
第146回

日本循環器学会東北地方会

参加者数：158名

演題数：64
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第１会場
(９階 講義室２)

第２会場
(９階 講義室１) ８階研修室

９:00～９:35
虚血性心疾患Ⅰ
(演題 １～５)
座長：田巻 健治
(岩手県立中央病院)

９:00～９:49
不整脈Ⅰ

(演題 33～39)
座長：阿部 芳久

(秋田県成人病センター)

９:35～10:17
虚血性心疾患Ⅱ
(演題 ６～11)
座長：伊藤 智範

(岩手医科大学附属循環器医療センター)

９:49～10:31
不整脈Ⅱ

(演題 40～45)
座長：八木 哲夫
(仙台市立病院)

10:17～11:06
虚血性心疾患Ⅲ
(演題 12～18)
座長：杉 正文

(いわき市立磐城共立病院)

10:31～11:13
不整脈Ⅲ

(演題 46～51)
座長：武田 寛人
(太田西ノ内病院)

11:06～11:55
心筋炎・心筋症/心内膜炎/

心膜・腫瘍
(演題 19～25)
座長：花田 裕之
(弘前大学)

11:13～12:02
大動脈/末梢血管
(演題 52～58)
座長：蒔田 真司
(岩手医科大学)

11:55～12:39
肺/高血圧・低血圧/
その他の疾患
(演題 26～32)
座長：加賀谷 豊
(東北大学)

12:02～12:44
心筋炎・心筋症/心内膜炎/
弁膜症/心膜・腫瘍
(演題 59～64)

座長：長谷川 仁志
(秋田大学)

11:50～12:15
評議員会

12:50～13:50
ランチョンセミナー
講師：蔦本 尚慶

(滋賀医科大学呼吸循環器内科)
座長：中村 元行
(岩手医科大学)

14:00～15:00
特別講演

講師：竹石 恭知
福島県立医科大学(内科学第一講座 教授)
座長：中村 元行
(岩手医科大学)

15:00～15:15
総会

プログラム及び座長 (敬称略)
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第１会場
虚血性心疾患Ⅰ (９：00～９：35)

座長 田巻 健治

１ 心臓MRIで心筋虚血は評価できるか？

町立羽後病院 内科 ○松田 健一､ 安田 修

２ 当院における冠動脈CTによる冠動脈ステント内腔の視認性評価の検討

町立羽後病院 内科 ○安田 修､ 松田 健一

３ 頸動脈エコーによる冠動脈狭窄病変スクリーニングの試み

仙台市医療センター 仙台オープン病院 ○高橋 務子､ 浪打 成人､ 杉江 正

加藤 敦､ 金澤 正晴

４ 左主幹部急性心筋梗塞症の臨床像と治療成績

岩手医科大学附属循環器医療センター ○菅原 正磨､ 伊藤 智範､ 房崎 哲也

遠藤 浩司､ 荻野 義信､ 木村 琢巳

小林 健､ 小室堅太郎､ 中島 悟史

中村 元行､ 岡林 均

５ Integrated-backscatter (IB) -血管内超音波法による冠動脈粥腫病変の組織性状と

脂質プロフィールとの関連

岩手医科大学附属循環器医療センター 循環器内科

○木村 琢巳､ 伊藤 智範､ 房崎 哲也

菅原 正磨､ 荻野 義信､ 遠藤 浩司

小林 健､ 中島 悟史､ 南 仁貴

肥田 龍彦､ 松井 宏樹､ 中村 元行
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第１会場
虚血性心疾患Ⅱ (９：35～10：17)

座長 伊藤 智範

６ 薬剤抵抗性冠攣縮性狭心症に対しニフェジピンが著効した一例

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

○宮下 武彦､ 玉渕 智昭､ 奥山 英伸

田村 晴俊､ 西山 悟史､ 宮本 卓也

二藤部丈司､ 渡邉 哲､ 久保田 功

７ 迷走神経反射により冠攣縮を来たした冠攣縮性狭心症の１例

秋田労災病院 内科 ○河村 晋平､ 上小牧憲寛

８ 梗塞責任病変とおもわれる冠動脈自然解離の12年間にわたる経過を観察しえた一症例

仙台循環器病センター 循環器科 ○下山 祐人､ 藤井 真也､ 八木 勝宏

小林 弘､ 藤森 完一､ 米村 滋人

島谷有希子､ 内田 達郎

９ 重症貧血に伴い不安定狭心症を呈した１例

東北大学大学院 循環器病態学 ○川口 典彦､ 越田 亮司､ 高橋 潤

中山 雅晴､ 武田 守彦､ 伊藤 健太

安田 聡､ 加賀谷 豊､ 下川 宏明

10 冠動脈穿孔と心破裂を合併した急性心筋梗塞の一例

岩手県立中央病院 ○千葉 大輔､ 高橋 徹､ 三浦 正暢

遠藤 秀晃､ 花田 晃一､ 八木 卓也

中村 明浩､ 野崎 英二､ 田巻 健治

11 シロリムス溶出ステント留置後､ １年以上経過してから再狭窄をきたした２症例

福島県立医科大学医学部 内科学第一講座 ○中里 和彦､ 国井 浩行､ 坂本 信雄

石川 和信､ 石橋 敏幸､ 竹石 恭知
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第１会場
虚血性心疾患Ⅲ (10：17～11：06)

座長 杉 正文

12 大量の血栓処理に難渋した高齢者急性心筋梗塞の一例

福島県立医科大学医学部 内科学第一講座 ○宮田真希子､ 中里 和彦､ 坂本 信雄

及川 雅啓､ 石川 和信､ 石橋 敏幸

竹石 恭知

13 ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)と血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)の鑑別を要した急

性心筋梗塞の一例

弘前大学医学部附属病院 循環器内科 ○相樂 繁樹､ 及川 広一､ 伊藤 太平

泉山 圭､ 佐々木憲一､ 横田 貴志

阿部 直樹､ 大和田真玄､ 木村 正臣

樋熊 拓未､ 佐々木真吾､ 横山 仁

花田 裕之､ 長内 智宏､ 奥村 謙

14 無症候性に心室中隔穿孔を発症し､ 待機的に手術を行った１例

国立病院機構仙台医療センター 循環器科 ○清水 亨､ 田中 光昭､ 尾上 紀子

富岡 智子､ 馬場 恵夫､ 篠崎 毅

15 冠動脈バイパス術後のelectrical stormにPCPSが有効であった１例

東北大学大学院 循環器病態学 ○瀧井 暢､ 伊藤 健太､ 高橋 潤

越田 亮司､ 中山 雅晴､ 武田 守彦

多田 智洋､ 安田 聡､ 下川 宏明

東北大学大学院 心臓血管外科学 小田 克彦､ 鎌田 誠､ 本吉 直孝

渋谷 拓見､ 田林 晄一

16 PCIに合併した冠動脈穿孔に対する治療方針の決定に心臓MDCTが有効だった一例

東北大学大学院 循環器病態学 ○高橋 潤､ 安田 聡､ 越田 亮司

中山 雅晴､ 伊藤 健太､ 多田 智洋

加賀谷 豊

17 緊急医療トリアージが奏効した重症急性冠症候群 (左主幹部閉塞) の一例

米沢三友堂病院 循環器科 ○川島 理､ 阿部 秀樹

18 CABG後VTとなりCTOに対して緊急PCIを行った一例

岩手県立中央病院 循環器科 ○瀬川 茉莉､ 花田 晃一､ 三浦 正暢

遠藤 秀晃､ 八木 卓也､ 高橋 徹

中村 明浩､ 野崎 英二､ 田巻 健治

― 5―



第１会場
心筋炎・心筋症/心内膜炎/心膜・腫瘍 (11：06～11：55)

座長 花田 裕之

19 急性好酸球性心筋炎の１例

弘前大学大学院医学研究科 循環呼吸腎臓内科

○伊藤 太平､ 樋熊 拓未､ 泉山 圭

相樂 繁樹､ 横田 貴志､ 佐々木憲一

斎藤 新､ 阿部 直樹､ 及川 広一

大和田真玄､ 木村 正雄､ 佐々木真吾

横山 仁､ 花田 裕之､ 長内 智宏

奥村 謙

20 心原性脾梗塞による脾破裂を合併した感染性心内膜炎の１例

福島県立医科大学 内科学第一講座 ○半田 裕子､ 義久 精臣､ 宮田真希子

金城 貴士､ 金城 貴士､ 上北 洋徳

国井 浩行､ 斎藤 修一､ 石川 和信

石橋 敏幸､ 竹石 恭知

21 冠動脈バイパス術後の収縮性心膜炎にステロイドが著効した１例

盛岡赤十字病院 循環器科 ○高橋 保､ 齋藤 雅彦､ 永野 雅英

市川 隆

22 特発性心膜胸膜炎のステロイド治療中に胸水の貯留をきたした肺クリプトコッカス症の一例

岩手医科大学医学部 循環器・腎・内分泌内科

○佐久間雅文､ 齊藤 秀典､ 高橋 智弘

大島 杏子､ 佐藤 衛､ 中村 元行

23 左心補助人工心臓から離脱した拡張型心筋症の１例

東北大学大学院 医学系研究科 心臓血管外科

○井口 篤志､ 二宮 本報､ 田林 晄一

東北大学加齢医学研究所 病態計測部門 西條 芳文

24 Adaptive Servo ventilationが拡張相肥大型心筋症の左心機能を著名に改善した１例

福島県立医科大学 内科学第一講座 ○山田 慎哉､ 義久 精臣､ 佐藤 崇匡

小林 淳､ 八巻 尚洋､ 鈴木 均

石川 和信､ 石橋 敏幸､ 竹石 恭知

25 急性心不全に対するnon-invasive positive pressure ventilationの有効性

仙台医療センター 循環器科 ○田丸 貴規
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第１会場
肺/高血圧・低血圧/その他の疾患 (11：55～12：39)

座長 加賀谷 豊

26 生体肺移植を行った肺静脈閉塞を伴う肺動脈性肺高血圧症の一例

東北大学病院 循環器内科 ○杉村宏一郎､ 福本 義弘､ 出町 順

縄田 淳､ 佐治 賢哉､ 福井 重文

中野 誠､ 下川 宏明

東北大学病院 呼吸器外科 近藤 丘

27 肺動脈血栓塞栓症の一例でのDSCTを用いたDual Energyによる肺動脈灌流画像作成の試み

宮城県立循環器・呼吸器病センター ○渡邉 誠､ 大沢 上､ 三引 義明

柴田 宗一､ 住吉 剛忠､ 菊田 寿

28 全身性エリテマトーデス､ シェーグレン症候群､ 原発性胆汁性肝硬変に合併した肺高血圧

症の１例

弘前大学医学部附属病院 循環器・呼吸器・腎臓内科

○泉山 圭､ 阿部 直樹､ 伊藤 太平

相樂 繁樹､ 佐々木憲一､ 大和田真玄

及川 広一､ 木村 正臣､ 樋熊 拓未

佐々木真吾､ 花田 裕之､ 長内 智宏

奥村 謙

29 Afterload mismatchに伴うFlash pulmonary edemaの一例

国立病院機構仙台医療センター 循環器科 ○佐竹 洋之､ 清水 亨､ 尾上 紀子

田中 光昭､ 富岡 智子､ 馬場 恵夫

谷川 俊了､ 篠崎 毅

30 肺高血圧症患者におけるRhoキナーゼ活性の亢進

東北大学大学院 医学系研究科循環器内科 ○珠蘭其其格､ 福本 義弘､ 縄田 淳

田原 俊介､ 中野 誠､ 下川 宏明

東北大学大学院 医学系研究科呼吸器外科 星川 康､ 近藤 丘

31 肺高血圧に合併する甲状腺機能障害の特徴

東北大学大学院 循環器病態学 ○三浦 裕､ 福本 義弘､ 中野 誠

福井 重文､ 杉村宏一郎､ 下川 宏明

32 循環器領域での早期糖尿病検出とthiazolidineによる介入の経験�総合南東北病院 ○菅野 恵
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第２会場
不整脈Ⅰ (９：00～９：49)

座長 阿部 芳久

33 心房中隔瘤由来の心房頻拍が心房細動のtriggerであると考えられた１例

仙台市立病院 循環器科 ○佐藤 弘和､ 八木 哲夫､ 石田 明彦

滑川 明男､ 山科 順裕､ 中川 孝

櫻本万治郎､ 佐藤 英二

伊藤医院 伊藤 明一

34 CARTO Merge Systemを用いてカテーテルアブレーションを行ったEbstein奇形の一例

仙台市立病院 循環器科 ○佐藤 英二､ 八木 哲夫､ 石田 明彦

山科 順裕､ 滑川 明男､ 田渕 晴名

住吉 剛忠､ 佐藤 弘和､ 中川 孝

櫻本万治郎

35 三尖弁輪と僧帽弁輪を周回するdual loop macroreentrant atrial tachycardiaの一例

弘前大学大学院医学研究科 循環呼吸腎臓内科学

○佐々木憲一､ 大和田真玄､ 堀内 大輔

木村 正臣､ 佐々木真吾､ 奥村 謙

36 Ebstein病に合併したWPW症候群のアブレーションに対しElectro-anatomical mapping法

が有効であった１例

福島県立医科大学医学部 循環器内科 ○岩谷 章司､ 鈴木 均､ 佐藤 崇匡

金城 貴士､ 上北 洋徳､ 神山 美之

泉田 次郎､ 石川 和信､ 石橋 敏幸

竹石 恭知

公立相馬病院 佐藤 雅彦

37 Mahaim束を介するAVRTに対してElectro-anatomical mappingを用いて

カテーテルアブレーションに成功した一例

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

○玉渕 智昭､ 二藤部丈司､ 青柳 拓郎

岩山 忠輝､ 田村 晴俊､ 西山 悟史

宍戸 哲郎､ 宮下 武彦､ 宮本 卓也

渡邉 哲､ 久保田 功
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38 マーシャル静脈を起源とした心房頻拍の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､ 佐藤 弘和

中川 孝､ 佐藤 英二

39 Fibrillatory veinをtargetとしてカテーテルアブレーションを行った発作性心房細動の一例

東北厚生年金病院 循環器センター ○田渕 晴名

仙台市立病院 循環器科 八木 哲夫､ 滑川 明男､ 石田 明彦

山科 順裕､ 佐藤 弘和､ 中川 孝

櫻本万治郎､ 佐藤 英二

伊藤医院 伊藤 明一
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第２会場
不整脈Ⅱ (９：49～10：31)

座長 八木 哲夫

40 WPW症候群に合併した特発性心室細動の一例

東北大学大学院 医学系研究科 循環器病態学分野

○山口 展寛､ 福田 浩二､ 若山 裕司

広瀬 尚徳､ 下川 宏明

41 アミオダロン内服中に甲状腺機能亢進症を呈した一例

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

○禰津 俊介､ 岩山 忠輝､ 渡邉 哲

玉渕 智昭､ 青柳 拓郎､ 田村 晴俊

西山 悟史､ 宍戸 哲郎､ 宮下 武彦

宮本 卓也､ 二藤部丈司､ 久保田 功

山形県立日本海病院 桐林 伸幸､ 高橋 大､ 伊藤 誠

小熊 正樹

42 家族性心房粗動の３症例

山形県立中央病院 循環器科 ○高橋 克明､ 福井 昭男､ 佐々木真太郎

菊地 彰洋､ 近江 晃樹､ 高橋健太郎

玉田 芳明､ 松井 幹之､ 矢作 友保

後藤 敏和

43 心臓再同期療法を施行した修正大血管転位症の一例

岩手医科大学 第２内科・附属循環器医療センター

○小澤 真人､ 佐藤 嘉洋､ 橘 英明

肥田 頼彦､ 小松 隆､ 中村 元行

44 三尖弁置換術後にICD植え込みを施行したエプスタイン奇形の一例

東北大学大学院循環器病態学 ○若山 裕司､ 福田 浩二､ 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 井口 篤志､ 田林 晄一

45 CRT-D感染例

山形県立中央病院 ○福井 昭男､ 佐々木真太郎､ 高橋 克明

高橋健太郎､ 玉田 芳明､ 松井 幹之

松井 幹之､ 矢作 友保､ 後藤 敏和
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第２会場
不整脈Ⅲ (10：31～11：13)

座長 武田 寛人

46 Brugada症候群と特発性心室細動の電気生理学的相違

東北大学大学院 循環器病態学分野 ○福田 浩二､ 若山 裕司､ 広瀬 尚徳

山口 展寛､ 下川 宏明

47 当院でのアミオダロン注射薬の使用経験

岩手医科大学 第２内科・附属循環器医療センター

○折居 誠､ 小松 隆､ 橘 英明

佐藤 嘉洋､ 小澤 真人､ 中村 元行

岡林 均

鹿角組合総合病院 循環器科 大坂 英通

48 肥大型心筋症におけるハイリスク患者の同定, 植込み型除細動器の適応と効果

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 循環器内科学 伊藤 宏

49 心房内病変の評価に64列MDCTが有用であった２症例の報告

東北公済病院 ○多田 博子､ 杉村 彰彦､ 福地 満正

東北大学 循環器内科 越田 亮司

50 Merge CARTOを用いた心房細動に対するカテーテルアブレーション

仙台市立病院 循環器科 ○中川 孝､ 八木 哲夫､ 滑川 明男

石田 明彦､ 山科 順裕､ 田渕 晴名

住吉 剛忠､ 佐藤 弘和､ 櫻本万治郎

佐藤 英二

51 Electro-anatomical Mapping Systemを用いた 右室流出路起原特発性心室性頻拍の好発部

位に関する検討

仙台市立病院 循環器科 ○山科 順裕､ 八木 哲夫､ 滑川 明男

石田 明彦､ 佐藤 弘和､ 中川 孝

桜本万治郎､ 佐藤 英二
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第２会場
大動脈/末梢血管 (11：13～12：02)

座長 蒔田 真司

52 外傷性胸部大動脈損傷に対しステントグラフト内挿術を施行した２例

総合南東北病院 心臓血管外科 ○緑川 博文､ 菅野 恵､ 石川 和徳

53 Aortic root dilationの切迫破裂を来したvascular type Ehlers-Danlos syndromeの

手術例とその考察

国立病院機構仙台医療センター 心臓血管外科

○篠崎 滋､ 生井 麻子､ 櫻井 雅浩

54 術前には診断しえなかった大動脈弁閉鎖不全で発症した大動脈炎症候群の一例

市立秋田総合病院 循環器科 ○中川 正康､ 佐藤 和奏､ 柴原 徹

藤原 敏弥

本荘第一病院 循環器科 池田 研

きびら内科クリニック 鬼平 聡

秋田大学医学部 内科学講座 循環器内科学分野

伊藤 宏

55 腸骨動脈の血栓処理に難渋した急性下肢動脈閉塞症の一例

医療法人明和会 中通総合病院 ○阪本 亮平､ 五十嵐知規､ 佐藤 誠

56 当院における内頚動脈ステント (CAS) の初期成績

米沢 三友堂病院 循環器科 ○川島 理､ 阿部 秀樹

米沢 三友堂病院 脳神経外科 新宮 正

57 人間ドック受診者の頸動脈壁硬化度 (Stiffness) 上昇に関与する危険因子の性差について

の検討

岩手医科大学 内科学講座 循環器腎内分泌分野

○玉田真希子､ 蒔田 真司､ 安孫子明彦

長沼雄二郎､ 那須 和広､ 菅原 正磨

中村 元行

58 産褥心筋症の２例

岩手県立中央病院 循環器内科 ○加藤 廉平､ 高橋 徹､ 三浦 正暢

遠藤 秀晃､ 花田 晃一､ 八木 卓也

中村 明浩､ 野崎 英二､ 田巻 健治

岩手医科大学 第２内科・循環器医療センター 佐藤 衛
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第２会場
心筋炎・心筋症/心内膜炎/弁膜症/心膜・腫瘍 (12：02～12：44)

座長 長谷川仁志

59 心および全身性AAアミロイドーシスの１剖検例

盛岡赤十字病院 ○太田 達樹､ 齋藤 雅彦､ 高橋 保

永野 雅英､ 市川 隆

60 心電図上イプシロン波を認めた左心不全の一例

秋田大学医学部内科学講座 循環器内科学分野・呼吸器内科学分野

○佐藤 貴子､ 渡邊 博之､ 高橋陽一郎

野堀 潔､ 石田 大､ 飯野 健二

小坂 俊光､ 長谷川仁志､ 伊藤 宏

61 孤立性三尖弁閉鎖不全による難治性心不全症例に対して弁置換術を施行した１例

福島県立医科大学 第一内科学講座 ○待井 宏文､ 中里 和彦､ 上北 洋徳

坂本 信雄､ 石川 和信､ 石橋 敏幸

竹石 恭知

福島県立医科大学 心臓血管外科学講座 高瀬 信弥､ 横山 斉

62 癌性心膜炎による心タンポナーデに対しカルボプラチン心嚢内投与が有効であった１例

国立病院機構仙台医療センター 循環器科 ○土屋 尭裕､ 尾上 紀子､ 清水 亨

山崎 琢也､ 田中 光昭､ 富岡 智子

馬場 恵夫､ 谷川 俊了､ 篠崎 毅

63 完全房室ブロックを初発症状とし､ 心不全に急激に陥った心臓原発悪性リンパ腫の一例

岩手医科大学 第２内科･循環器医療センター ○後藤 巖､ 山崎 琢也､ 那須 和広

高橋 智弘､ 石川 有､ 盛川 宗孝

照井 克俊､ 小林 昇､ 田代 敦

中村 元行

64 急速に循環動態が増悪した未分化左房内肉腫の一例

岩手医科大学 内科学第２講座・附属循環器医療センター 内科

○南 仁貴､ 房崎 哲也､ 肥田 龍彦

肥田 頼彦､ 中島 悟史､ 小林 健

木村 琢巳､ 荻野 義信､ 菅原 正磨

遠藤 浩司､ 伊藤 智範､ 中村 元行

岩手医科大学附属循環器医療センター 心臓血管外科

岡 隆紀､ 佐藤 央､ 岡林 均

北上済生会病院 循環器科 小室堅太郎､ 斉藤 大､ 茂木 格
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午後の部

11：50～12：15 評議員会 (８階研修室)

《教育セッション》

12：50～13：50 ランチョンセミナー (第１会場 ９階講義室２)

座長：岩手医科大学内科学講座

循環器・腎・内分泌部門 教授 中村 元行 先生

｢心臓とアルドステロン ～新たなRAAS時代へ～｣

滋賀医科大学呼吸循環器内科 講師 蔦本 尚慶 先生

(共催：ファイザー株式会社)

《教育セッション》

14：00～15：00 特別講演 (第１会場 ９階講義室２)

座長：岩手医科大学内科学講座

循環器・腎・内分泌部門 教授 中村 元行 先生

｢自然免疫と循環器疾患｣

福島県立医科大学 内科学第一講座 教授 竹石 恭知 先生

15：00～15：15 総 会 (第１会場 ９階講義室２)

― 14 ―



MEMO

― 15 ―



日本循環器学会東北支部則
(平成20年２月変更許可)

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会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員会において承

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

年齢満65歳以上の会員で､ 支部評議員を３期以上務めた者を名誉支部員とする｡

会費の納入を免除するほかは､ 正会員として処遇する｡ 評議員会に出席して意見を述べるこ

とができる｡ ただし､ 議決権は有しない｡

７. 名誉特別会員

名誉支部員の条件に加え､ 東北地方会で会長を務めた者､ 支部長を務めた者とする｡

処遇については､ 名誉支部員に準用する｡

８. 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｡
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９. 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｡

10. 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｡

11. 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｡

12. 役員任期

支部長及び支部評議員の任期は４年とし､ 再任はさまたげない｡ 役員に欠員が生じた場合は

速やかに補充し､ その任期は前任者の残任期間とする｡

13. 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｡

14. 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｡

15. 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
(平成20年４月１日現在)

支部長 下川 宏明

理 事 下川 宏明

名誉特別会員 白土 邦男 平 則夫 丸山 幸夫 三浦 傅

名誉支部員 芦川 紘一 虻川 輝夫 阿部 圭志

池田 精宏 伊藤 明一 猪岡 英二

遠藤 政夫 小野 一男 香川 謙

金澤 武道 佐々木 弥 鈴木 典夫

高松 滋 田中 元直 立木 楷

津田 福視 仁田 新一 林 雅人

平盛 勝彦 羽根田 隆 星野 俊一

三浦 幸雄 毛利 平

評議員 (各県ごと五十音順､ ○印は全国評議員)

青 森 ○奥村 謙 ○長内 智宏 花田 裕之

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 伊藤 智範 岡林 均

○小松 隆 佐藤 衛 瀬川 郁夫

田代 敦 田巻 健治 ○中村 元行

那須 雅孝 蒔田 真司 茂木 格

秋 田 阿部 芳久 ○伊藤 宏 小野 幸彦

門脇 謙 小林 政雄 斎藤 崇

佐藤 匡也 鈴木 泰 田村 芳一

長谷川仁志 松岡 一志 山本 文雄

○渡辺 博之

山 形 熱海 裕之 石井 邦明 小熊 正樹

金谷 透 ○久保田 功 後藤 敏和

齋藤 公男 貞弘 光章 廣野 摂

福井 昭男 松井 幹之 宮脇 洋

八巻 通安 ○渡辺 哲
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宮 城 井口 篤志 石出 信正 ○伊藤 貞嘉

今井 潤 ○加賀谷 豊 金澤 正晴

金塚 完 小岩 喜郎 上月 正博

小丸 達也 西條 芳文 佐久間聖仁

佐藤 昇一 ○下川 宏明 ○田林 晄一

布川 徹 目黒泰一郎 安田 聡

柳澤 輝行 山家 智之

福 島 青木 孝直 石川 和信 ○石橋 敏幸

市原 利勝 大和田憲司 木島 幹博

○竹石 恭知 前原 和平 室井 秀一

○横山 斉 渡辺 毅

会計監事 阿部 圭志 田中 元直

幹 事 柴 信行 安田 聡 福本 義弘
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