
種別 発表日時 発表者名 演題名 学会名 会場名 国名 都市名 発表形式 査読有無

1 学会  2012年4月24日
Kadotani M
Recurrence of In-stent Restenosis After DES Implantation with OCT
Assessment

ANGIOPLASTY SUMMIT
TCTAP 2012

Sheraton　Grande
Walkerhill Hotel

韓国 ソウル oral 有

2 学会 2012年6月7日 中村　浩彰 下大静脈フィルター長期留置後に総腸骨静脈破裂を来した1例 第32回日本静脈学会総会 大宮ソニックシティ 日本 さいたま oral 有

3 学会 2012年6月9日
高橋　知久，清水　宏紀，熊谷　寛之，高見　薫，伴　親徳，中村　浩
彰，開發　謙次，七星　雅一，角谷　誠，大西　祥男．

高カリウム血症による高度徐脈を来した一例
日本内科学会近畿支部第197
回近畿地方会

神戸国際会議場 日本 神戸 oral 有

4 学会 2012年6月9日
清水　宏紀，高橋　知久，熊谷　寛之，高見　薫，伴　親徳，中村　浩
彰，開發　謙次，七星　雅一，角谷　誠，大西　祥男．

高カリウム血症による高度徐脈を来した一例
日本内科学会近畿支部第197
回近畿地方会

神戸国際会議場 日本 神戸 oral 有

5 学会 2012年6月16日 中村　浩彰
橈骨動脈-透析シャント吻合部の慢性完全閉塞に対する血管内治療が有効
であった重症虚血肢の１例

第113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 有

6 学会 2012年7月5日
熊谷　寛之，清水　宏紀，角谷　誠，七星　雅一，開發　謙次，伴　親
徳，中村　浩彰，則定　加津子，高見　薫，加藤　裕生，寺尾　侑也，
田中　伸明，米満　祐一，大西　祥男．

左心室リード形状の違いによるペーシング閾値の検討
第27回日本不整脈学会学術
集会

パシフィコ横浜 日本 横浜 poster 有

7 学会 2012年9月8日
松添　弘樹，辻　隆之，熊谷　寛之，中村　浩彰，開發　謙次，七星
雅一，角谷　誠，清水　宏紀，大西　祥男．

心肺停止の原因としてRefeeding症候群が考えられた２症例
日本内科学会近畿支部第198
回近畿地方会

京都テルサ 日本 京都 oral 有

8 学会 2012年9月14日 則定加津子，辻　隆之，中村　浩彰，角谷　誠，清水　宏紀． 潰瘍性大腸炎の経過中に上大動脈内および右房内血栓を合併した一例
第６０回日本心臓病学会学術
集会

ホテル日航金沢 日本 金沢 oral 有

9 学会 2012年11月24日
中村　浩彰，角谷　誠，畑澤　圭子，松添　弘樹，辻　隆之，井上　通
彦　，則定　加津子，高見　薫，伴　親徳，七星　雅一，開發　謙次，清
水　宏紀，大西　祥男．

下大動脈フィルター長期留置後に総腸骨静脈破裂を来した1例
第19回肺塞栓症研究会・学術
集会

ホテルイースト21 東
京

日本 東京 oral 無

10 学会 2012年11月24日
松添　弘樹，中村　浩彰，岡田　武哲，姜　巨鎬　，石田　明彦，足立
靖．

右房内巨大血栓による急性肺動脈血栓塞栓症により集学的治療を要した一
剖検症例

第19回肺塞栓症研究会・学術
集会

ホテルイースト21 東
京

日本 東京 oral 無

11 学会 2012年12月15日

畑澤　圭子，角谷　誠，中村　浩彰，伴　親徳，開發　謙次，清水　宏
紀，大西　祥男，
脇山　英丘，大保　英文，泉　聡．

急性心筋梗塞に合併し重複心破裂（心室中隔穿孔と左室自由壁破裂）の一
例

第114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 有

12 学会 2013年2月22日
熊谷　寛之，清水　宏紀，高見　薫，則定　加津子，中村　浩彰，伴
親徳，開發　謙次，七星　雅一，角谷　誠，大西　祥男．

徐細動リード移動を繰り返した心筋症の1例
第5回植込みデバイス関連冬
季大会

一橋大学・如水会館 日本 東京 oral 有

13 学会 2013年3月15日
Nakamura H，Kadotani M， Hatazawa K， Matsuzoe H，Tsuji T，
Inoue M，  Norisada K，Takami K， Ban C， Nanahoshi M， Kaihotsu
K， Shimizu H，Onishi Y．

The Prevalence of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Patients with
Peripheral Artery Disease

第77回日本循環器学会学術
集会

パシフィコ横浜 日本 横浜 poster 有

14 学会 2013年3月15日

Takahashi T，Shimizu H， Hatazawa K， Matsuzoe H， Tsuji T， Inoue
M，Kumagai H， Takami K， Norisada K， Nakamura H， Ban C，
Nanahoshi M，Kadotani M， Onishi Y．

Efficacy and Safety of Dabigatran Versus Warfarin in Patients with
Undergoing Radiofrequency Ablation for Atrial Fibrillation

第77回日本循環器学会学術
集会

パシフィコ横浜 日本 横浜 poster 有

15 学会 2013年3月10日
中村　浩彰藤原　由香，原田　隆行，葉田真美子，森　弘子，指原　徹
也，村田　明子，櫃石　秀信，大西　祥男

病院統合に向けたクリニカルパス委員会の取組み
第７回日本マネジメント学会兵
庫支部　学術集会

加古川市民会館 日本 加古川 oral 無

16 研究会 2012年5月17日 中村　浩彰 末梢動脈疾患の病診連携 -地域連携パス-
第1回加古川・高砂循環器地
域連携の会

加古川商工会議所 日本 加古川

17 研究会 2012年5月17日 角谷　誠 冠動脈疾患の地域連携について
第1回加古川・高砂循環器地
域連携の会

加古川商工会議所 日本 加古川

18 研究会 2012年6月21日 中村　浩彰 加古川東市民病院における末梢血管障害への取り組み 第２回東播磨フットケア研究会 加古川プラザホテル 日本 加古川

19 研究会 2012年7月20日 清水　宏紀 循環器領域における抗凝固療法、抗血小板療法について
第１６回東播市民病院泌尿器
科研究会

西神オリエンタルホテ
ル

日本 神戸

20 研究会 2012年9月22日
中村　浩彰，角谷　誠，畑澤　圭子，松添　弘樹，辻　隆之，井上　通
彦　，伴　親徳，開發　謙次

膝窩動脈瘤の血栓閉塞に対してカテーテル血栓溶解療法が有効であった1
例

第15回Kansai Peripheral
Revascularization 研究会　<Ｋ
ＰＲ>

AP梅田大阪 日本 大阪

21 研究会 2013年1月10日 角谷　誠 「n-３系不飽和脂肪酸の重要性を再考する」 Expert 座談会 姫路日航ホテル 日本 姫路

22 研究会 2013年2月7日 熊谷　寛之 当院におけるデバイス関連感染症の対処 第6回デバイス治療座談会 生田神社会館 日本 神戸

23 研究会 2013年2月16日 開發　謙次 Meet the Experts「虚血性心疾患急性期における心筋シンチの有用性
第３８回ニュータウンカンファレ
ンス

ポートピアホテル 日本 神戸

24 研究会 2013年3月14日 角谷　誠 ＰＣＩの際に注意したい事-腎機能との関連を中心に-
第５回明日の腎臓を考える会
―ＣＫD-CVDカンファレンス-

加古川プラザホテル 日本 加古川

学会・研究会・講演会　発表

診療科名：循環器内科 2012年度（平成24年度）：2012年4月～2013年3月
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学会・研究会・講演会　発表

診療科名：循環器内科 2012年度（平成24年度）：2012年4月～2013年3月

25 講演会 2012年8月2日 中村　浩彰
末梢血管障害の診断と治療～閉塞性動脈硬化症・下肢静脈瘤などについて
～

平成24年度第2回臨床談話会
県立加古川医療セン
ター

日本 加古川

26 講演会 2012年9月6日 開發　謙次 ２型糖尿病の治療戦略-糖尿病・循環器専門医の立場から
第２回東播インクレチンフォー
ラム

加古川プラザホテル 日本 加古川

27 講演会 2012年10月19日 中村　浩彰 糖尿病と末梢動脈疾患
第７回東播糖尿病連携カン
ファレンス

加古川西市民病院 日本 加古川

28 講演会 2012年10月25日 清水　宏紀 心房細動のトータルマネジメント 北播磨 Ｎｅｔｗｏｒｋ　Meeting 西脇ロイヤル 日本 西脇

29 懇話会 2012年10月4日 角谷　誠
カテーテルインターベンション後冠動脈の再狭窄繰り返すためＣＡＢＧを選択
した一例

第82回加古川循環器病懇話
会

加古川東市民病院 日本 加古川

30 懇話会 2012年10月4日 伴　親徳 急性心筋梗塞の一例
第82回加古川循環器病懇話
会

加古川東市民病院 日本 加古川

31 懇話会 2012年10月4日 熊谷　寛之 徐脈性心房細動の一例
第82回加古川循環器病懇話
会

加古川東市民病院 日本 加古川

32 懇話会 2012年10月4日 中村　浩彰 狭心症に対してのＰＣＩ施行した一例
第82回加古川循環器病懇話
会

加古川東市民病院 日本 加古川

33 セミナー 2012年9月1日 中村　浩彰 当病院における動脈硬化性疾患とＣＯＰＤの関連について
2012年「ディスカバリーＣＯＰD
セミナー」

加古川プラザホテル 日本 加古川

34 カンファレンス 2012年7月21日
熊谷　寛之，清水　宏紀，角谷　誠，七星　雅一，開發　謙次，伴　親
徳，中村　浩彰，高見　薫，則定　加津子，井上　通彦　辻　隆之，松
添　弘樹，畑澤　圭子　大西　祥男

徐細動リード移動を繰り返した陳旧性心筋梗塞の一例
第34回ベイエリアハートカン
ファレンス

ホテルグラヴィア大阪 日本 大阪

35 カンファレンス 2012年7月25日
則定加津子，畑澤　圭子，松添　弘樹，辻　隆之，井上　通彦　，熊谷
寛之，高見　薫，，中村　浩彰，伴　親徳，開發　謙次，七星　雅一，角
谷　誠，清水　宏紀，大西　祥男

心筋梗塞に合併し、僧帽弁輪部左房後方に発生した仮性心室瘤の一例
第35回Kobe Cardiovascular
Conference

神メリケンパークオリ
エンタルホテル

日本 神戸

36 読影会 2012年12月7日 開發　謙次 フィルムリーディング 第２回柏原心臓核医学読影会 加古川プラザホテル 日本 加古川

37 勉強会 2012年5月12日 高橋　知久 高カリウム血症による高度徐脈を来した一例
第14回神戸大学循環器呼吸
器研修医勉強会

神戸国際会議場 日本 神戸

38 勉強会 2012年12月1日 角谷　誠
造影剤腎症Contrast-induced Nephropaty(CIN)-PCIとCTにおけるCIN低減の
ために

第２回神戸アンギオグループ
勉強会

ANAクラウンプラザホ
テル

日本 神戸


