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心房粗動に対しジルチアゼム投与後QT延長をきたしtorsades de pointesを繰り返した拡張型心
筋症の1例
白井祐輔、漆田毅、金史彦、岡﨑絢子、小田敏雅、宮島佳祐、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子、若林康、前川裕一郎
心臓(50 Suppl.1):62-66 2018.8
学会発表

OCTでHeterogeneous patternが観察され、血栓の関与が疑われた2例
川口由高、伊藤一貴、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、龍口万里子、
若林康
プロフェッショナルセミナー浜松 2018.4 浜松
超高齢者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115回日本内科学会総会 2018.4 京都
Shrinking lung syndromeから高炭酸ガス血症を来たした一例
河森一毅、龍口万里子、志智大介、橋本紘幸、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、小田敏雅、
宮島佳祐、渡辺知幸、川口由高、若林康
第115回日本内科学会総会･講演会 2018.4 京都
Pulmonary veno-occlusive disease(PVOD)の合併が疑われたが、3剤併用療法の継続により肺高
血圧症の改善を認めた全身性強皮症の1例
小坂峻平、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115回日本内科学会総会･講演会 2018.4 京都
右肺菅状全摘術後心臓脱により急性心筋梗塞を生じた一例
中村尚紀、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
第115回日本内科学会総会･講演会 2018.4 京都
僧帽弁位感染性心内膜炎に起因した完全房室ブロック、心内シャントを形成した一例
岡﨑絢子、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
日本心エコー図学会 第29回学術集会 2018.4 岩手
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
金史彦、宮島佳祐、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
日本心エコー図学会 第29回学術集会 2018.4 岩手
Common AVNRT in a Patient with a Persistent Left Superior Vena Cava(PLSVC)
龍口万里子、宮島佳祐、金史彦、川口由高、渡辺知幸、岡﨑絢子、白井祐輔、伊藤一貴、
若林康、漆田毅
第9回浜松不整脈研究会 2018.5 浜松
当院のVTEコンサル状況とDOACの使い方
若林康
浜松CATセミナー 2018.5 浜松
心臓CT、angiography、IVUSを使用してculpritを判断したAMIの一例
川口由高、伊藤一貴、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、龍口万里子、
若林康
PCIセミナー in 浜松 2018.6 浜松
当院におけるインターベンション治療の現状
川口由高、伊藤一貴、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、龍口万里子、
若林康
北遠地区心血管疾患病診連携の会 2018.6 浜松
当院におけるPCSK9阻害剤投与症例を再考する
川口由高、伊藤一貴、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、龍口万里子、
若林康
静岡県西部地区 脂質治療を考える会 2018.6 浜松
分子標的薬による癌治療関連心機能障害(cancer therapeutics-related cardiac dysfunction:
施設課CTRCD)の5例

宮島佳祐、小田敏雅、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、龍口万里子、
若林康
第4回日本心筋症研究会 2018.6 奈良
右房内の巨大浮遊性血栓を伴う急性亜広範型肺血栓塞栓症に対し血栓溶解療法を行い、短時間で
血栓の消失を認めた一例
白井祐輔、宮島佳祐、伊藤一貴、金史彦、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、龍口万里子、
若林康
日本集中治療医学会第2回東海北陸支部学術集会 2018.6 石川
緊急用MRI撮像プロトコールの作成により緊急手術の判断が可能となった
ペースメーカ植込み後の感染性心内膜炎の一例
大隅佑介、鈴木隼人、宮下祐司、愛知正嗣、貝阿彌知、保科充紀、下田絢子、宮島佳祐
第18回日本心臓植込みデバイスフォローアップ研究会 2018.6 京都
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
岡﨑絢子、伊藤一貴、金史彦、白井祐輔、宮島佳祐、渡辺知幸、川口由高、龍口万里子、
若林康
第151回日本循環器学会東海地方会 2018.6 岐阜
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
金史彦、宮島佳祐、伊藤一貴、白井祐輔、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、龍口万里子、
若林康
第151回日本循環器学会東海地方会 2018.6 岐阜
治療に難渋したAbiotrophia defectivaによる感染性心内膜炎の1例
大久保悠介、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
第235回日本内科学会東海地方会 2018.7 浜松
Delivery Catheterを用いて心室中隔にペースメーカーリードの留置を行った一例
岡﨑絢子、宮島佳祐、伊藤一貴、金史彦、白井祐輔、渡辺知幸、川口由高、龍口万里子、
若林康
第235回日本内科学会東海地方会 2018.7 浜松
中心静脈留置型経皮的体温調整システムによる低体温療法、ステロイド補充療法が奏効した
急性心筋梗塞による院外心肺停止の1例
早房良、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235回日本内科学会東海地方会 2018.7 浜松
Shrinking lung syndromeから高炭酸ガス血症を来たした一例
河森一毅、龍口万里子、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、小田敏雅、宮島佳祐、渡辺知幸、
川口由高、若林康
第235回日本内科学会東海地方会 2018.7 浜松
Pulmonary veno-occlusive disease(PVOD)の合併が疑われたが、3剤併用療法の継続により肺高
血圧症の改善を認めた全身性強皮症の1例
小坂峻平、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235回日本内科学会東海地方会 2018.7 浜松
右肺管状全摘術後心臓脱により急性心筋梗塞を生じた一例
中村尚紀、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
第235回日本内科学会東海地方会 2018.7 浜松
抗凝固療法に難渋したAF症例について
金史彦
抗凝固療法連携講演会 2018.7 浜松
Quantitative evaluation of mechanical dyssynchrony by cardioREPO
宮島佳祐、漆田毅、伊藤一貴、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子、若林康、前川裕一郎
第65回日本不整脈心電学会学術大会 2018.7 東京
橈骨動脈グラフトのhinge motion部位に生じたcalcified nodule病変のOFDI/OCTおよびIVUSで
の観察
川口由高、伊藤一貴、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、龍口万里子、
若林康
第27回日本心血管インターベンション治療学会CVIT2018学術集会
Imaging Small Meeting オトのチカラ ヒカリのチカラ 2018.8 兵庫

Impact of the extent of wire bias in healthy part on coronary perforation in
Rotational Atherectomy
川口由高、伊藤一貴、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、龍口万里子、
若林康
第27回日本心血管インターベンション治療学会CVIT2018学術集会 2018.8 兵庫
The experiment about the optimal operation method of the pressure wire.
宮島佳祐、伊藤一貴、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、龍口万里子、
若林康
第27回日本心血管インターベンション治療学会学術集会 2018.8 兵庫
プレッシャーワイヤーの至適操作方法についての実験
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
日本心血管インターベンション治療学会学術集会 2018.8 兵庫
Rotational Atherectomyにおける健常部wire biasの程度によるcoronary perforation riskの
影響
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
日本心血管インターベンション治療学会学術集会 2018.8 兵庫
心臓CT、IVUSを使用してculpritを判断したACS症例
川口由高、伊藤一貴、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、龍口万里子、
若林康
ACS症例研究会 2018.9 愛知
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
金史彦、宮島佳祐、伊藤一貴、白井祐輔、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、龍口万里子、
若林康
第66回日本心臓病学会学術集会 2018.9 大阪
右房内の巨大浮遊性血栓を伴う急性亜広範型肺血栓塞栓症に対し血栓溶解療法を行い、短時間で
血栓の消失を認めた一例
白井祐輔、宮島佳祐、伊藤一貴、金史彦、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、龍口万里子、
若林康
第66回日本心臓病学会学術集会 2018.9 大阪
分子標的薬による癌治療関連心機能障害(cancer therapeutics-related cardiac
dysfunction:CTRCD)の5例
宮島佳祐、小田敏雅、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、龍口万里子、
若林康
第22回日本心不全学会学術集会 2018.10 東京
左心耳縫縮術後にも関わらず左心耳内に巨大球状血栓を認めたが、抗凝固療法とカテーテルアブ
レーション治療により血栓の消失を認めた心房頻拍の1例
宮島佳祐、漆田毅、伊藤一貴、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子、若林康、前川裕一郎
第56回静岡県不整脈カンファランス 2018.10 浜松
末期心臓サルコイドーシスの一例
岡﨑絢子、宮島佳祐、金史彦、白井祐輔、渡辺知幸、川口由高、龍口万里子、若林康
浜松心不全研究会 2018.10 浜松
人工弁感染性心内膜炎に起因した急性心筋梗塞の一例
中村尚紀、岡﨑絢子、伊藤一貴、金史彦、白井祐輔、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152回東海･第137回北陸合同地方会 2018.10 愛知
マイクロバブルテストにより診断に至った卵円孔開存による奇異性脳塞栓症の2例
鎌倉理充、白井祐輔、宮島佳祐、伊藤一貴、金史彦、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子、若林康
日本循環器学会第152回東海･第137回北陸合同地方会 2018.10 愛知
FFR測定における静水圧の影響
川口由高、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、龍口万里子、若林康
POPAI 2018 2018.10 岐阜
Treatment with 48mm everolimus-eluting stents in very long lesions
～difference between RCA and LAD lesions～
川口由高、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、龍口万里子、若林康
CCT 2018 2018.10 兵庫

肝右葉切除後の門脈血栓閉塞に対してstentを留置した1例
渡辺知幸、伊藤一貴、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、宮島佳祐、川口由高、龍口万里子、
若林康
第40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 2018.10 静岡
bidirectional approachでIVC filter回収に成功した一例
川口由高、伊藤一貴、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、宮島佳祐、渡辺知幸、龍口万里子、
若林康
第40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 2018.10 静岡
分子標的薬による癌治療関連心機能障害(cancer therapeutics-related cardiac
dysfunction:CTRCD)の5例
宮島佳祐、小田敏雅、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、龍口万里子、
若林康
第1回日本腫瘍循環器学会学術集会 2018.11 東京
早期診断,治療が奏功したPulmonary thrombotic microangiopathy(PTTM)が疑われた乳癌の一例
宮島佳祐、伊藤一貴、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、龍口万里子、
若林康
第1回日本腫瘍循環器学会学術集会 2018.11 東京
直接経口抗凝固薬(DOAC)が有用でなかったCancer-Associated Thrombosis(CAT)の3例
金史彦、宮島佳祐、伊藤一貴、白井祐輔、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、龍口万里子、
若林康
第1回日本腫瘍循環器学会学術集会 2018.11 東京
左心耳縫縮術後にも関わらず左心耳内に巨大球状血栓を認めたが、抗凝固療法とカテーテルアブ
レーション治療により血栓の消失を認めた心房頻拍の1例
宮島佳祐、漆田毅、伊藤一貴、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子、若林康、前川裕一郎
カテーテルアブレーション関連秋季大会2018 2018.11 沖縄
右房内の巨大浮遊性血栓を伴う亜広範型急性肺血栓塞栓症に対し血栓溶解療法を行い、短時間で
血栓の消失を認めた一例
白井祐輔、宮島佳祐、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25回肺塞栓症研究会学術集会 2018.12 東京
心肺蘇生直後にのみJ波が観察された心室細動の一例
金史彦、宮島佳祐、漆田毅、伊藤一貴、白井祐輔、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、
龍口万里子、若林康、前川裕一郎
第31回心臓性急死研究会 2018.12 東京
4D-Flow MRIを用いた心室中部閉塞性 肥大型心筋症の左室内血流動態の解析
白井祐輔、宮島佳祐、金史彦、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、龍口万里子、若林康
第39回浜松循環器フォーラム 2018.12 浜松
4D flow MRIがシャント血流の同定に有用であった心室中隔穿孔の1例
光定健太、白井祐輔、宮島佳祐、金史彦、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、龍口万里子、
若林康
第235回日本内科学会東海地方会 2019.2 三重
診断に難渋した非集積地での高齢発症遺伝性トランスサイレチン(ATTR)
アミロイドーシスの1例
鎌倉理充、宮島佳祐、金史彦、白井祐輔、岡﨑絢子、渡辺知幸、川口由高、龍口万里子、
若林康
第235回日本内科学会東海地方会 2019.2 三重
Delivery Catheterを用いた心室中隔へのペースメーカリード留置の有用性
岡﨑絢子、宮島佳祐、伊藤一貴、金史彦、白井祐輔、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11回植え込みデバイス関連冬季大会 2019.2 東京
不整脈植え込みデバイス関連業務に標準操作手順書(SOP)を利用した取り組み
宮下祐司、鈴木隼人、大隅佑介、下田絢子、宮島佳祐
第11回植え込みデバイス関連冬季大会 2019.2 東京
緊急用MRI撮像プロトコールの作成により緊急手術の判断が可能となったペースメーカ植込み後
の感染性心内膜炎の一例
大隅佑介、鈴木隼人、宮下祐司、愛知正嗣、貝阿彌知、保科充紀、下田絢子、宮島佳祐
第11回植え込みデバイス関連冬季大会 2019.2 東京
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