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【総会上級演題 (特別講演、シンポジウムなど) 】 

1. 藤原慶一、坂崎尚徳、吉澤康祐.　 Bjork Fontan 後の遠隔期重症 failed 
Fontan? 成人症例に対する TCPC conversion.　第17回日本成人先天性心疾
患学会総会・学術集会.　東京　2015/1/17　ビデオレクチャー 

2. 吉澤康祐、川﨑有亮、夫津木綾乃、羽室　 護、石道基典、今井健太、大野
暢久、藤原慶一、鷄内伸二、平海良美、坂﨑尚徳.　当院でのFailed Fontan
患者の治療方針.　 第16回日本成人先天性心疾患学会総会・学術集会.　 岡
山　2014/1/11　シンポジウム 

3. 吉澤康祐、藤原慶一、村山友、川﨑有亮、夫津木綾乃、羽室　 護、植野　
剛、石道基典、大野暢久、稲熊洸太郎、松岡道生、鷄内伸二、坂﨑尚徳.　
当院における成人先天性心疾患（ACHD）に対する外科治療の現状.　 第67

回日本胸部外科学会定期学術集会.　福岡　2014/10/2　シンポジウム 

4. 大野暢久、村山友梨、川﨑有亮、夫津木綾乃、植野　 剛、吉澤康祐、岡田
達治、藤原慶一.　再手術に学ぶ初回手術の注意点 - 心臓大血管再手術はど
の程度予防できるのか -.　 第45回日本心臓血管外科学会学術総会.　 京都　
2015/2/16　シンポジウム 

5. 藤原慶一、今井健太、吉澤康祐、大野暢久、岡田達治、石道基典、植野　
剛、夫津木綾乃、川﨑有亮、村山友梨、坂﨑尚徳、鷄内伸二 .　
Glutaraldehyde 処理自己心膜を使った小児大動脈閉鎖不全に対する弁形成
術と中期成績.　第45回日本心臓血管外科学会学術総会.　京都　 2015/2/16　
シンポジウム 

6. 大野暢久、川﨑有亮、夫津木綾乃、羽室　 護、吉澤康祐、石道基典、今井
健太、藤原慶一.　「その出血、早く確実に止めましょう」　-新しい電気凝
固システムによる止血法-.　第44回日本心臓血管外科学会学術総会 .　熊本　
2014/2/20　ランチョンセミナー 



【総会一般演題】 

1. 夫津木綾乃、川﨑有亮、羽室　 護、吉澤康祐、石道基典、今井健太、大野
暢久、藤原慶一、平海良美、鷄内伸二、坂﨑尚徳.　 Mustard術後遠隔期の
諸問題とその治療経過.　第16回日本成人先天性心疾患学会総会・学術集会.　
岡山　2014/1/12　口演 

2. 今井健太、藤原慶一、大野暢久、石道基典、吉澤康祐、羽室　 護、夫津木
綾乃、川﨑有亮、坂﨑尚徳、平海良美、鷄内伸二.　 グルタールアルデヒド
処理自己心膜を用いた大動脈弁尖延長術.　第44回日本心臓血管外科学会学
術総会.　熊本　2014/2/19　口演 

3. 大野暢久、川﨑有亮、夫津木綾乃、羽室　 護、吉澤康祐、石道基典、今井
健太、藤原慶一.　心室中隔穿孔に対する手術術式の工夫-reinforced infarct 

exclusion repairの有用性-.　第44回日本心臓血管外科学会学術総会.　熊本　
2014/2/21　口演 

4. 吉澤康祐.　ファロー四徴心内修復術後遠隔期成績　特に肺動脈弁逆流につ
いて.　第50回日本小児循環器学会総会・学術集会.　岡山　2014/7/3　口演 

5. 川﨑有亮、村山友梨、夫津木綾乃、羽室　 護、植野　 剛、吉澤康祐、石道
基典、大野暢久、藤原慶一、稲熊洸太郎、松岡道生、鷄内伸二、坂﨑尚徳.　
先天性心疾患術後乳び胸の治療方法の検討.　第67回日本胸部外科学会定期
学術集会.　福岡　2014/10/2　口演 

6. 羽室　 護、村山友梨、川﨑有亮、夫津木綾乃、植野　 剛、吉澤康祐、石道
基典、大野暢久、藤原慶一、当麻正直.　 弓部大動脈に対する治療法の選択
と成績.　第67回日本胸部外科学会定期学術集会.　福岡　2014/10/2　口演 

7. 吉澤康祐、藤原慶一、村山友梨、川﨑有亮、夫津木綾乃、石道基典、岡田
達治、 大野暢久、稲熊洸太郎、松岡道生、石原温子、鷄内伸二、坂崎尚徳.　
ファロー四徴術後成人期の肺動脈弁置換に関する検討.　第17回日本成人先
天性心疾患学会総会・学術集会.　東京　2015/1/17　口演 

8. 夫津木綾乃、村山友梨、川﨑有亮、植野　 剛、吉澤康祐、石道基典、岡田



達治、 大野暢久、藤原慶一、稲熊洸太郎、松岡道生、鷄内伸二、石原温
子、坂崎尚徳、 渡邉まみ江.　 PA/VSD、MAPCA の成人例に対し一期的に 

Unifocarization および心内修復を行った2例.　 第17回日本成人先天性心疾
患学会総会・学術集会.　東京　2015/1/18　口演 

9. 羽室　 護、村山友梨、川﨑有亮、夫津木綾乃、植野　 剛、吉澤康祐、石道
基典、大野暢久、藤原慶一、当麻正直.　 破裂性腹部大動脈瘤に対する治療
戦略.　第45回日本心臓血管外科学会学術総会.　京都　2015/2/16　口演 

10. 石道基典、村山友梨、川﨑有亮、夫津木綾乃、植野　 剛、吉澤康祐、岡田
達治、大野暢久、藤原慶一、鷄内伸二、坂﨑尚徳.　 弁機能からみた当院の
肺動脈弁置換中期成績.　 第45回日本心臓血管外科学会学術総会.　 京都　
2015/2/17　口演 

11. 植野　 剛、藤原慶一、大野暢久、岡田達治、石道基典、吉澤康祐、夫津木
綾乃、川﨑有亮、村山友梨、坂﨑尚徳、鷄内伸二.　 成人期機能的単心室症
例に対する Fontan 型手術の成績と問題点.　第45回日本心臓血管外科学会
学術総会.　京都　2015/2/17　口演 

12. 川﨑有亮、村山友梨、夫津木綾乃、植野　 剛、吉澤康祐、石道基典、大野
暢久、藤原慶一、鷄内伸二、坂﨑尚徳.　小児心臓術後のJunctional ectopic 
tachycardia（JET）に対するアミオダロン使用の経験.　 第51回日本小児循
環器学会総会・学術集会.　東京　2015/7/18　口演 

13. 植野　 剛、藤原慶一、村山友梨、渡辺謙太郎、川﨑有亮、吉澤康祐、岡田
達治、大野暢久、稲熊洸太郎、松岡道生、石原温子、鷄内伸二、坂﨑尚徳.　
Fontan型手術に残された課題 ～術後経過の視点から～.　 第68回日本胸部
外科学会学術集会.　兵庫　2015/10/18　口演 

14. 川﨑有亮、藤原慶一、村山友梨、渡辺謙太郎、植野　 剛、吉澤康祐、岡田
達治、大野暢久、稲熊洸太郎、松岡道生、石原温子、鷄内伸二、坂﨑尚徳.　
総動脈幹遺残の治療戦略.　 第68回日本胸部外科学会学術集会.　 兵庫　
2015/10/20　口演 

15. 石道基典、藤原慶一、大野暢久、今井健太、吉澤康祐、羽室　 護、夫津木



綾乃、川﨑有亮.　 修正大血管転位、Rastelli型手術、MVR後の遠隔期に導
管交換、reMVR、CRTを施行した1例.　 第16回日本成人先天性心疾患学会
総会・学術集会.　岡山　2014/1/11　ポスターセッション 

16. 吉澤康祐、川﨑有亮、夫津木綾乃、羽室　 護、石道基典、今井健太、大野
暢久、藤原慶一、鷄内伸二、平海良美、坂﨑尚徳.　 当院におけるフォンタ
ン術後蛋白漏出性胃腸症の治療について.　 第44回日本心臓血管外科学会学
術総会.　熊本　2014/2/19　ポスターセッション 

17. 吉澤康祐、川﨑有亮、夫津木綾乃、羽室　 護、石道基典、今井健太、大野
暢久、藤原慶一、鷄内伸二、平海良美、坂﨑尚徳.　 成人先天性心疾患患者
に対する心臓再同期療法のための電極留置.　第44回日本心臓血管外科学会
学術総会.　熊本　2014/2/19　ポスターセッション 

18. 夫津木綾乃、川﨑有亮、羽室　 護、吉澤康祐、石道基典、今井健太、大野
暢久、藤原慶一、平海良美、鷄内伸二、坂﨑尚徳.　 完全大血管転位(TGA)
に対するMustard術後遠隔期の難治性心不全の治療とその問題点.　 第44回
日本心臓血管外科学会学術総会.　熊本　2014/2/19　ポスターセッション 

19. 羽室　 護、川﨑有亮、夫津木綾乃、吉澤康祐、石道基典、今井健太、大野
暢久、藤原慶一.　SJM Epic生体弁を使用した大動脈弁置換術の術後早期中
期成績.　第44回日本心臓血管外科学会学術総会.　熊本　2014/2/20　ポス
ターセッション 

20. 石道基典.　 大動脈縮窄に対する小児期修復術後の成人期再手術.　 第50回
日本小児循環器学会総会・学術集会.　岡山　2014/7/4　ポスターセッショ
ン 

21. 大野暢久、村山友梨、川﨑有亮、夫津木綾乃、羽室　 護、植野　 剛、石道
基典、吉澤康祐、藤原慶一.　 僧帽弁形成術における人工弁輪サイジングの
工夫.　 第67回日本胸部外科学会定期学術集会.　 福岡　 2014/10/1　 ポス
ターセッション 

22. 夫津木綾乃、村山友梨、川﨑有亮、羽室　 護、植野　 剛、吉澤康祐、石道
基典、大野暢久、藤原慶一、稲熊洸太郎、松岡道生、鷄内伸二、坂﨑尚徳.　
大動脈縮窄・離断を伴う機能的単心室症に対する手術介入とその治療成績.　



第67回日本胸部外科学会定期学術集会.　福岡　 2014/10/3　ポスターセッ
ション 

23. 羽室　 護、村山友梨、川﨑有亮、夫津木綾乃、植野　 剛、吉澤康祐、石道
基典、大野暢久、藤原慶一、当麻正直.　 Stanford A型逆行性急性大動脈解
離に対する急性期治療.　 第45回日本心臓血管外科学会学術総会.　 京都　
2015/2/17　ポスターセッション 

24. 川﨑有亮、村山友梨、夫津木綾乃、植野　 剛、吉澤康祐、石道基典、岡田
達治、大野暢久、藤原慶一、鷄内伸二、坂﨑尚徳、今井健太.　 小児心臓術
後のJETに対するアミオダロン使用の後方視的検討.　 第45回日本心臓血管
外科学会学術総会.　京都　2015/2/17　ポスターセッション 

25. 植野　 剛、藤原慶一、大野暢久、岡田達治、石道基典、吉澤康祐、夫津木
綾乃、川﨑有亮、村山友梨、坂﨑尚徳、鷄内伸二.　 Fontan型手術後の心血
管再介入.　第51回日本小児循環器学会総会・学術集会.　東京　 2015/7/16　
ポスターセッション 

26. 村山友梨、川﨑有亮、夫津木綾乃、植野　 剛、吉澤康祐、石道基典、岡田
達治、大野暢久、藤原慶一、鷄内伸二、坂﨑尚徳.　 肺動脈弁欠損、心室中
隔欠損を伴う三尖弁閉鎖に対してTCPCに到達した一例.　 第51回日本小児
循環器学会総会・学術集会.　東京　2015/7/16　ポスターセッション 

27. 吉澤康祐、藤原慶一、大野暢久、岡田達治、石道基典、夫津木綾乃、村山
友梨、坂崎尚徳、鷄内伸二、石原温子、松岡道生.　 小児大動脈弁疾患に対
する外科治療戦略.　 第51回日本小児循環器学会総会・学術集会.　 東京　
2015/7/16　ポスターセッション 



【地方会上級演題】 

1. 吉澤康祐、川﨑有亮、夫津木綾乃、羽室　 護、石道基典、今井健太、大野
暢久、藤原慶一、鷄内伸二、平海良美、坂﨑尚徳.　 成人先天性心疾患
(ACHD)患者に対する心臓再同期療法(CRT).　第28回日本小児循環器学会近
畿・中四国地方会.　大阪　2014/3/2　シンポジウム 

2. 吉澤康祐、藤原慶一、大野暢久、岡田達治、石道基典、植野　 剛、夫津木
綾乃、川﨑有亮、村山友梨、坂崎尚徳、鷄内伸二、石原温子、松岡道生、
稲熊洸太郎.　 成人先天性心疾患(ACHD)に対する外科治療　 ～ファロー四
徴と単心室～.　 第29回日本小児循環器学会近畿・中四国地方会.　 大阪　
2015/3/8　シンポジウム 

3. 吉澤康祐、藤原慶一、川﨑有亮、夫津木綾乃、羽室　 護、石道基典、大野
暢久、藤原慶一、鷄内伸二、坂﨑尚徳.　 術式からみた当院のファロー四徴
心内修復術の長期遠隔期成績.　 第57回関西胸部外科学会学術集会.　 大阪　
2014/6/20　シンポジウム 

4. 吉澤康祐、藤原慶一、大野暢久、岡田達治、石道基典、植野　 剛、夫津木
綾乃、川﨑有亮、村山友梨、坂崎尚徳、鷄内伸二、石原温子、松岡道生、
稲熊洸太郎.　 成人期機能的単心室　 ～Fontan適応境界域患者と failed 
Fontan患者～.　第58回関西胸部外科学会学術集会.　岡山　2015/6/12　シ
ンポジウム 



【地方会一般演題】 

1. 羽室　 護、川﨑有亮、夫津木綾乃、吉澤康祐、石道基典、大野暢久、藤原
慶一.　骨髄炎に対する鎖骨部分切除術後に生じた鎖骨下動脈瘤の1例.　第
28回日本血管外科学会近畿地方会.　兵庫　2014/3/1　口演 

2. 夫津木綾乃、川﨑有亮、羽室　 護、吉澤康祐、石道基典、今井健太、大野
暢久、藤原慶一、平海良美、鷄内伸二、坂﨑尚徳.　 肺動脈弁欠損を伴う三
尖弁閉鎖の一例.　 第28回日本小児循環器学会近畿・中四国地方会.　 大阪　
2014/3/2　口演 

3. 川﨑有亮、夫津木綾乃、羽室　 護、吉澤康祐、石道基典、今井健太、大野
暢久、藤原慶一、平海良美、鷄内伸二、坂﨑尚徳.　 冠動脈心室瘻を合併し
た総動脈幹(Ⅰ型)の1修復例.　 第28回日本小児循環器学会近畿・中四国地方
会.　大阪　2014/3/2　口演 

4. 吉澤康祐、藤原慶一、川﨑有亮、夫津木綾乃、羽室　 護、石道基典、大野
暢久、鷄内伸二、坂﨑尚徳.　 TCPC術後の蛋白漏出性胃腸症に早期の積極
的外科介入が奏功した一例.　 第57回関西胸部外科学会学術集会.　 大阪　
2014/6/19　口演 

5. 川﨑有亮、吉澤康祐、夫津木綾乃、羽室　 護、石道基典、大野暢久、藤原
慶一、鷄内伸二、坂﨑尚徳.　 ICD shock leadとgeneratorの植込みに工夫を
要したTimothy症候群(LQT8)の幼児例.　 第57回関西胸部外科学会学術集会.　
大阪　2014/6/19　口演 

6. 石道基典、川﨑有亮、夫津木綾乃、羽室　 護、石道基典、大野暢久、藤原
慶一、鷄内伸二、坂﨑尚徳.　 上下関係の左右肺動脈形態を示した総動脈幹
（A1）に対する自己心膜ロールとPTEE１弁付きパッチを用いた右室流出
路再建術.　第57回関西胸部外科学会学術集会.　大阪　2014/6/20　口演 

7. 石道基典、川﨑有亮、夫津木綾乃、羽室　 護、大野暢久、藤原慶一、鷄内
伸二、坂﨑尚徳.　 修正大血管転位、Rastelli型手術、MVR後の遠隔期に導
管交換、reMVR、CRTを施行した1例.　日本循環器学会近畿地方会.　大阪　
2014/7/12　口演 

8. 岡田達治、大野暢久、藤原慶一、吉澤康祐、石道基典、植野　 剛、夫津木



綾乃、川﨑有亮、村山友梨、当麻正直、佐藤幸人.　 左主幹部malperfusion

による心原性ショックを伴う急性A型大動脈解離に対してPCI及び全弓部置
換により救命しえた一例.　 第29回日本血管外科学会近畿地方会.　 大阪　
2015/3/7　口演 

9. 村山友梨、川﨑有亮、夫津木綾乃、植野　 剛、吉澤康祐、石道基典、岡田
達治、大野暢久、藤原慶一、宮本忠司.　 高校の心臓検診で発見された冠静
脈洞に開口する右冠動静脈瘻の1例.　 第29回日本小児循環器学会近畿・中
四国地方会.　大阪　2015/3/8　口演 

10. 川﨑有亮、村山友梨、夫津木綾乃、植野　 剛、吉澤康祐、石道基典、岡田
達治、大野暢久、藤原慶一.　 心臓手術術後の心房細動予防におけるランジ
オロールの使用経験.　第58回関西胸部外科学会学術集会.　岡山　 2015/6/

12　口演 

11. 岡田達治、大野暢久、藤原慶一、吉澤康祐、石道基典、植野　 剛、夫津木
綾乃、川﨑有亮、村山友梨、当麻正直.　 LMT malperfusionによる心原性
ショックを伴う急性A型大動脈解離に対してPCIおよび全弓部人工血管置換
術により救命しえた一例.　 第58回関西胸部外科学会学術集会.　 岡山　
2015/6/12　口演 

12. 村山友梨、藤原慶一、大野暢久、岡田達治、石道基典、吉澤康祐、植野　
剛、夫津木綾乃、川﨑有亮、坂崎尚徳、鷄内伸二、石原温子、松岡道生、
稲熊洸太郎.　 両側肺動脈絞扼後、周術期に壊死性腸炎を合併した総動脈幹
の1例.　第58回関西胸部外科学会学術集会.　岡山　2015/6/12　口演 

13. 植野　 剛、藤原慶一、大野暢久、岡田達治、石道基典、吉澤康祐、夫津木
綾乃、川﨑有亮、村山友梨、坂﨑尚徳、鷄内伸二、石原温子、松岡道生、
稲熊洸太郎.　 PCPSに左室ventを追加し救命し得た川崎病に伴う劇症型心
筋炎の一例.　第58回関西胸部外科学会学術集会.　岡山　2015/6/13　口演 

14. 藤原慶一、吉澤康祐、石道基典、羽室　 護、夫津木綾乃、川﨑有亮、大野
暢久、鷄内伸二、坂﨑尚徳.　 Glutaraldehyde処理自己心膜による小児大動
脈弁閉鎖不全に対する弁形成術.　 第57回関西胸部外科学会学術集会.　 大
阪　2014/6/19　ビデオセッション 



【研究会】 

1. 羽室　 護、川﨑有亮、夫津木綾乃、吉澤康祐、石道基典、大野暢久、藤原
慶一、当麻正直.　 大動脈弁狭窄を伴う広範囲な胸部大動脈瘤に対して一期
的に大動脈弁置換、弓部大動脈人工血管置換、TEVARを行った一例.　 第4

回阪神循環器フォーラム.　兵庫　2014/2/3　講演 

2. 岡田達治、藤原慶一、大野暢久、石道基典、吉澤康祐、植野　 剛、夫津木
綾乃、川﨑有亮、村山友梨、佐藤幸人、福原　 怜.　 重症ASによる心原性
ショックに対してPCPS補助下に緊急AVRを施行して救命しえた一例.　第4
回阪神循環器フォーラム.　兵庫　2015/2/2　講演 

3. 大野暢久 .　 感染性心内膜炎による僧帽弁閉鎖不全に対しSeamless 

Reconstructionを行った一症例.　神戸弁膜症フォーラム.　兵庫　 2015/11/
14　講演 

4. 川崎有亮.　 ICD shock leadとgeneratorの植込みに工夫を要したTimothy症
候群(LQT8)の幼児例.　第8回武庫川周術期循環管理研究会.　兵庫　2014/2/

14　口演


