∞循環器科∞
学会発表

膀胱癌による腫瘍性塞栓症と多発脳塞栓症をきたした卵円孔開存の1例
岡﨑絢子、川口由高、大野嘉寿人、生駒剛典、谷信彦、宮島佳祐、渡辺知幸、若林康
日本心エコー図学会第28回学術集会 2017.4 愛知
CardioREPOによるdyssynchronyの評価の試み
宮島佳祐、漆田毅、岡﨑絢子、大野嘉寿人、生駒剛典、谷信彦、佐藤亮太、渡辺知幸、
川口由高、若林康、前川裕一郎
第114回日本内科学会総会 2017.4 東京
Rate fading,Closed Loop Stimulation(CLS)機能を有するDDDペースメーカー植込みを行った心
抑制型神経調整性失神の1例
白井祐輔、宮島佳祐、岡﨑絢子、大野嘉寿人、生駒剛典、谷信彦、渡辺知幸、川口由高、
若林康
医学生･研修医の日本内科学会ことはじめ2017 2017.4 東京
心電図異常、心機能低下を伴うhypereosinophilic syndromeの原因が住血吸虫感染症であった1例

梅田和佳、宮島佳祐、大野嘉寿人、生駒剛典、谷信彦、佐藤亮太、渡辺知幸、
川口由高、若林康
医学生･研修医の日本内科学会ことはじめ2017 2017.4 東京
Closed Loop Stimulation(CLS) 機能を有するDDDペースメーカー植込みを行った心抑制型神経
調節性失神の1例
宮島佳祐、漆田毅、金史彦、白井祐輔、松浦純也、岡﨑絢子、小田敏雅、渡辺知幸、
川口由高、龍口万里子、若林康、前川裕一郎
浜松不整脈研究会 2017.5 浜松
心サルコイドーシスの一例
若林康
静岡心臓核医学勉強会 2017.5

静岡

心電図異常、心機能低下を伴うhypereosinophilic syndromeの原因が住血吸虫感染症であった1例

梅田和佳、宮島佳祐、大野嘉寿人、生駒剛典、谷信彦、佐藤亮太、渡辺知幸、
川口由高、若林康
第232回日本内科学会東海地方会 2017.6 愛知
心抑制型の神経調律性失神症例にCLS機能を有するペースメーカを植え込んだ一例
大隅佑介、 鈴木隼人、宮下祐司、愛知正嗣、工藤絢子、宮島佳祐
第17回日本心臓植込みデバイスフォローアップ研究会 2017.6 静岡
当院における抗凝固療法の現状
若林康、金史彦、白井祐輔、小田敏雅、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子
心房細動と心電図について考える会 2017.6 浜松
心抑制型の神経調律性失神症例にCLS機能を有するペースメーカを植え込んだ一例
白井祐輔、宮島佳祐、岡﨑絢子、大野嘉寿人、生駒剛典、谷信彦、渡辺知幸、
川口由高、若林康
第149回日本循環器学会東海地方会 2017.7 愛知
超高齢者の来院時心肺停止患者の現状
白井祐輔、宮島佳祐、金史彦、岡﨑絢子、小田敏雅、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子、若林康
第149回日本循環器学会東海地方会 2017.7 愛知
PVODを合併したSScに伴うPAHの1例
川口由高、松浦純也、金史彦、白井祐輔、小田敏雅、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、
龍口万里子、若林康
第149回日本循環器学会東海地方会 2017.7 愛知
TVAC IIktによる持続血栓吸引療法がdistal protection後のslow flowの改善に有用であった急
性心筋梗塞の2例
宮島佳祐、金史彦、白井祐輔、小田敏雅、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子、若林康

第149回日本循環器学会東海地方会

2017.7

愛知

心嚢ドレナージ直後に急速な右室拡大をきたした一例
金史彦、宮島佳祐、白井祐輔、小田敏雅、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子、若林康
第54回静岡心エコー図セミナー 2017.7 静岡
当院におけるVTE治療の実際
若林康、金史彦、白井祐輔、小田敏雅、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子
エリキュースVTE治療研究会in 浜松 2017.7 浜松
高度冠動脈石灰化病変への治療戦略
川口由高、金史彦、白井祐輔、小田敏雅、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、龍口万里子、
若林康
水曜カンファレンス 2017.8 浜松
循環器医だからできる！！感染症を有する心不全、DIC患者への早期治療介入の可能性
宮島佳祐、金史彦、白井祐輔、小田敏雅、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、龍口万里子、
若林康
豊橋DICの会 2017.8 愛知
第1世代DESのstent fracture、stent閉塞病変に対してUltimasterを留置した一例
川口由高、金史彦、白井祐輔、小田敏雅、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、龍口万里子、
若林康
Expert meeting in 浜松 2017.8 浜松
Pa,Pdの測定部位の高低差によるFFR値の相違の検討
川口由高、金史彦、白井祐輔、小田敏雅、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、龍口万里子、
若林康
POPAI2017 2017.9 岐阜
Usefulness of Dual Chamber Pacemaker with the Closed Loop Stimulation(Cls)
Algorithm in Malignant Neutrally Mediated Syncope
Keisuke Miyajima,Tsuyoshi Urushida,Fumihiko Kin,Yusuke Shirai,Ayako Okazaki,
Toshimasa Oda,Tomoyuki Watanabe,Yoshitaka Kawaguchi,Mariko Tatsuguchi,Yasushi
Wakabayashi,Yuichiro Maekawa
第10回アジア太平洋不整脈学会学術集会(APHRS2017)･第64回日本不整脈心電学会学術大会
2017.9 神奈川
皮膚感染による菌血症治療後にペースメーカポケット感染を来した1例
岡﨑絢子、宮島佳祐、金史彦、白井祐輔、小田敏雅、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子、若林康
第65回日本心臓病学会学術集会 2017.9 大阪
左心耳縫縮術4年後に左心耳内に閉じこめられた球状血栓を認めた1例
松浦純也、宮島佳祐、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、小田敏雅、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子、若林康
第65回日本心臓病学会学術集会 2017.9 大阪
supine,proneで測定したFFR値の相違の検討
川口由高、金史彦、白井祐輔、小田敏雅、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、
龍口万里子、若林康
第38回日本心血管インターベンション治療学会 東海北陸地方会 2017.10 金沢
大量血栓を認めたAMIの一例
川口由高、金史彦、白井祐輔、小田敏雅、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、
龍口万里子、若林康
Shizuoka AMI Summit –PAC Local Meeting2017.10 静岡
繰り返す再狭窄病変に対して超高圧バルーンが著効した1例
岡﨑絢子、若林康、龍口万里子、川口由高、渡辺知幸、宮島佳祐、小田敏雅、
白井祐輔、金史彦
日本心血管インターベンション治療学会東海北陸地方会 2017.10 石川
緊急心臓カテーテル検査で右冠動脈が描出されなかったStanford A型大動脈解離の1例

出雲翔子、宮島佳祐、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、小田敏雅、渡辺知幸、
川口由高、龍口万里子、若林康
第233回日本内科学会東海地方会 2017.10 岐阜
心嚢ドレナージ直後に急速な右心系の拡大を来たしPericardial decompression syndrome
が疑われた1例
金史彦、宮島佳祐、白井祐輔、小田敏雅、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子、若林康
第233回日本内科学会東海地方会 2017.10 岐阜 （優秀演題賞）
ペースメーカー留置後急速な転帰を辿ったくすぶり型多発性骨髄腫に伴う心アミロイドーシスの
1例
石原寛之、宮島佳祐、白井祐輔、金史彦、小田敏雅、岡﨑絢子、渡辺知幸、
川口由高、龍口万里子、若林康
第233回日本内科学会東海地方会 2017.10 岐阜 （優秀演題賞）
EOL(End of Life)直前で電池交換となったペースメーカー植え込み患者の1例
明石拓郎、宮島佳祐、金史彦、白井祐輔、岡崎絢子、小田敏雅、渡辺知幸、
龍口万里子、川口由高、若林康
第233回日本内科学会東海地方会 2017.10 岐阜
当院におけるインターベンション治療の現状
川口由高、金史彦、白井祐輔、小田敏雅、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、
龍口万里子、若林康
三方原地区 病診連携の会 2017.10
浜松
虚血性心疾患の診断 ～心電図変化を中心に～
川口由高、金史彦、白井祐輔、小田敏雅、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、
龍口万里子、若林康
第6回心臓カテーテルセミナー 2017.10 静岡
Trinias with B12 ～細胞レベルでEVTしてる？～ RSM撮影の有用性
川口由高、金史彦、白井祐輔、小田敏雅、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、
龍口万里子、若林康
CCT2017 2017.10 兵庫
PTMC15年後にLutembacher症候群に類似した病態を呈し治療に難渋した僧帽弁狭窄症の一例
金史彦、宮島佳祐、白井祐輔、小田敏雅、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子、若林康
第6回浜松心不全研究会 2017.10 浜松
4D flow MRIにより瘤内の血流パターンを観察し得た動脈管動脈瘤の1例
新堀莉沙、宮島佳祐、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、小田敏雅、渡辺知幸、
龍口万里子、川口由高、若林康
日本循環器学会第150回東海･第135回北陸合同地方会 2017.11 愛知
aVR誘導のST上昇を認めた急性A型解離術後の大動脈基部再解離の1例
矢澤秀介、宮島佳祐、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、 小田敏雅、 渡辺知幸、
川口由高、龍口万里子、若林康
日本循環器学会第150回東海･第135回北陸合同地方会 2017.11 愛知
Stent distal edgeに解離を残したPCIの翌日に急性冠閉塞を認めたが、血行再建に成功した1例

小田敏雅、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子、若林康
日本循環器学会第150回東海･第135回北陸合同地方会 2017.11 愛知
齲歯治療後に三尖弁感染性心内膜炎を発症しリード抜去した一例
岡﨑絢子、宮島佳祐、金史彦、白井祐輔、小田敏雅、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子、若林康
第3回リードマネージメント研究会 2017.11 東京
心房粗動に対しジルチアゼム投与後QT延長を来しTorsade de Pointesを繰り返した拡張型心筋
症の1例
白井祐輔、宮島 佳祐、金史彦、岡﨑絢子、小田敏雅、渡辺知幸、川口由高、龍口万里子、
若林 康、漆田毅、前川裕一郎
第30回心臓急性死研究会 2017.12 東京

症例検討 Prone撮影について
若林康
第57回静岡県循環器画像研究会

2017.12

静岡

高感度トロポインIの有用性の検討
白井祐輔、宮島佳祐、金史彦、岡﨑絢子、小田敏雅、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子、若林康
第45回日本集中治療医学会学術集会 2018.2 千葉
ガイディングカテーテル内でステントがstuckし、脱落した一例
小田敏雅、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子、若林康
PCI手技中のトラブルとその対処法 2018.2.6 浜松医科大学
Impact of hydrostatic pressure variations caused by height levels
on FFR values
川口由高、金史彦、白井祐輔、小田敏雅、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、
龍口万里子、若林康
第82回日本循環器学会学術集会 2018.3 大阪
An Attempt to Quantify Septal Flash by Myocardial Scintigraphy
宮島佳祐、金史彦、白井祐輔、小田敏雅、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子、若林康
第82回日本循環器学会学術集会 2018.3 大阪
シンチで偽陽性、偽陰性、役立った症例
岡﨑絢子、若林康、金史彦、白井祐輔、小田俊雅、宮島佳祐、渡辺知幸、
川口由高、龍口万里子
東海心臓核医学フォーラム 2018.3 愛知

