三谷義英 2） 伊藤正明 1）

56． 膝窩静脈静脈性血管瘤により肺塞栓を繰り返した 1 例
名古屋掖済会病院　循環器内科

○ 水野飛鳥 風間信吾 西山軼群 石原敏和 
岩田悦男 江口　歩 岡本均弥 青山盛彦 
谷村大輔 加藤俊昭 淡路喜史

57． 動静脈血栓症をきたした膵癌の 1 例
三重厚生連鈴鹿中央総合病院

○ 原田慎一 北村哲也 岡戸　亮 山本彩人 
大西史峻 渡邉清孝 小西克尚 太田覚史 
森　拓也

58． 右心血栓を合併した肺血栓塞栓症の症例
一宮市立市民病院　循環器内科

○ 杉浦剛志
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C-3：一般演題 6〔心不全／心内膜炎〕No.59 ～ 64　　12:45 ～ 13:45
座長：鈴鹿中央総合病院　循環器内科　北村哲也　　　　　　　　　　
　　　名古屋大学医学部附属病院　重症心不全治療センター　奥村貴裕

59． 心不全を契機に診断されたクッシング症候群の一例
藤田保健衛生大学　循環器内科

○ 宮島桂一 大田将也 尾崎行男

60． 腹水貯留を繰り返し管理に難渋する慢性心不全の 1 例
愛知医科大学　循環器内科学

○ 下田昌弘 向井健太郎 若林宏和 鈴木麻友 
中野雄介 鈴木昭博 坂　勇輝 早稲田勝久 
高島浩明 天野哲也

61． 肺高血圧を伴う両心不全の急性増悪の病態管理に sildenafil、ambrisentan が有効で
あった一例

一宮市立市民病院　循環器内科
○ 平松友理 志水清和 井上　祥 柴田直紀 

梅本紀夫 杉浦剛志 谷口俊雄 浅井　徹 
山田道治 松井義親

62． 感染性心内膜炎に細菌性髄膜炎、多発性脳梗塞、腸腰筋膿瘍等を合併し抗生剤選択
に苦慮した一例

岐阜市民病院　循環器内科
○ 佐竹敦史 村瀬浩孝 竹山俊昭 白木　仁 

石原義之 安田真智 宮田周作 小塩信介 
越路正敏

63． 外科治療の適応時期に苦慮した弁置換術後感染性心内膜炎の一例
名古屋掖済会病院　循環器内科

○ 前田宗一郎 石原敏和 佐々木郁磨 西山軼群 
風間信吾 岩田悦男 江口　歩 岡本均弥 
青山盛彦 谷村大輔 加藤俊昭 淡路喜史

64． 疣腫塞栓により急性心筋梗塞を生じた感染性心内膜炎の一例
安城更生病院　循環器内科

○ 植山大悟 度会正人 竹本憲二 子安正純 
植村祐介 今井　遼 尾崎祐太 石川真司 
渡邊　峻 寺岡　翼 下條将史



32

C-4：一般演題 7〔心膜・腫瘍／弁膜症〕No.65 ～ 70　　13:45 ～ 14:45
座長：浜松医科大学　第一外科　椎谷紀彦　
　　　岐阜清流病院　循環器内科　名和隆英

65． 偶発的に発見された悪性中皮腫の一例
小牧市民病院　循環器内科

○ 新井健史 川口克廣 小川恭弘 今井　元 
許　聖服 林　元春 田代　詳 岡島　嵩 
榊原慶祐 安達　健 本村名里子

66． 顕著な石灰化を伴った左房内腫瘍の一例
安城更生病院　循環器センター

○ 村瀬貴紀 尾崎祐太 植山大悟 寺岡　翼 
渡邊　峻 下條将史 平山賢志 石川真司 
植村祐介 子安正純 竹本憲二 度会正人

67． 収縮性心膜炎を合併した出血性心膜嚢胞の 1 例
春日井市民病院　循環器内科 1）

岐阜県立多治見病院　心臓外科 2）

名古屋大学医学部付属病院　心臓血管外科 3）

○ 脇田梨恵 1） 高原邦彦 1） 泉　和宏 1） 横井由宇樹 1） 
河村吉宏 1） 大口志央 1） 小栗光俊 1） 藤田　山 2） 
八神　啓 2） 六鹿雅登 3）

68． 診断に苦慮した心膜原発中皮腫の一例
一宮市立市民病院　循環器センター

○ 井上　祥 梅本紀夫 平松友理 柴田直紀 
杉浦剛志 谷口俊雄 浅井　徹 山田道治 
松井義親 志水清和

69． 当院で経験した大動脈バルーン形成術時の Balloon rupture の 3 例
静岡市立静岡病院　循環器内科

○ 児玉圭太 中川拓哉 水野陽介 小野泰弘 
中西優樹 中嶋敦生 三竹啓嗣 表真由子 
服部雄介 細谷奈津子 影山茂貴 渡邉祐三 
杉山博文 川人充知 竹内亮輔 村田耕一郎 
縄田隆三 小野寺知哉

70． TF-TAVI 術中に左室内ガイドワイヤーが抜けた際の新たな対処法
大垣徳洲会総合病院　循環器内科 1）

名古屋徳洲会総合病院　循環器内科 2）

○ 中村真幸 1） 田中昭光 2） 長谷川新 2） 吉岡真吾 2） 
下郷卓史 2） 青山英和 2） 亀谷良介 2）
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C-5：一般演題 8〔大動脈／末梢血管〕No.71 ～ 75　　15:40 ～ 16:30
座長：一宮市立市民病院　循環器内科　谷口俊雄　
　　　豊橋ハートセンター　循環器内科　木下順久

71． 多発外傷を伴う外傷性大動脈損傷に胸部ステントグラフト内挿術を施行した 1 例
松波総合病院　心臓血管外科

○ 中村康人 熊田佳孝 増田暁夫 水野裕介

72． Stanford A 型大動脈解離に心タンポナーデを合併し CPA に至ったが救命に成功し
得た 1 例

名古屋第二赤十字病院
○ 森崎英典 吉田聡哉 田中啓介 七里　守 

吉田幸彦

73． 腹部大動脈ステントグラフト内挿術後のステントグラフト感染に対し、人工血管置
換術を施行した 2 例

名古屋市立大学大学院　医学研究科　心臓血管外科学
○ 正木祥太 中井洋佑 森　義晴 高橋巴久 

松前秀和 神谷信次 野村則和 須田久雄 
三島　晃

74． 下肢虚血に対する血行再建前後のミエロぺルオキシダーゼ活性の変化　3 例の検討
中津川市民病院　循環器内科 1）

中津川市民病院　検査科 2）

浜松ホトニクス　中央研究所 3）

○ 松下悦史 1） 吉田晃浩 2） 古田竜平 1） 林　和徳 1） 
數村公子 3） 竹内康造 3）

75． 維持透析患者の遺残坐骨動脈狭窄に対して大腿膝窩動脈バイパスを施行した 1 例
松波総合病院

○ 中村康人 熊田佳孝
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D会場
D-1：症例部門賞 1〔心筋炎・心筋症〕No.76 ～ 81　　9:35 ～ 10:35

座長：岩砂病院 ･岩砂マタニティ　循環器内科　長野俊彦
　　　三重大学医学部　循環器・腎臓内科　岡本隆二　　

76． 不整脈源性右室心筋症の 1 例
岐阜大学大学院　医学系研究科　再生医科学　循環器病態学

○ 中島　孝 林美紗代 佐橋勇紀 成瀬元気 
吉田明弘 湊口信吾 川口智則 渡邉崇量 
田中俊樹 山田好久 高杉信寛 久保田知希 
金森寛充 牛越博昭 西垣和彦 湊口信也

77． 多発性骨髄腫寛解後に病勢が進行した心アミロイドーシス
安城更生病院

○ 渡邊　峻 度会正人 竹本憲二 子安正純 
石川真司 植村祐介 下條将史 尾崎祐太 
寺岡　翼 植山大悟

78． ニボルマブを 1 年以上使用した後に発症した劇症型心筋炎の一例
名古屋大学医学部附属病院

○ 山口尚悟 森本竜太 桑山　輔 羽賀智明 
平岩宏章 横井　剛 渡邉直樹 杉浦由規 
近藤　徹 加納直明 深谷兼次 澤村昭典 
奥村貴裕 室原豊明

79． 急性心筋炎の治療後に残存した機能性僧帽弁逆流症に対して、僧帽弁置換術が著効
した一例

伊勢赤十字病院　循環器内科 1）

伊勢赤十字病院　心臓血管外科 2）

○ 海野航平 1） 高村武志 1） 伊藤弘将 1） 後藤　至 1） 
堀口昌秀 1） 坂部茂俊 1） 刀根克之 1） 泉　大介 1） 
前野健一 1） 平野弘嗣 2） 世古哲哉 1） 徳井俊也 2） 
笠井篤信 1）

80． 遺伝子検査により診断し得た家族性心筋症の 1 例
岐阜県総合医療センター　循環器内科

○ 加藤　崇 大島功丈 矢ケ崎裕人 三輪裕高 
阿部慎太朗 後藤芳章 吉眞　孝 割田俊一郎 
小島　帯 岩間　眞 小野浩司 野田俊之
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81． 経皮的補助循環導入により救命し得た劇症型好酸球性心筋炎の 1 例
岐阜県総合医療センター　循環器内科

○ 大島功丈 野田俊之 荒井正純 谷畠進太郎 
小野浩司 岩間　眞 割田俊一郎 小島　帯 
加藤　崇 吉眞　孝 後藤芳章 阿部慎太朗 
三輪裕高 矢ケ崎裕人 石黒まや 渡邊亮太 
上野貴弘 堀尾俊太郎
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D-2：症例部門賞 2〔不整脈〕No.82 ～ 87　　10:35 ～ 11:35
座長：三重大学大学院　循環器 ･腎臓内科学　藤井英太郎
　　　浜松医療センター　循環器科　武藤真広　　　　　

82． 先天性下大静脈欠損を伴う心房粗動への Azygos vein を介したカテーテルアブレー
ション

岐阜ハートセンター
○ 祖父江嘉洋 谷垣　徹 三宅泰次 神谷宏樹 

土屋邦彦 松尾仁司

83． 弁置換術後の心房粗動に対して、CTI －肺静脈隔離－天蓋部線状焼灼－左房前壁線
状焼灼が奏功した一例

岐阜県立多治見病院
○ 船曳純哉 竹本芳雄 山瀬裕一郎 上山　力 

重田寿正 堀部秀樹 日比野剛 近藤泰三

84． 下肺静脈共通管を有する持続性心房細動に対して box isolation が奏功した一例
JCHO 中京病院　循環器内科 1）

JCHO 中京病院　SMI センター 2）

○ 須賀一将 1） 桜井　卓 1） 水野智章 1） 余語美奈 1） 
加藤寛之 1） 岡田卓也 1） 村上　央 1） 加田賢治 1） 
坪井直哉 1） 二村峻矢 2） 水野貴仁 2）

85． Mahaim 束に似た伝導を示す左側副伝導路を有した WPW 症候群の一例
伊勢赤十字病院　循環器内科

○ 村上理彦 坂部茂俊 前野健一 伊藤弘将 
海野航平 森　達也 高村武志 堀口昌秀 
刀根克之 泉　大介 世古哲哉 笠井篤信

86． 上大静脈閉塞を伴う洞不全症候群に対してリードレスペースメーカー植込みを施行
した一例

岐阜ハートセンター
○ 祖父江嘉洋 三宅泰次 大森寛行 菊池　淳 

神谷宏樹 土屋邦彦 松尾仁司

87． アレルギーにより従来型ペースメーカ抜去後、リードレスペースメーカ植込みをし
得た内臓奇形合併の一例

安城更生病院　循環器センター
○ 下條将史 植山大悟 寺岡　翼 渡邊　峻 

尾崎祐太 植村祐介 石川真司 子安正純 
竹本憲二 度会正人
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D-3：症例部門賞 3〔心筋炎・心筋症〕No.88 ～ 93　　12:45 ～ 13:45
座長：岐阜県総合医療センター　循環器内科　野田俊之
　　　岐阜大学医学部　循環器内科　金森寛充　　　　

88． 完全房室ブロックに対して恒久的ペースメーカー植込み後、びまん性に左室壁運動
異常を認めた一例

市立島田市民病院　循環器内科
○ 玉嶋林太郎 露木義章 蔦野陽一 石田仁志 

金森範夫 松岡良太 谷尾仁志 服部隆一 
青山　武

89． ボルテゾミブにも不応であった、原発性アミロイドーシスによる二次性心筋症の 1
例

岐阜大学医学部附属病院 1）

朝日大学医科歯科医療センター 2）

○ 小牧久晃 1） 金森寛充 1） 田中俊樹 1） 牛越博昭 1） 
川崎雅規 1） 竹村元三 2） 西垣和彦 1） 湊口信也 1）

90． 化膿性脊椎炎に合併した感染性心内膜炎の 1 例
名古屋記念病院　循環器内科

○ 中嶋千尋 菅　志乃 椎野憲二 永原康臣 
中島三喜

91． 左房内に発生した脱分化型脂肪肉腫の 1 例
磐田市立総合病院　循環器内科

○ 林　和沙 松永正紀 仲野友康 白木克典 
星野克臣 水野侯人

92． 心嚢水、心房腫瘤を初発としたびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫の 1 例
江南厚生病院　循環器内科

○ 後藤孝幸 杉山大介 岩脇友哉 丹羽　清 
奥村　諭 田中美穂 片岡浩樹 高田康信 
斉藤二三夫

93． 糖尿病治療中断後、インスリン療法再開により胸水が出現した 1 例
愛知医科大学　循環器内科学

○ 内藤千裕 向井健太郎 高島浩明 加藤　勲 
鈴木靖司 早稲田勝久 安藤博彦 伊藤良隆 
中野雄介 櫻井慎一郎 天野哲也
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D-4：症例部門賞 4〔不整脈〕No.94 ～ 99　　13:45 ～ 14:45
座長：岐阜市民病院　循環器内科　久保田知希　　　
　　　豊橋ハートセンター　循環器内科　坂元裕一郎

94． His bundle pacing に成功した intra-Hisian conduction block の 1 例
JCHO 中京病院　循環器内科 1）

JCHO 中京病院　臨床工学科 2）

○ 加藤寛之 1） 桜井　卓 1） 水野智章 1） 余語美奈 1） 
須賀一将 1） 岡田卓也 1） 村上　央 1） 加田賢治 1） 
坪井直哉 1） 水野貴仁 2）

95． リードレスペースメーカー留置を断念した一例　-CT における解剖学的指標の検討 -
浜松医科大学　内科学第三講座　循環器内科

○ 佐野　誠 漆田　毅 鈴木佑一 秋田敬太郎 
榊原智晶 佐藤亮太 諏訪賢一郎 成瀬代士久 
大谷速人 早乙女雅夫 前川裕一郎

96． 術中に 6 種類の QRS 波形を認めた permanent His-bundle pacing の 1 例
豊橋ハートセンター　循環器内科

○ 吉本大祐 坂元裕一郎 坂東左知子 山口　遼 
鈴木孝彦

97． S-ICD 作動後に洞徐脈を呈し TV-ICD へ交換した拡張相肥大型心筋症の一例
名古屋市立大学大学院　医学研究科　心臓・腎高血圧内科学 1）

名古屋市立東部医療センター　循環器内科 2）

○ 中須賀公亮 1） 北田修一 1） 河田　侑 1） 加藤真理奈 1） 
村上善正 2） 大手信之 1）

98． 根治に至るまでに多数回の通電を要した左心耳起源心房頻拍の一例
伊勢赤十字病院　循環器内科

○ 山岸歩空人 坂部茂俊 前野健一 伊藤弘将 
海野航平 高村武志 堀口昌秀 刀根克之 
泉　大介 世古哲哉 笠井篤信

99． 複数の副伝導路を有した若年性拡張型心筋症の一例
大垣市民病院

○ 神崎泰範 森島逸郎 森田康弘 高木健督 
永井博昭 渡邊直樹 古井宏一 吉岡直輝 
山内良太 米山将太郎 杉山大記 下條一樹 
坪井英之
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D-5：症例部門賞 5〔弁膜症／先天性／大動脈〕No.100 ～ 104　　15:40 ～ 16:30
座長：岐阜県総合医療センター　心臓血管外科　森　義雄
　　　岐阜県総合医療センター　循環器内科　荒井正純　

100． 内頚静脈アプローチの ICE guide で実施した局所麻酔下での TAVI の一例
岐阜県総合医療センター　循環器内科 1）

岐阜県総合医療センター　心臓血管外科 2）

○ 矢ケ崎裕人 1） 後藤芳章 1） 森　義雄 2） 野田俊之 1）

101． 重症大動脈弁狭窄症に対して、経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）施行後、
繰り返す小腸出血が改善した一例

静岡県立総合病院　循環器内科
○ 西川隆介 多田朋弥 高橋孝太朗 八幡光彦 

松山伸宏 阪田純司 竹内泰代 本岡眞琴 
吉田　裕 坂本裕樹

102． Apico Aortic Conduit 狭窄による溶血性貧血に対し自己大動脈弁への TAVI が奏功
した 1 例

藤田保健衛生大学　医学部　循環器内科
○ 星野芽以子 山田　晶 河田祐佳 星野直樹 

高田佳代子 村松　崇 元山貞子 尾崎行男

103． 心内膜症欠損症術後に左室流出路狭窄を発症した一例
岐阜大学医学部付属病院　第二内科 1）

岐阜大学医学部付属病院　第一外科 2）

○ 林美紗代 1） 高杉信寛 1） 渡邉崇量 1） 佐橋勇紀 1） 
成瀬元気 1） 吉田明弘 1） 湊口信吾 1） 中島　孝 1） 
名和隆英 1） 田中俊樹 1） 山田好久 1） 金森寛充 1） 
川崎雅規 1） 西垣和彦 1） 湊口信也 1） 小椋弘樹 2） 
三ツ田翔平 2） 梅田悦嗣 2） 石田成吏洋 2） 島袋勝也 2） 
土井　潔 2）

104． spontaneous mesenteric artery dissection の 2 例
総合犬山中央病院　循環器内科

○ 石黒宣夫 坪井宏樹 熊崎節央
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E会場
E-1：症例部門賞 6〔虚血性心疾患／大動脈／末梢血管〕No.105 ～ 110　　9:35 ～ 10:35

座長：名古屋第一赤十字病院　循環器科　神谷春雄
　　　朝日大学病院　循環器内科　瀬川知則　　　

105． 左内胸動脈－左前下行枝グラフトに特発性解離による急性冠症候群を発症したが、
解離の自然治癒を得た一例

浜松医科大学　内科学第三講座
○ 秋田敬太郎 大谷速人 鈴木佑一 山下哲史 

佐藤亮太 前川裕一郎

106． 冠攣縮性狭心症により完全房室ブロックから心静止となった一例
西尾市民病院　循環器内科

○ 木下翔平 田中俊郎 齋藤　誠 湯浅大祐 
吉田雅博

107． CTO を含む重症 3 枝疾患の PCI に failure したが 4 年後に retry し完全血行再建
に成功した症例から学んだこと

木沢記念病院
○ 山浦　誠 小野大樹 山田雄大 田邊　弦 

鈴木圭太 井戸貴久 高橋茂清 青山琢磨

108． 腸管壊死が見抜けなかった Stanford B 型大動脈解離の 1 例－腸管壊死を回避する
タイミングの考察と反省点－

公立陶生病院　心臓血管外科 1）

名古屋大学　心臓外科 2）

○ 市原利彦 1） 佐々木通雄 1） 渡辺芳雄 1） 大野　司 2） 
藤本和朗 2）

109． 外傷による腋窩・大腿動脈バイパス損傷に対して血管内治療と外科的血行再建の
hybrid 治療を行った一例

医療法人永井病院　循環器科 1）

医療法人永井病院　心臓血管外科 2）

三重大学附属病院　循環器内科 3）

○ 伊藤成弘 1） 仲田智之 1） 小暮周平 2） 熊谷直人 1） 
栗田泰郎 3） 星野康三 1）

110． 積極的治療が奏功して救肢し得た亜急性下肢動脈閉塞症の 1 例
松阪中央総合病院　循環器内科

○ 平松大典 谷川高士 飯尾滉太郎 伊神明良 
塩地弘和 後藤　至 杉浦伸也 幸治隆文 
松岡宏治
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E-2：症例部門賞 7〔心不全／その他〕No.111 ～ 116　　10:35 ～ 11:35
座長：水野内科　水野智文　　　　　　　　　　　　
　　　名古屋徳洲会総合病院　循環器内科　亀谷良介

111． 当院における IMPELLA（補助人工心臓ポンプカテーテル）の初期経験
名古屋徳洲会総合病院　循環器内科 1）

名古屋徳洲会総合病院　心臓血管外科 2）

○ 青山英和 1） 長谷川新 1） 中村真幸 1） 吉岡真吾 1） 
田中昭光 1） 下郷卓史 1） 安藤みゆき 1） 加藤千雄 1） 
亀谷良介 1） 大橋壮樹 2）

112． 在宅看取りを行った超高齢者心筋梗塞後心不全の一症例
医療法人慶睦会千手堂病院

○ 初音俊樹 天野裕香

113． 重症心不全・心原性ショックに対して ECPELLA（V-A ECMO+IMPELLA）が 
有効であった 1 例

名古屋徳洲会総合病院　循環器内科 1）

名古屋徳洲会総合病院　心臓血管外科 2）

○ 安藤みゆき 1） 長谷川新 1） 中村真幸 1） 吉岡真吾 1） 
田中昭光 1） 下郷卓史 1） 青山英和 1） 加藤千雄 1） 
亀谷良介 1） 山口拓海 2） 河住　亮 2） 小谷典子 2） 
児島昭徳 2） 大橋壯樹 2）

114． 高度の末梢血管拡張性ショックおよび高心拍出性心不全をきたした脚気の一例
名古屋市立大学病院

○ 吉田悠香子 中山貴文 水口　健 市橋　拓 
山本浩司 杉浦知範 大手信之

115． 心筋梗塞後に典型的な心腎貧血症候群を呈した一例
羽津医療センター　循環器科 1）

永井病院　循環器内科 2）

三重大学医学部附属病院　循環器内科 3）

○ 谷村宗義 1） 山中　崇 1） 川村正樹 1） 星野康三 2） 
土肥　薫 3）

116． Selexipag が効果的と考えられた門脈肺高血圧症の一例
浜松赤十字病院　循環器内科

○ 松倉　学 青島広幸 松成政良 神田貴弘 
田村　純 高林瑠美 尾関真理子 浮海洋史 
俵原　敬
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E-3：症例部門賞 8〔弁膜症　外科的治療〕No.117 ～ 122　　12:45 ～ 13:45
座長：名古屋市立大学　心臓血管外科　三島　晃　　
　　　岐阜市民病院　胸部・心臓血管外科　村上栄司

117． Morphology で考える　三尖弁大動脈弁逆流（TAV-AR）に対する大動脈弁形成術
（Aortic Valvuloplasty: AVP）

地方独立行政法人　静岡市立静岡病院　ハートセンター　心臓血管外科
○ 三浦友二郎 川口信司 中井真尚 山崎文郎

118． Morphology で考える　二尖弁大動脈弁逆流（BAV-AR）に対する大動脈弁形成
術（Aortic Valvuloplasty: AVP）

地方独立行政法人　静岡市立静岡病院　ハートセンター　心臓血管外科
○ 三浦友二郎 川口信司 中井真尚 山崎文郎

119． 慢性大動脈解離を有する severe AS に対する TF-TAVI 症例
市立四日市病院　心臓血管外科 1）

市立四日市病院　循環器内科 2）

○ 爲西顕則 1） 内田恭寛 2） 藤本靖幸 1） 寺本慎男 1） 
岡本　浩 1）

120． 左鎖骨下動脈アプローチで TAVI を施行した 1 例
聖隷浜松病院　心臓血管外科 1）

聖隷浜松病院　循環器科 2）

○ 曹　宇晨 1） 小出昌秋 1） 國井佳文 1） 立石　実 1） 
五十嵐仁 1） 高柳佑士 1） 櫻井陽介 1） 岡　俊明 2） 
杉浦　亮 2） 岡田尚之 2） 磯村大地 2） 秦　武弘 2）

121． 大動脈弁 4 尖弁に伴う大動脈弁閉鎖不全症に対して大動脈弁置換術を施行した 2 例
聖隷浜松病院　心臓血管外科 1）

聖隷浜松病院　循環器科 2）

○ 櫻井陽介 1） 小出昌秋 1） 國井佳文 1） 立石　実 1） 
五十嵐仁 1） 高柳佑士 1） 曹　宇晨 1） 岡　俊明 2） 
杉浦　亮 2） 岡田尚之 2） 齋藤秀輝 2） 秦　武弘 2）

122． 大動脈弁再置換術（Redo-AVR）中に右室穿孔を発症した 1 例
市立四日市病院　心臓血管外科

○ 藤本靖幸 寺本慎男 爲西顕則 岡本　浩
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E-4：一般演題 9〔不整脈／その他の疾患〕No.123 ～ 128　　13:45 ～ 14:45
座長：岐阜大学医学部　循環器内科　高杉信寛
　　　伊勢赤十字病院　循環器内科　笠井篤信

123． リード感染に対しリード抜去術後、心房細動アブレーション及び S-ICD 留置を施行
した 1 例

大垣市民病院
○ 杉山大記

124． Wide　QRS　tachycardia を認めた間欠性 WPW 症候群の一例
浜松医療センター　循環器内科

○ 澤崎浩平 吉崎哲史 石橋寛史 高山洋平 
福嶋　央 松本正弥 小林正和 武藤真広

125． 当院でのヒス束ペーシングの経験
名古屋大学　医学部　循環器内科

○ 岡本均弥 因田恭也 柳澤　哲 藤井亜弥 
坂本裕資 友松敏郎 間宮慶太

126． 特発性腹腔動脈解離の一例
中部ろうさい病院

○ 鈴木　瞳 松永　峻 大西知広 西川佳典 
真宮久美子 長尾知行 原田一宏 篠田典宏 
原田　憲 加藤真隆 丸井伸行

127． 前立腺癌治療剤フルタミドの影響でワーファリンの効果が著しく増強した一例
JA 愛知厚生連　豊田厚生病院　心臓外科

○ 小西康信 寺田貴史 荒木善盛 川口　鎮

128． ワーファリン治療中に PT 延長を来たし、腸腰筋血腫を認めた症例および脳梗塞
を発症した症例の 2 例

岡村記念病院　循環器内科
○ 高橋宗一郎 谷　信彦 浅田紘平 安藤元素 

井村慎志 角野元彦 保坂文駿 樽谷康弘
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E-5：一般演題 10〔虚血性心疾患〕No.129 ～ 133　　15:40 ～ 16:30
座長：岐阜県総合医療センター　循環器内科　岩間　眞
　　　豊橋ハートセンター　循環器内科　松原徹夫　　

129． 左主幹部冠動脈瘤に対する Off-pump 下での 1 手術例
市立四日市病院　心臓血管外科

○ 岡本　浩 藤本靖幸

130． iFR 施行 1 ヶ月後に急性下壁心筋梗塞をきたした一例
静岡市立静岡病院　循環器内科

○ 細谷奈津子 小野泰弘 中西優樹 中嶋敦生 
三竹啓嗣 表真由子 児玉圭太 服部雄介 
影山茂貴 渡邉祐三 杉山博文 川人充知 
竹内亮輔 村田耕一郎 縄田隆三 小野寺知哉

131． 冠動脈塞栓により急性心筋梗塞を発症した、慢性心房細動合併、出血ハイリスク
高齢患者の一例

浜松赤十字病院　循環器科
○ 田村　純 俵原　敬 青島広幸 松成政良 

神田貴弘 高林瑠美 尾関真理子 浮海洋史

132． 慢性閉塞病変への PCI 後に長軸方向の Positive Remodeling を生じステント閉塞
を来した一例

松阪市民病院　循環器内科 1）

松阪市民病院　呼吸器外科 2）

○ 村瀬元昭 1） 坂口慎太郎 1） 中村憲二 1） 諸岡英夫 1） 
矢田　公 2）

133． 当院における遠位部橈骨動脈穿刺の経験
JCHO 中京病院　循環器内科

○ 余語美奈 岡田卓也 桜井　卓 水野智章 
須賀一将 加藤寛之 村上　央 加田賢治 
坪井直哉
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学会協賛企業
今回の地方会開催にあたりまして、下記の企業様には格別なご厚誼をいただき感謝いた
します。

共催セミナー
アボット バスキュラー ジャパン株式会社 日本メドトロニック株式会社
エドワーズライフサイエンス株式会社 バイエル薬品株式会社
第一三共株式会社 ファイザー株式会社
ニプロ株式会社 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 持田製薬株式会社

広告
アシスト・ジャパン株式会社 大日本住友製薬株式会社
アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社 武田薬品工業株式会社
アステラス製薬株式会社 田辺三菱製薬株式会社
アストラゼネカ株式会社 中外製薬株式会社
株式会社APEX テルモ株式会社
アボット バスキュラー ジャパン株式会社 東亜新薬株式会社
アボットメディカルジャパン株式会社 トーアエイヨー株式会社
井上精機株式会社 ニプロ株式会社
株式会社エム・イー 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
MSD株式会社 日本メジフィジックス株式会社
大塚製薬株式会社 日本ライフライン株式会社
株式会社大森器械店 バイオトロニックジャパン株式会社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社 株式会社フェニックス
興和創薬株式会社 株式会社フォーム
サノフィ株式会社 フクダ電子三岐販売株式会社
株式会社三和化学研究所 富士フイルムRIファーマ株式会社
CSLベーリング株式会社 メディキット株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

企業展示
キヤノンメディカルシステムズ株式会社 株式会社島津製作所
シーマン株式会社 帝人在宅医療株式会社

寄附・助成
アステラス製薬株式会社 ゼオンメディカル株式会社
小野薬品工業株式会社 株式会社ツムラ
財団法人誠仁会 株式会社テクロス

（五十音順・平成30年5月29日現在）

第151回日本循環器学会東海地方会
会長　西垣　和彦
　　　岐阜市民病院第一内科部長・岐阜大学医学部客員臨床系医学教授
　　　〒500-8513　岐阜市鹿島町7丁目1番地
　　　TEL：058-251-1101
　　　運営事務局　  株式会社コングレ 

〒460-0004　名古屋市中区新栄町2-13　栄第一生命ビルディング 
TEL：052-950-3369　FAX：052-950-3370 
E-mail：tokai151@congre.co.jp




