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－ 1 －

第１会場（橘）
虚血性心疾患Ⅰ（９：00～９：35）
 座長　長内　智宏

１　男性冠動脈疾患群におけるメタボリックシンドローム（MetSyn）の関与：当科症例
の検討
財団法人総合南東北病院　心臓血管外科　○菅野　　恵、石川　和徳、緑川　博文

２　冠動脈疾患・睡眠時無呼吸症候群を合併した超肥満メタボリックシンドロームの二例
福島県立医科大学　第一内科　○神山　美之、石川　和信、佐藤　崇匡

待井　宏文、山口　　修、八巻　尚洋
国井　浩行、鈴木　　均、三次　　実
矢尾板裕幸、石橋　敏幸、丸山　幸夫

３　Rho-kinase阻害薬が有用であった難治性冠攣縮性狭心症の１例
岩手県立宮古病院　循環器科　○中村　明浩、稲津和歌子、高田　剛史

後藤　　淳、伊藤　俊一、星　　信夫

４　限局した梗塞巣により乳頭筋断裂を来した心筋梗塞の１剖検例
山形県立中央病院　内科　○青木　竜男、羽尾　清貴、近江　晃樹

高橋健太郎、福井　昭男、玉田　芳明
松井　幹之、矢作　友保、後藤　敏和
荒木　隆夫　　　　　　　　　　　　

５　Noncoronary Findings in Cardiac Imaging With Multidetector Computed 
Tomography
名古屋徳洲会総合病院　ハートセンター　循環器科　　　　　　　　　　　　　　

○佐藤　　誠、角辻　　暁　　　　　　



－ 2 －

第１会場（橘）
虚血性心疾患Ⅱ（９：35～10：10）
 座長　矢尾板　裕幸

６　再灌流後の急性心筋梗塞における遠隔期左室容積と左室機能の予測因子（心筋シンチ
グラフィーによる検討）

福島県立医科大学　内科学第一講座　○金子　博智、矢尾板裕幸、丸山　幸夫
星総合病院　心臓病センター　循環器内科　　渡邉　直彦　　　　　　　　　　　　

７　急性心筋梗塞における退院時ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白（H-FABP）値と左室リモ
デリング（LVR）の関係
山形大学　医学部　器官病態統御学講座　循環・呼吸・腎臓内科学分野　　　　　

○加藤　重彦、渡邉　　哲、宮下　武彦
宮本　卓也、二藤部丈司、廣野　　摂
野崎　直樹、竹石　恭知、久保田　功

８　ステント留置後の前下行枝びまん性閉塞病変に対しEndarterectomyおよびOnlay 
patch吻合が有効であった１例

星総合病院　心臓血管外科　○高橋　皇基、高橋　昌一　　　　　　
榊原記念病院　　高梨秀一郎　　　　　　　　　　　　

９　狭心症状を呈した左冠動脈再建術後20年以上経過したBland White Garland症候群
の２例
東北大学大学院　医学系研究科　循環器病態学分野　　　　　　　　　　　　　　

○太田有夕美、高橋　　潤、多田　博子
越田　亮司、中山　雅晴、伊藤　健太
安田　　聡、柴　　信行、小丸　達也
加賀谷　豊、下川　宏明　　　　　　

10　平成17年中に当センターで施行した経皮的冠動脈形成術症例のまとめ
秋田県成人病医療センター　循環器科　○佐藤　匡也、門脇　　謙、庄司　　亮

阿部　芳久、寺田　　健、熊谷　　肇
三浦　　傅　　　　　　　　　　　　



－ 3 －

第１会場（橘）
虚血性心疾患Ⅲ（10：10～10：45）
 座長　田巻　健治

11　緊急経皮的冠動脈形成術とDDDペーシングにより救命されたファロー四徴症術後の
急性心筋梗塞の１例

仙台市立病院　循環器科　○林　晋太郎、八木　哲夫、滑川　明男
石田　明彦、山科　順裕、田渕　晴名
住吉　剛忠　　　　　　　　　　　　

12　発症40時間以降の高度房室ブロックに緊急冠動脈形成術が有効であったと考えられ
た急性下壁心筋梗塞症の２例
岩手医科大学附属　循環器医療センター　内科CCU　　　　　　　　　　　　　　

○三船　俊英、房崎　哲也、遠藤　浩司
赤津　智也、菅原　正磨、小室堅太郎
高橋　祐司、小林　　健、新沼　廣幸
伊藤　智範　　　　　　　　　　　　

岩手医科大学　内科学第二講座　　中村　元行　　　　　　　　　　　　

13　PCPSにより救命したAMIに合併した心原性ショックの２例
岩手県立中央病院　循環器科　○近藤　正輝、八木　卓也、三浦　正暢

湊谷　　豊、花田　晃一、高橋　務子
高橋　　徹、野崎　英二、田巻　健治

14　血栓塞栓による急性心筋梗塞を発症した先天性心疾患根治術後の２例
東北大学大学院　医学系研究科　循環器病態学分野　　　　　　　　　　　　　　

○國生　泰範、高橋　　潤、越田　亮司
中山　雅晴、伊藤　健太、浅海　泰栄
安田　　聡、柴　　信行、小丸　達也
加賀谷　豊、下川　宏明　　　　　　

15　ペースメーカー植え込みとデノパミン投与を行ったレイノー症状を伴う血管攣縮性狭
心症の１例

山形県立中央病院　循環器科　○羽尾　清貴、後藤　敏和、矢作　友保
松井　幹之、玉田　芳明、福井　昭男
高橋健太郎、青木　竜男、近江　晃樹
荒木　隆夫　　　　　　　　　　　　

東北厚生年金病院　循環器科　　菅原　重生　　　　　　　　　　　　



－ 4 －

第１会場（橘）
虚血性心疾患Ⅳ（10：45～11：27）
 座長　佐藤　匡也

16　冠動脈ステント植え込み後早期に発症した脳出血の二例
山形県立中央病院　○矢作　友保、羽尾　清貴、近江　晃樹

青木　竜男、高橋健太郎、福井　昭男
玉田　芳明、松井　幹之、後藤　敏和
荒木　隆夫　　　　　　　　　　　　

17　ICMによる重症心不全症例に対して、CABG，MAP，左室形成術を施行した１例
山形大学医学部第二外科　○外山　秀司、澤村　佳宏、吉村　幸浩

中嶋　和恵、皆川　忠徳、黒田　吉則
貞弘　光章　　　　　　　　　　　　

18　虚血性心疾患の診断における心臓MRIの有用性
東北大学　大学院　医学系研究科　循環器病態学分野　○越田　亮司、杉村宏一郎、清水亜希子

下川　宏明　　　　　　　　　　　　
JR仙台病院　放射線科　　一瀬あずさ　　　　　　　　　　　　

19　By stander CPRにて救命しえたAMI患者の一例
太田西ノ内病院　循環器科　○水上　浩行、小松　宣夫、緑川　雄貴

前田　卓哉、大口　怜央、石田　悟朗
関口　祐子、中村　謙介、白岩　　理
遠藤　教子、新妻　健夫、三浦　英介
武田　寛人　　　　　　　　　　　　

太田西ノ内病院　救命救急センター　　篠原　一彰　　　　　　　　　　　　
太田西ノ内病院　脳神経外科　　川上　雅久　　　　　　　　　　　　

福島県立医科大学　第一内科教室　　丸山　幸夫　　　　　　　　　　　　

20　冠攣縮により心室細動を繰り返す狭心症の一例
市立秋田総合病院　循環器科　○藤原　敏弥、寺田　茂則、柴原　　徹

中川　正康　　　　　　　　　　　　
きびら内科クリニック　　鬼平　　聡　　　　　　　　　　　　

秋田大学医学部循環器内科学分野呼吸器内科学分野　　伊藤　　宏　　　　　　　　　　　　

21　心房梗塞によりアトロピン無効の徐脈低血圧をきたした一例
弘前大学循環器内科　○花田　賢二、樋熊　拓未、渋谷　修司

横田　貴志、及川　広一、阿部　直樹
富田　泰史、木村　正臣、佐々木真吾
横山　　仁、花田　裕之、長内　智宏
奥村　　謙　　　　　　　　　　　　



－ 5 －

第２会場（萩）
動脈硬化・血管疾患（９：00～9：35）
 座長　石橋　敏幸

22　内皮細胞（EC）への単球接着系でのレドックスおよびカルシウムシグナルにおける
酸化LDL受容体LOX-1の役割
福島県立医科大学　医学部　第一内科　○坂本　信雄、石橋　敏幸、阪本　貴之

大河原　浩、杉本　浩一、上岡　正志
上北　洋徳、丸山　幸夫　　　　　　

国立循環器病センター研究所脈管生理部　　沢村　達也　　　　　　　　　　　　

23　当院におけるStanford A型急性大動脈解離の検討
山形県立中央病院　循環器科　○松井　幹之、後藤　敏和、高橋健太郎

福井　昭男、玉田　芳明、矢作　友保
荒木　隆夫　　　　　　　　　　　　

24　大動脈解離で死亡した若年女性例
山形県立中央病院　循環器科　○三好　寛明、高橋健太郎、羽尾　清貴

近江　晃樹、青木　竜男、玉田　芳明
福井　昭男、松井　幹之、矢作　友保
後藤　敏和、荒木　隆夫　　　　　　

25　多彩な心血管病変を有するTurner症候群の１例
岩手医科大学附属循環器医療センター　循環器科　　　　　　　　　　　　　　　

○長沼雄二郎、蒔田　真司、安孫子明彦
中村　元行　　　　　　　　　　　　

岩手医科大学附属循環器医療センター　放射線科　　　　　　　　　　　　　　　
田中　良一、吉岡　邦浩　　　　　　

26　急性大動脈解離術後の吻合部仮性瘤に対してバルサルバグラフトを使用し大動脈基部
再建術を行った１例
岩手医科大学附属循環器医療センター　心臓血管外科　　　　　　　　　　　　　

○数井　利信、満永　義乃、高橋　　研
小泉　淳一、岡　　隆紀、坪井　潤一
福廣　吉晃、上部　一彦、中島　隆之
石原　和明、岡林　　均　　　　　　



－ 6 －

第２会場（萩）
心膜・心筋疾患・心不全Ⅰ（9：35～10：10）
 座長　花田　裕之

27　BNP高値例における予後と予後規定因子に関する検討
米沢市立病院　○平　カヤノ、藤野　彰久、渡辺　達也

荻生　徳寛、芦川　紘一　　　　　　

28　MRIが心臓再同期療法（CRT-D）の術前評価に有用であった拡張型心筋症の一例
東北大学大学院　循環器病態学　○若山　裕司、熊谷　浩司、福田　浩二

菅井　義尚、広瀬　尚徳、山口　展寛
杉村宏一郎、越田　亮司、嵯峨亜希子
加賀谷　豊、下川　宏明　　　　　　

JR仙台病院　放射線科　　一瀬あずさ　　　　　　　　　　　　

29　心筋炎を合併した心ファブリー病の一例
福島県立医科大学　医学部　第一内科　○三次　　実、佐藤　崇匡、待井　宏文

上北　洋徳、神山　美之、八巻　尚洋
大杉　　拓、石川　和信、矢尾板裕幸
石橋　敏幸、丸山　幸夫　　　　　　

30　新しい血管炎症マーカーPTX3の慢性心不全患者における予後予測因子としての役割
山形大学　医学部　第一内科　○鈴木　　聡、竹石　恭知、佐々木敏樹

北原　辰郎、新関　武史、小山　　容
原田　睦生、宮下　武彦、宮本　卓也
渡邉　　哲、廣野　　摂、野崎　直樹
久保田　功　　　　　　　　　　　　

31　孤発性三尖弁閉鎖不全症に対する弁置換術後に蛋白漏出性胃腸症が改善した一例
岩手医科大学循環器病センター　第二内科　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○大島　杏子、小林　　昇、大坂美和子
山崎　琢也、田代　　敦、中村　元行

岩手医科大学循環器病センター　心臓血管外科　　　　　　　　　　　　　　　　
石原　和明、小泉　淳一　　　　　　



－ 7 －

第２会場（萩）
心膜・心筋疾患・心不全Ⅱ（10：10～10：45）
 座長　小丸　達也

32　血行動態の悪化した若年者拡張型心筋症例に対してPDE阻害剤が著効した１症例
東北大学大学院　医学系研究科　循環器病態学　　　　　　　　　　　　　　　　

○浅海　泰栄、高橋　　潤、越田　亮司
國生　泰範、中山　雅晴、伊藤　健太
多田　博子、安田　　聡、柴　　信行
下川　宏明　　　　　　　　　　　　

33　ピタバスタチンの心保護作用に関する検討（３）
本荘第一病院　循環器科　○鈴木　　泰、大楽　英明　　　　　　

秋田大学　医学部　内科学講座　循環器内科学分野　　　　　　　　　　　　　　
伊藤　　宏　　　　　　　　　　　　

34　心筋梗塞様の心筋シンチ所見を呈した左室緻密化障害の２例
福島県立医科大学　医学部　第一内科　○佐藤　崇匡、矢尾板裕幸、待井　宏文

安藤　勝也、金城　貴士、及川　雅啓
上北　洋徳、神山　美之、義久　精臣
山口　　修、八巻　尚洋、大杉　　拓
高野　真澄、三次　　実、石川　和信
石橋　敏幸、丸山　幸夫　　　　　　

白河厚生病院　循環器科　　五十嵐盛雄、前原　和平　　　　　　
福島県立医科大学　医学部　放射線科　　清野　　修、宍戸　文男　　　　　　

35　洞性頻脈を呈した甲状腺機能亢進症による心不全の一例
公立置賜総合病院　○屋代　祥典、石野　光則、奥山　英伸

角田　裕一、結城　孝一　　　　　　
市立酒田病院　　金子　一善　　　　　　　　　　　　

36　産褥心筋症の一例
秋田赤十字病院　循環器科　○猪俣　陽子、青木　　勇、勝田　光明

照井　　元　　　　　　　　　　　　
秋田大学内科学講座循環器内科学分野　　伊藤　　宏　　　　　　　　　　　　



－ 8 －

第２会場（萩）
心膜・心筋疾患・心不全Ⅲ（10：45～11：27）
 座長　渡辺　博之

37　成人スティル病による心筋炎の一症例
東北大学循環器病態学　○杉村宏一郎、福本　義弘、出町　　順

縄田　　淳、清水亜希子、佐治　賢哉
藤田　　央、下川　宏明　　　　　　

38　左室流出路狭窄を伴うたこつぼ型心筋症に心破裂を合併した１例
岩手医科大学第二内科・附属循環器センター　○小室堅太郎　　　　　　　　　　　　

39　アスペルギルスによる慢性活動性心筋炎の１例
山形県立中央病院　内科　○堀野　智史、後藤　敏和、矢作　友保

松井　幹之、玉田　芳明、福井　昭男
高橋健太郎、青木　竜男、近江　晃樹
羽尾　清貴、荒木　隆夫　　　　　　

山形県立中央病院　病理部　　笹生　俊一　　　　　　　　　　　　

40　慢性腎不全、高尿酸血症を伴ううっ血性心不全に対するTJ―39（苓桂朮甘湯）の治
療効果

宮城利府エキサイ会病院　内科　○片寄　　大　　　　　　　　　　　　

41　AEDレンタルはICDの代用となり得るか？＜心停止を来した心アミロイドーシスの１
症例＞

東北大学　循環器病態学　○藤田　　央、福本　義弘、出町　　順
縄田　　淳、清水亜希子、佐治　賢哉
杉村宏一郎、下川　宏明　　　　　　

42　脳梗塞にて発見され、ベーター遮断薬によって心機能が改善した左室緻密化障害の１
例
独立行政法人　国立病院機構　仙台医療センター　　　　　　　　　　　　　　　

○森谷　茂太　　　　　　　　　　　　



－ 9 －

第２会場（萩）
心膜・心筋疾患・心不全／その他の心疾患（11：27～12：09）
 座長　玉田　芳明

43　高齢のFallot修復術後に出現した左心不全に対し心臓再同期療法が有効であった一例
弘前大学循環器内科　○渋谷　修司、佐々木真吾、花田　賢二

横田　貴志、及川　広一、阿部　直樹
富田　泰史、木村　正臣、樋熊　拓未
横山　　仁、花田　裕之、長内　智宏
奥村　　謙　　　　　　　　　　　　

44　たこつぼ様心筋壁運動異常を来した急性冠症候群の一例
西北中央病院　第２内科　○工藤　　健、和田　勝雄、山本　　猛

島田美智子　　　　　　　　　　　　

45　左室補助人工心臓治療を要した重症心不全２症例の経験
秋田大学　医学部　外科学講座心臓血管外科　　　　　　　　　　　　　　　　　

○山浦　玄武、山本　文雄、石橋　和幸
山本　浩史、成田　卓也、井上　賢之
本川真美加、田中　郁信、榎本　吉倫

46　心タンポナーデによる心肺停止に至った劇症型リウマチ性心膜炎の１例
大崎市民病院　循環器科　○矢作　浩一、岩渕　　薫、竹内　雅治

高橋　克明、平本　哲也　　　　　　

47　バルサルバ洞破裂を合併した感染性心内膜炎の一例
みやぎ県南中核病院　循環器科　○小山　二郎、川村　昌輝、塩入　裕樹

堀口　　聡、井上　寛一　　　　　　
病理部　　大藤　高志、熊谷　勝政、今野　律子
検査科　　藤田　雅史、高山　沙織　　　　　　

48　残存病変に対する経皮的冠動脈形成術（PCI) 待機中に発症した血栓性血小板減少性
紫斑病（TTP）の１例

岩手県立中央病院　循環器科　○湊谷　　豊、三浦　正暢、近藤　正輝
花田　晃一、高橋　務子、八木　卓也
高橋　　徹、野崎　哲司、野崎　英二
田巻　健治　　　　　　　　　　　　

岩手県立中央病院　血液内科　　宮入　泰郎　　　　　　　　　　　　
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第３会場（白橿１）
不整脈Ⅰ（９：00～９：35）
 座長　藤原　里美

49　心房頻拍と心房粗動を合併し、カテーテルアブレーションを施行した若年WPW症候
群の一例

山形県立中央病院　内科　○辻本　雄太、福井　昭男、羽尾　清貴
近江　晃樹、青木　竜男、高橋健太郎
玉田　芳明、松井　幹之、矢作　友保
後藤　敏和、荒木　隆夫　　　　　　

50　下位右房側壁の高周波通電で両方向性ブロックライン作成が可能となった通常型心房
粗細動の１例

岩手医科大学内科学第二講座　○小澤　真人、小松　　隆、橘　　英明
佐藤　嘉洋、岸　　杏子、中村　元行

51　ATPに特異的感受性の室房伝導を介したリエントリー性頻拍と非通常型房室結節リエ
ントリー性頻拍の１例

岩手医科大学内科学第二講座　○岸　　杏子、小松　　隆、橘　　英明
佐藤　嘉洋、小澤　真人、中村　元行

52　心室性期外収縮へのアブレーションが有効だった月経周期に関連して増悪する非持続
性心室頻拍の１例

東北公済病院　循環器科　○大友　　淳、杉村　彰彦、福地　満正
東北大学　循環器病態学分野　　福田　浩二、熊谷　浩司、下川　宏明

53　両心室ペースメーカー植込後に左室リードの脱落を２度来たし、胸腔鏡下に左室リー
ドの植え込みを要した１例
東北厚生年金病院　循環器センター内科　○三引　義明、片平　美明、菅原　重生

山中　多聞、山口　　済、亀山　剛義
菊田　　寿　　　　　　　　　　　　
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第３会場（白橿１）
不整脈Ⅱ（９：35～10：10）
 座長　熊谷　浩司

54　血中pilsicainide濃度の上昇時にBrugada型心電図を呈した心房細動の１例
東北公済病院循環器科　○大友　　淳、杉村　彰彦、福地　満正

55　大動脈弁置換術後、ICD頻回作動する薬剤抵抗性の左心室瘤起源心室頻拍にアブレー
ションが奏功した１例

東北大学　大学院　循環器病態学　○広瀬　尚徳、熊谷　浩司、福田　浩二
若山　裕司、菅井　義尚、山口　展寛
下川　宏明　　　　　　　　　　　　

56　連結期の長い心室期外収縮から生じる心室細動を繰り返した一例
秋田県成人病医療センター　○寺田　　健、阿部　芳久、庄司　　亮

熊谷　　肇、佐藤　匡也、門脇　　謙
三浦　　傅　　　　　　　　　　　　

秋田大学医学部　第二内科　　伊藤　　宏、小野　裕一　　　　　　

57　ATP感受性心房頻拍と類似した臨床心臓電気生理学的特徴を示した非通常型房室結節
リエントリー性頻拍の１例

仙台市立病院　循環器科　○櫻本万治郎、八木　哲夫、滑川　明男
石田　明彦、山科　順裕、田渕　晴名
住吉　剛忠　　　　　　　　　　　　

伊藤医院　　伊藤　明一　　　　　　　　　　　　

58　診断と治療に苦慮した束枝間リエントリー性心室頻拍の一例
福島県立医科大学　医学部　循環器内科　○上北　洋徳、鈴木　　均、神山　美之

山口　　修、国井　浩行、石橋　敏幸
丸山　幸夫　　　　　　　　　　　　

公立相馬総合病院　　佐藤　雅彦　　　　　　　　　　　　
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第３会場（白橿１）
不整脈Ⅲ（10：10～10：45）
 座長　八木　哲夫

59　薬剤による二次性QT延長により多形性心室頻拍をきたした頻脈性心房細動の一例
東北大学大学院　循環器病態学　○山口　展寛、熊谷　浩司、福田　浩二

若山　裕司、菅井　義尚、広瀬　尚徳
下川　宏明　　　　　　　　　　　　

60　低体温療法を併用し後遺症無く社会復帰した、虚血性心室細動の３例
岩手県立中央病院　循環器科　○藤井　理圭、高橋　　徹、三浦　正暢

近藤　正輝、湊谷　　豊、花田　晃一
高橋　務子、八木　卓也、野崎　哲司
野崎　英二、田巻　健治　　　　　　

61　不規則な頻拍周期を有する三尖弁輪起源心房頻拍に房室回帰性頻拍を合併した一例
福島県立医科大学第一内科　○金城　貴士、鈴木　　均、上北　洋徳

神山　美之、国井　浩行、石橋　敏幸
丸山　幸夫　　　　　　　　　　　　

62　ブルガダ型心電図を合併した単形性心室性期外収縮を契機とする特発性心室細動症例
東北大学大学院循環器病態学分野　○福田　浩二、熊谷　浩司、若山　裕司

菅井　義尚、広瀬　尚徳、山口　展寛
下川　宏明　　　　　　　　　　　　

63　右房後壁のdouble potentialを指標に通電し心房粗細動の誘因たる心房性期外収縮を
根治した若年者の一例

仙台市立病院　循環器科　○小林　潤平、八木　哲夫、山科　順裕
石田　明彦、滑川　明男、田渕　晴名
住吉　剛忠、伊藤　明一　　　　　　
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第３会場（白橿１）
不整脈／その他の心疾患（10：45～11：27）
 座長　小松　　隆

64　リード断線による植込み型除細動器（ICD）の誤作動をきたした拡張型心筋症（DCM）
の症例

東北大学　大学院　循環器病態学　○菅井　義尚、熊谷　浩司、福田　浩二
若山　裕司、広瀬　尚徳、山口　展寛
下川　宏明　　　　　　　　　　　　

東北大学　大学院　心臓血管外科学　　井口　篤志、田林　晄一　　　　　　

65　前中隔に副伝導路を有するWPW症候群３症例の検討
仙台市立病院循環器科　○田渕　晴名、八木　哲夫、滑川　明男

石田　明彦、山科　順裕、住吉　剛忠
伊藤医院　　伊藤　明一　　　　　　　　　　　　

66　完全房室ブロックとASDを合併した成人Ebstein奇形の１例
秋田大学　内科学講座　循環器内科学分野　○臼井美貴子、石田　　大、宗久　佳子

飯野　健二、小野　裕一、小坂　俊光
渡邊　博之、長谷川仁志、伊藤　　宏

67　尿中ノルメタネフリンのみ高値を呈した褐色細胞腫と思われる１例
山形県立中央病院　循環器科　○佐藤　　啓、後藤　敏和、矢作　友保

松井　幹之、玉田　芳明、福井　昭男
高橋健太郎、青木　竜男、近江　晃樹
羽尾　清貴、荒木　隆夫　　　　　　

68　心エコー上、心筋および乳頭筋に限局的な輝度上昇を認め、その後消失した一例
寿泉堂綜合病院　循環器科　○鈴木　智人、岩谷　真人、湯浅　伸郎

秋田大学循環器・呼吸器内科学分野　　伊藤　　宏　　　　　　　　　　　　

69　短期間で増大傾向を示した大動脈弁腫瘍の１例
仙台循環器病センター　循環器科　○笠井夕芙子、小林　　弘、鈴木　　太

藤森　完一、藤井　真也、八木　勝宏
内田　達郎　　　　　　　　　　　　

仙台循環器病センター　心臓血管外科　　椎川　　彰、鮎澤　慶一　　　　　　
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第３会場（白橿１）
その他の心疾患（11：27～12：09）
 座長　宮脇　　洋

70　両側高度肺動脈狭窄を伴った大動脈炎症候群の１例
山形県立中央病院内科　○細田　奈生、玉田　芳明、羽尾　清貴

近江　晃樹、青木　竜男、高橋健太郎
福井　昭男、松井　幹之、矢作　友保
後藤　敏和、荒木　隆夫　　　　　　

71　地域健常住民での高血圧予備群と虚血性脳卒中との関連：血清C反応性蛋白値での層
別化検討
岩手医科大学附属花巻温泉病院　内科　○田中　文隆　　　　　　　　　　　　
岩手医科大学　医学部　第２内科　　佐藤　権裕、瀬川　利恵、高橋　智弘

小川　宗義、中村　元行　　　　　　
岩手医科大学　医学部　衛生学公衆衛生学　　小野田敏行、大澤　正樹、板井　一好

坂田　清美　　　　　　　　　　　　
国立循環器病センター　集団検診部　　岡山　　明　　　　　　　　　　　　

72　地域住民の血中BNP濃度と脳卒中の関連についての縦断研究
岩手医科大学　循環器医療センター　第二内科　○高橋　智弘、田中　文隆、佐藤　権裕

瀬川　利恵、蒔田　真司、中村　元行
岩手医科大学　衛生学公衆衛生学　　小野田敏行、板井　一好、坂田　清美

岩手医科大学　脳神経外科　　吉田　雄樹、小川　　彰　　　　　　
国立循環器病センター　　岡山　　明　　　　　　　　　　　　
岩手県予防医学協会　　川村　和子　　　　　　　　　　　　

73　心臓カテーテル検査にて発見された左房粘液腫の一例
太田西ノ内病院　循環器センター　循環器科　○緑川　雄貴、小松　宣夫、前田　卓哉

大口　怜央、石田　悟朗、関口　祐子
水上　浩行、中村　謙介、白岩　　理
遠藤　教子、新妻　健夫、三浦　英介
武田　寛人　　　　　　　　　　　　

太田西ノ内病院　循環器センター　心臓血管外科　　村松　賢一、佐藤　善之、丹治　雅博

74　ジルチアゼム、ジソピラマイド中毒の一例
独立行政法人国立病院機構仙台医療センター　○青木　英和　　　　　　　　　　　　

75　先天性心疾患に伴う肺高血圧症に対するボセンタンの使用経験
東北大学　大学院　循環器病態学　○藤田　　央、福本　義弘、出町　　順

縄田　　淳、清水亜希子、佐治　賢哉
杉村宏一郎、下川　宏明　　　　　　



－ 15 －

午後の部
11：45～12：15　評議員会（第一会場・橘）

12：30～13：30　ランチョンセミナー（第一会場・橘）

 座長　山形大学医学部　器官病態統御学講座　　　　　　　　
 循環・呼吸・腎臓内科学分野　教授　久保田　功　先生

「心房細動の非薬物治療　up to date」

 筑波大学大学院人間総合科学研究科　病態制御医学専攻　　
 循環器病態医学分野　教授　青沼　和隆　先生

12：30～13：30　ランチョンセミナー（第二会場・萩）

 座長　財団法人厚生会　仙台厚生病院　院長　目黒　泰一郎　先生

「DES時代のPCI後薬物療法」

 社会保険小倉記念病院　循環器科　横井　宏佳　先生

 共催　第143回日本循環器学会東北地方会
 万有製薬株式会社 　　　　　　　
 三共製薬株式会社 　　　　　　　

13：45～14：45　特別講演（第一会場・橘）

 座長　山形大学医学部　器官病態統御学講座　　　　　　　　
 循環・呼吸・腎臓内科学分野　教授　久保田　功　先生

「DESの登場は冠動脈外科治療をどのように変えたか？」

 岩手医科大学　心臓血管外科学講座　教授　岡林　均　先生
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日本循環器学会東北支部部則

１．名　　称
　本支部は日本循環器学会東北支部と称する。（「地方会」より「支部」へ名称変更→
平成15年３月改正）

２．目　　的
　本支部は日本循環器学会の目的に協力し、本支部における循環器学の進歩と普及発
展を期し、あわせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

３．事　　業
　本支部は原則として年２回の学術集会を開催し、その他本支部の目的達成上必要な
事業を行う。

４．学術集会
　学術集会に演題を提出するものは日本循環器学会に入会しなければならない。学術
集会の記事は日本循環器学会誌に掲載する。

５．支 部 員
　本支部は日本循環器学会会員であって東北地方に在住する者および支部評議会にお
いて承認された者をもって組織する。
　支部員は支部費を納める。

６．名誉支部員
　本支部評議会は本支部の発展に多年功労のあった支部員を名誉支部員として推薦す
ることができる。ただし本人の承諾をうけるものとする。
　名誉支部員は会費の納入を免除される。

７．支 部 長
　本支部に支部長を１名おく。
　支部長は支部評議員会の互選により定める。
　支部長は本支部を代表する。

８．支部評議員
　本支部に支部評議員をおく。
　支部評議員は本地方の日本循環器学会評議員およびその推薦により選出された各県
若干の本支部部員をもってあてる。
　支部評議員は本支部の運営にあたる。
　支部評議員のうち２名を会計監事とし、支部長はこれを委嘱する。
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９．支部評議員会
　原則として学術集会の機会に定例支部評議員会（以下「評議員会」と略す。）を開
き会務を審議する。
　支部長は必要に応じ臨時に評議員会を開催できる。
　評議員会は支部員の中から幹事を委嘱し、本支部の日常業務を分掌させることがで
きる。

10．総　　会
　年１回原則としてその年度の最初の学術集会の際に総会を開く。
　総会の議長には支部長の指名した評議員があたる。
　評議員会が必要と認めたときには臨時総会を開くことができる。

11．役員任期
　支部長および支部評議員の任期は４年とし、再選はさまたげない。
　役員に欠員を生じた場合は速やかに補充し、その任期は前任者の残任期間とする。

12．会　　計
　本支部の会計年度は毎年４月１日からはじまり翌年３月31日におわる。
　本支部の経費は、部費、各種補助金および寄付金をもってあてる。

13．部則の変更
　本部則の変更は評議員会の議を経て総会の出席者の３分の２以上の賛成を要する。

14．付　　則
　①　本支部の事務室は当分の間、東北大学大学院循環器病態学におく。
　②　年間部費は個人部費2,000円とし、本部より一括徴収となる。
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日本循環器学会東北支部役員

支　部　長　　奥　村　　　謙

理　　　事　　奥　村　　　謙

名誉特別会員　　平　　　則　夫　　　三　浦　　　傅

評議員（各県ごと五十音順、○印は全国評議員）

　青　森　　　虻　川　輝　夫　　○奥　村　　　謙　　○長　内　智　宏

　　　　　　　小野寺　庚　午　　　金　沢　武　道　　　高　松　　　滋

　　　　　　　福　田　幾　夫　　　藤　野　安　弘　　　三国谷　　　淳

　　　　　　　元　村　　　成　　　盛　　　英　機　　　保　嶋　　　実

　岩　手　　　青　木　英　彦　　○上　嶋　健　治　　　川　副　浩　平

　　　　　　　佐　藤　昇　一　　　瀬　川　郁　夫　　　高　橋　恒　男

　　　　　　　田　巻　健　治　　○中　村　元　行　　　那　須　雅　孝

　　　　　　　平　盛　勝　彦　　　茂　木　　　格　　　西　城　精　一

　秋　田　　　阿　部　豊　彦　　○伊　藤　　　宏　　○小　野　幸　彦

　　　　　　　門　脇　　　謙　　　小　林　政　雄　　○斉　藤　　　崇

　　　　　　　佐々木　　　弥　　　佐　藤　匡　也　　　鈴　木　　　泰

　　　　　　　田　村　芳　一　　　長谷川　仁　志　　　林　　　雅　人

　　　　　　　松　岡　一　志　　　山　本　文　雄　　　阿　部　芳　久

　山　形　　　芦　川　紘　一　　　荒　木　隆　夫　　○遠　藤　政　夫

　　　　　　　大　友　　　尚　　　小　熊　正　樹　　　小　田　純　士

　　　　　　　金　谷　　　透　　○久保田　　　功　　　今　野　　　淳

　　　　　　　斎　藤　公　男　　　貞　弘　光　章　　　島　崎　靖　久

　　　　　　○竹　石　恭　知　　　福　井　昭　男　　　八　巻　通　安

　　　　　　　横　山　紘　一
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　宮　城　　　阿　部　圭　志　　　石　出　信　正　　　伊　藤　明　一

　　　　　　○伊　藤　貞　嘉　　　礒　山　正　玄　　　猪　岡　英　二

　　　　　　　今　井　　　潤　　　加賀谷　　　豊　　　金　澤　正　晴

　　　　　　　香　川　　　謙　　　小　岩　喜　郎　　　上　月　正　博

　　　　　　　佐久間　聖　仁　　　佐　藤　靖　史　　　下　川　宏　明

　　　　　　○白　土　邦　男　　　平　　　則　夫　　　田　林　晄　一

　　　　　　　田　中　元　直　　　立　木　　　楷　　　仁　田　新　一

　　　　　　　布　川　　　徹　　　三　浦　幸　雄　　　目　黒　泰一郎

　　　　　　　毛　利　　　平　　　柳　沢　輝　行　　　山　家　智　之

　　　　　　　金　塚　　　完

　福　島　　　青　木　孝　直　　　石　川　和　信　　○石　橋　敏　幸

　　　　　　　池　田　精　宏　　　市　原　利　勝　　　大和田　憲　司

　　　　　　　木　島　幹　博　　　津　田　福　視　　　羽根田　　　隆

　　　　　　　福　地　総　逸　　　星　野　俊　一　　○丸　山　幸　夫

　　　　　　○前　原　和　平　　　室　井　秀　一　　　矢尾板　裕　幸

　　　　　　　横　山　　　斉　　　渡　辺　　　毅

名誉支部員　　堀　内　藤　吾　　　水　野　成　徳　　　鈴　木　典　夫

　　　　　　　小　野　一　男　　　吉　永　　　馨

会 計 監 事　　阿　部　圭　志　　　田　中　元　直

幹　　　事　　柴　　　信　行　　　安　田　　　聡　　　苅　部　明　彦
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