
種別 発表日時 演者名（共同演者名含む） 演題名 学会名 会場名 国名 都市名 形式 査読有無

1 学会 2019年4月27日

Yasuhiro Kaetsu, Makoto Kadotani, Hiroyuki
Fujii,Yasushi Ichikawa, Masanaga Tsuijimoto,
Hiroyuki Shimoura, Yuya Terao, Tomoyuki
Nakanishi, Akihiro Kaneko, Hajime Nakaoka,
Takeaki Sirai, Hiroaki Nakamura, Katsunori
Okajima, Yoshio Ohnishi

Impact of DCB angioplasty for Very late stent thrombosis TCTAP2019 COEX 韓国 ソウル oral 有

2 学会 2019年6月22日

辻本 誠長,嘉悦 泰博,角谷 誠,米田 幸世,市川 靖
士,藤井 寛之,園田 祐介,三和 圭介,市堀 博俊,下
浦 広之,寺尾 侑也,中西 智之,金子 明弘,中岡 創,
中村 浩彰,白井 丈晶,白木 里織,岡嶋 克則,大西
祥男

ステント再狭窄に対する薬剤コーティングバルーンの効果の検討
第127回 日本循環器学会近畿地
方会

京都サルサ 日本 京都 oral 有

3 学会 2019年6月22日

市川 靖士,中村 浩彰,藤井 寛之,辻本 誠長,下浦
広之,寺尾 侑也,中西 智之,金子 明弘,中岡 創,嘉
悦 泰博,白井 丈晶,白木 里織,岡嶋 克則,角谷 誠,
大西 祥男

血栓塞栓による急性心筋梗塞を発症した冠動脈拡張症の１例
第127回 日本循環器学会近畿地
方会

京都サルサ 日本 京都 oral 有

4 学会 2019年6月22日

松濱 考志,白木 里織,米田 幸世,市川 靖士,藤井
寛之,辻本 誠長,園田 祐介,三和 圭介,市堀 博俊,
下浦 広之,寺尾 侑也,中西 智之,金子 明弘,中岡
創,嘉悦 泰博,中村 浩彰,白井 丈晶,岡嶋 克則,角
谷 誠,大西 祥男

原発性アルドステロン症に冠孿縮性狭心症を合併した一例
第127回 日本循環器学会近畿地
方会

京都サルサ 日本 京都 oral 有

5 学会 2019年6月29日
白井 丈晶,下浦 広之,佐藤 有美,金子 明弘,阪田
美穂,圓尾 文子 末手術で経過右室性単心室、肺動脈弁狭窄の2成人例

第55回 日本小児循環器学会総
会・学術集会

札幌コンベン
ションセンター

日本 北海道 poster 有

6 学会 2019年6月29日
金子 明弘,白井 丈晶,下浦 広之,佐藤 有美,阪田
美穂,圓尾 文子

uhl病として小児期を経過し、不整脈源性右室心筋症の病相を呈し
ている成人例

第55回 日本小児循環器学会総
会・学術集会

札幌コンベン
ションセンター

日本 北海道 poster 有

7 学会 2019年7月4日
中村 浩彰,角谷 誠,米田 幸世,藤井 寛之,市川 靖
士,辻本 誠長,寺尾 侑也,中岡 創,嘉悦 泰博,大西
祥男

慢性期腸骨静脈DVTに対するステント留置においては、IVUSによる
評価が有用である

第39回 日本静脈学会総会 ウインクあいち 日本 名古屋 oral 有

8 学会 2019年7月11日

辻本 誠長,中岡 創,米田 幸世,市川 靖士,藤井 寛
之,園田 祐介,三和 圭介,市堀 博俊,下浦 広之,寺
尾 侑也,中西 智之,金子 明弘,嘉悦 泰博,中村 浩
彰,白井 丈晶,白木 里織,岡嶋 克則,角谷 誠,大西
祥男

ステント留置12日後にsubacute occulusionを来し治療に難渋した
1例

TOPIC2019
セルリアンタ
ワー東急ホテル

日本 東京 oral 有

9 学会 2019年7月11日 嘉悦 泰博
DCAにてPCI後11年経過して再狭窄を来たし,OCTにて観察し得た1症
例

TOPIC2020
セルリアンタ
ワー東急ホテル

日本 東京 oral 有
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10 学会 2019年7月13日
嘉悦 泰博,大西 伸悟,大西 和子,川崎 健作,寺尾
侑也,中岡 創,中村 浩彰,角谷 誠,大西 祥男

CKD合併高齢急性心筋梗塞患者の腎機能に対する心臓リハビリテー
ションの影響

第25回 日本心臓リハビリテー
ション学会総会学術集会

大阪国際会議場 日本 大阪 oral 有

11 学会 2019年7月26日
Katsunori Okajima,Tomoyuki Nakanishi,
Hirotoshi Ichibori,Yoshio Ohnishi

Efficacy of Catheter Ablation for Patients with Atrial
Fibrillation and a History Unknown Syncope

第66回 日本不整脈心電学会学術
大会

パシフィコ横浜 日本 神奈川 oral 有

12 学会 2019年7月26日
Yasushi Ichikawa,Katsunori Okajima,Yusuke
Sonoda,Hirotoshi Ichibori,Tomoyuki
Nakanishi,Yoshio Ohnishi

Safety and Efficacy of Catheter Ablation for Atrial
Fibrillation Cases with a History of Intracranial
Hemorrhage

第66回 日本不整脈心電学会学術
大会

パシフィコ横浜 日本 神奈川 oral 有

13 学会 2019年9月19日
辻本 誠長,中村 浩彰,角谷 誠,寺尾 侑也,中岡 創,
嘉悦 泰博,大西 祥男

filter deviceが抜去困難となりbailoutしえた1例
第28回 日本心血管インターベン
ション治療学会 CVIT2019

名古屋国際会議
場

日本 大阪 oral 有

14 学会 2019年9月20日
嘉悦 泰博,中村 浩彰,米原 昇吾,中西 祐介,藤井
寛之,市川 靖士,辻本 誠長,寺尾 侑也,中岡 創,岡
嶋 克則,角谷 誠,大西 祥男

当院におけるCLIに対するEVT後の3年後成績
第28回 日本心血管インターベン
ション治療学会 CVIT2019

名古屋国際会議
場

日本 大阪 oral 有

15 学会 2019年9月21日
藤井 寛之,中村 浩彰,寺尾 侑也,中岡 創,嘉悦 泰
博,角谷 誠

血管内治療を施行した症候性末梢動脈疾患患者の死亡率と危険因
子について

第28回日本心血管インターベン
ション治療学会 CVIT2019

名古屋国際会議
場

日本 大阪 oral 有

16 学会 2019年10月4日

Hiroyuki FUJII,Yasuhiro KAETHU,Yasushi
ICHIKAWA,
Masanaga THUJIMOTO,Yuya TERAO,Hajime NAKAOKA,
Hiroaki NAKAMURA,Rio SHIRAKI,Katsunori
OKAJIMA,
Makoto KADOTANI,Yoshio ONISHI

Efficacy and safety of Tolvaptan for elderly patients over
85 years old with severe heart failure

第23回 日本心不全学会学術集会 広島国際会議場 日本 広島 oral 有

17 学会 2019年10月6日 嘉悦 泰博 OSAS合併ACS患者へのCPAP療法のBNPに対する影響 第23回 日本心不全学会学術集会 広島国際会議場 日本 広島 oral 有

18 学会 2019年10月11日

中村 浩彰,角谷 誠,米原 昇吾,松濱 考志,中西 祐
介,藤井 寛之,市川 靖士,辻本 誠長,寺尾 侑也,中
岡 創,嘉悦 泰博,大西 祥男,坂本 憲昭
1）循環器内科 2)放射線診断･IVR科

血管内治療を施行されたPADの5年生存率と予後予測因子 第60回 日本脈管学会総会
京王プラザホテ
ル

日本 東京 oral 有

19 学会 2019年10月26日 藤井 寛之
Efficacy and safety of catheter ablation using a remote
magnetic navigation system for the treatment of electrical
storm in patients with organic heart disease

APHRS2019
第12回 アジア太平洋不整脈学会

Centara Grand
and Bangkok
Convention
Centre

タイ バンコク poster

20 学会 2019年11月7日 永松 裕一
マグネティックナビゲーションシステムを用いて拡大静脈隔離と
PLSVC隔離を施行した,右上大静脈欠損型PLSVCを伴った持続性心房
細動の一例

カテーテルアブレーション関連
秋大会2019

石川音楽堂 日本 石川 oral

21 学会 2019年11月21日 中村 浩彰 急性肺動脈塞栓症に対する静脈インターベンション ARIA2019 電気ビル共創館 日本 福岡 oral

22 学会 2019年11月30日
嘉悦 泰博,中村 浩彰,米原 昇吾,中西 祐介,藤井
寛之,市川 靖士,辻本 誠長,寺尾 侑也,中岡 創,岡
嶋 克則,角谷 誠,大西 祥男

当院におけるCLIに対するEVT後の3年後成績 CPAC2019
ロジワールホテ
ル豊橋

日本 愛知 oral 有



種別 発表日時 演者名（共同演者名含む） 演題名 学会名 会場名 国名 都市名 形式 査読有無

23 学会 2019年11月30日

辻本 誠長,角谷 誠,米原 昇吾,松濱 考志,中西 祐
介,藤井 寛之,市川 靖士,永松 裕一,下浦 広之,寺
尾 侑也,中西 智之,金子 明弘,中岡 創,嘉悦 泰博,
中村 浩彰,白井 丈晶,白木 里織,岡嶋 克則,大西
祥男

FFRとResting indexの不一致を認めた症例に対してPCIを行った1
例

第128回 日本循環器学会近畿地
方会

大阪国際会議場 日本 大阪 oral

24 学会 2019年11月30日

藤井 寛之,角谷 誠,米原 昇吾,松濱 考志,中西 祐
介,辻本 誠長,市川 靖士,永松 裕一,下浦 広之,寺
尾 侑也,中西 智之,金子 明弘,中岡 創,嘉悦 泰博,
中村 浩彰,白井 丈晶,白木 里織,岡嶋 克則,大西
祥男

永久型下大静脈フィルターを介して発作性心房細動に対するカ
テーテルアブレーションを施行した1例

第128回 日本循環器学会近畿地
方会

大阪国際会議場 日本 大阪 oral

25 学会 2020年1月11日
辻本 誠長,中村 浩彰,角谷 誠,米原 昇吾,松濱 考
志,中西 祐介,藤井 寛之,市川 靖士,寺尾 侑也,嘉
悦 泰博,中岡 創,大西 祥男

血管内治療にて急性動脈閉塞加療を行った一例
第33回 日本心血管インターベン
ション治療学会近畿地方会
CVIT2019

千里ライフサイ
エンスセンター

日本 大阪 oral

26 学会 2020年2月1日
白井 丈晶,米原 昇吾,西山 敦史,阪田 美穂,佐藤
有美,上村 和也,圓尾 文子,角谷 誠,米谷 昌彦,大
西 祥男

青年期に初回診断に至った大動脈離断･部分肺鏡脈還流異常･
Turner症候群の一例

第279回 日本小児科学会兵庫県
地方会

兵庫医科大学 日本 兵庫 oral

27 学会 2020年2月7日
永松 裕一,岡嶋 克則,中西 智之,中村 浩彰,松濱
考志,三木 悠資,村井 敏博,小藪 翔太,尹 成哲,角
谷 誠,大西 祥男

VT storm中にICDがbackup VVIモードに移行して抗頻拍ペーシング
が入らずにVTが持続した拡張型心筋症の1例

第12回植込みデバイス関連冬季
大会

名古屋コンベン
ションホール

日本 愛知 oral

28 研究会 2019年4月11日

辻本 誠長,中岡 創,米田 幸世,市川 靖士,藤井 寛
之,園田 祐介,三和,圭介,市堀 博俊,下浦 広之,寺
尾 侑也,中西 智之,金子 明弘,嘉悦 泰博,中村 浩
彰,白井 丈晶,白木 里織,岡嶋 克則,角谷 誠,大西
祥男

LADへのステント留置直後にacute occulusionを来し治療に難渋し
た1例

近畿心血管治療ジョイントライ
ブ2019

ナレッジキャピ
タル
コングレコンベ
ンションセン
ター

日本 大阪 oral 有

29 研究会 2019年4月11日

白井 丈晶,金子 明弘,米田 幸世,藤井 寛之,市川
靖士,辻本 誠長,園田 祐介,三和 圭介,市堀 博俊,
下浦 広之,寺尾 侑也,中西 智之,中岡 創,嘉悦 泰
博,中村 浩彰,白木 里織,圓尾 文子,岡嶋 克則,角
谷 誠,石川 雄一,大西 祥男

Eisenmenger症候群(以下EMS)を疑われた重症肺動脈弁狭窄(以下
PS),
心室中隔欠損症(以下VSD)の65歳女性

近畿心血管治療ジョイントライ
ブ2019

ナレッジキャピ
タル
コングレコンベ
ンションセン
ター

大阪 oral 有

30 研究会 2019年4月11日

藤井 寛之,岡嶋 克則,米田 幸世,市川 靖士,園田
祐介,
三和 圭介,市堀 博俊,下浦 広之,寺尾 侑也,中西
智之,金子 明弘,中岡 創,嘉悦 泰博,中村 浩彰,白
井 丈晶,白木 里織,角谷 誠,大西 祥男

繰り返す意識消失発作に対して植込み型ループレコーダを用いて
発作性上室性頻拍による失神と診断できた1例

近畿心血管治療ジョイントライ
ブ2019

ナレッジキャピ
タル
コングレコンベ
ンションセン
ター

日本 大阪 oral 有

31 研究会 2019年4月11日

園田 祐介,岡嶋 克則,米田 幸世,藤井 寛之,市川
靖士,
辻本 誠長,三和 圭介,市堀 博俊,下浦 広之,寺尾
侑也,中西 智之,金子 明弘,中岡 創,嘉悦 泰博,中
村 浩彰,白井 丈晶,白木 里織,角谷 誠,大西 祥男,

洞不全症候群に第4相ブロックが疑われる発作性房室ブロックを合
併した1例

近畿心血管治療ジョイントライ
ブ2019

ナレッジキャピ
タル
コングレコンベ
ンションセン
ター

日本 大阪 oral 有

32 研究会 2019年4月12日

米田 幸世,中西 智之,市川 靖士,藤井 寛之,園田
祐介,
辻本 誠長,三和 圭介,市堀 博俊,下浦 広之,寺尾
侑也,金子 明弘,中岡 創,嘉悦 泰博,中村 浩彰,白
井 丈晶,白木 里織,岡嶋 克則,角谷 誠,石川 雄一,
宇高 功,大西 祥男

胸痛と心電図異常のため紹介受診となり,食道裂孔ヘルニアを認め
た1例

近畿心血管治療ジョイントライ
ブ2019

ナレッジキャピ
タル
コングレコンベ
ンションセン
ター

日本 大阪 oral 有

33 研究会 2019年6月21日 辻本 誠長
当院における大腿膝窩動脈TASC C,D病変に対する自己拡張型ステ
ントの
1年開存率

第9回 豊橋ライブデモンスト
レーション
コース

ロジワールホテ
ル豊橋

日本 愛知 poster 有

34 研究会 2019年7月20日 永松 裕一
マグネティックナビゲーションシステムを用いて拡大静脈隔離と
PLSVC隔離を施行した,右上大静脈欠損型PLSVCを伴った持続性心房
細動の一例

第43回 阪神アブレーション電気
生理研究会

ブリーゼタワー 日本 大阪 oral

35 研究会 2019年4月11日 寺尾 侑也 当院におけるTAVIの初期成績について 第8回 加古川･高砂心血管研究会
加古川中央市民
病院光ホール

日本 加古川 oral

36 研究会 2019年5月16日 嘉悦 泰博 加古川中央市民病院における心不全診療の取組み
加古川心不全慢性期治療を考え
る会

加古川商工会議
所

日本 加古川 oral

37 研究会 2019年5月18日 中岡 創 動脈硬化予防のための中性脂肪マネジメント
動脈硬化のresidual riskを考え
る会

加古川プラザホ
テル

日本 加古川 oral

38 研究会 2019年6月8日 白井 丈晶
二心室修復後遠隔期に静脈圧上ぢょうと肝うっ血を呈している
PA/IVSの1例

まほろばACHD談話会 奈良商工会議所 日本 奈良 oral



種別 発表日時 演者名（共同演者名含む） 演題名 学会名 会場名 国名 都市名 形式 査読有無

39 研究会 2019年6月15日 石川 雄一 スタチン不耐を考える

40 研究会 2019年8月4日 金子 昭弘 拡張能不全評価~簡単な指標で~
GE Ultrasound Cardiac seminar
2019

TKP神戸三宮ビジ
ネスセンター

日本 神戸 oral

41 研究会 2019年11月30日 永松 裕一
洞不全症候群を契機に免疫チェックポイント阻害剤による心臓免
疫関連有害事象が疑われたStageⅢ非小細胞肺癌に一例

The 24th.KAC Kobe Arrhythmia
Conference

ANAクラウンプラ
ザホテル神戸

日本 神戸 oral

42 講演会 2019年4月13日 岡嶋 克則 (仮)ステレオタキシスの現状と展望
第38回 大阪臨床電気生理フォー
ラム

阪急グランドビ
ル貸し会議室

日本 大阪 oral

43 講演会 2019年6月6日 中岡 創 冠動脈疾患予防を再考する
生活習慣病トータルケアフォー
ラム

加古川プラザホ
テル

日本 加古川 oral

44 講演会 2019年9月18日 中村 浩彰 閉塞性動脈硬化症における消化管合併症マネージメント GI Channel WEB-Week in Himeji
武田薬品姫路営
業所

日本 姫路 oral

45 講演会 2019年11月27日 永松 裕一 アブレーション前後の凝固療法 東播磨抗凝固セミナー きらりホール 日本 加古川 oral

46 講演会 2019年11月27日 中村 浩彰 VTEに対するカテーテル治療 東播磨抗凝固セミナー きらりホール 日本 加古川 oral

47 講演会 2019年12月14日 金子 明弘
Conduit狭窄および大動脈閉鎖不全を合併した修正大血管転
位,Rastelli術後,体心室右室に1例

第6回 まほろばACHD談話会 奈良文化会館 日本 奈良 oral


