
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 2013年4月24日
Kadotani M,Hatazawa K,Matsuzoe H, Tsuji T,Inoue
M,Kumagai H, Norisada K, Takami K,Nakamura H,
Nanahoshi M,Shimizu H, Onishi Y.

A Case ; PCI of RCA CTO of a patient with low left ventricular function having
two-branch-occlusionin LCx and RCA

ANGIOPLASTY SUMMIT
TCTAP 2013

ＣＯＥＸ 韓国 ソウル oral 有

2 学会 2013年4月24日
Ban C,Kadotani M,Hatazawa K,Matsuzoe H, Tsuji T,Inoue
M, Kumagai H,Norisada K,Takami K,Nakamura
H,Nanahoshi M, Shimizu H,Onishi Y.

It Has Been Difficult to Treat Heavy Calcified RCA CTO
ANGIOPLASTY SUMMIT
TCTAP 2013

ＣＯＥＸ 韓国 ソウル oral 有

3 学会 2013年4月24日
Hatazawa K,Kadotani M,Ban C,Matsuzoe H,  Tsuji
T,Inoue M,Kumagai H, Norisada K, Takami K,Nakamura
H,Nanahoshi M, Shimizu H,Onishi Y.

PCI for Recurrence Restenotic Lesion of the Graft Anastomosis
ANGIOPLASTY SUMMIT
TCTAP 2013

ＣＯＥＸ 韓国 ソウル oral 有

4 学会 2014年3月29日
Kadotani M,okamura A,Muramatsu MT, Fujita T,Muto
M,Oida T,Yamane M,Oikawa Y,Okada H,Tsuchikane E.

Clinical Results of Percutaneous Coronay Intervention for Chronic Total
Occlusions Latest Annual Report from Japanese Multicenter Registry by
Retrograde Summit

ACC.14
カンブリア　スイーツ　ワ
シントン　D.C. コンベン
ション　センター

アメリカ
ワシント
ンD.C.

poster 有

5 学会 2013年6月28日
中村　浩彰,角谷 誠,大保 英文,岩谷 博篤,北井 夏子,卯
内 かおり,橋本 円,岸田 美春,岡 佳伴,横山 千佳子,川崎
健作

当院における末梢血管障害に対するチーム医療体制の確立 第63回 日本病院学会
朱鷲メッセ、ホテル日航
新潟

日本 新潟 oral 有

6 学会 2013年7月11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

高度石灰化大動脈狭窄病変に対して、血管内治療が有効であった１例
第22回 日本心血管インターベ
ンション治療学会学術集会：
CVIT2013

神戸ポートピアホテル 日本 神戸 poster 有

7 学会 2013年7月11日 松添　弘樹,角谷 誠,伴 親徳,七星 雅一
LMT病変に留置したbiolimus-eluting stent (NOBORI)の急性期のrecoilが原因と
考えられたステント血栓症（LST)の一例

第22回 日本心血管インターベ
ンション治療学会学術集会：
CVIT2013

神戸ポートピアホテル 日本 神戸 poster 有

8 学会 2013年9月7日
松添　弘樹,井上　通彦,辻　隆之,中村　浩彰,清水　宏紀,
大西　祥男,難波 多挙,臼井　健

急性心不全を契機に診断されたHDR症候群の１例
第201回 日本内科学会近畿地
方会

テルサ京都 日本 京都 oral 有

10 学会 2013年9月20日
井上　通彦,清水　宏紀,角谷　誠,七星　雅一,安田　知行,
伴　親徳,中村　浩彰,高見　薫,則定　加津子,熊谷　寛之,
辻隆之,松添　弘樹,畑澤　圭子,大西　祥

高血圧性心不全患者に対する全身性血管病変の検討
第61回 日本心臓病学会学術
集会

ホテル日航熊本他 日本 熊本 poster 有

11 学会 2013年9月20日
中村　浩彰,角谷　誠,畑澤　圭子,松添　弘樹,辻　隆之,井
上　通彦　,熊谷　寛之,高見　薫,則定　加津子,伴　親徳,
安田　知行,七星　雅一,清水　宏紀,大西　祥男

末梢動脈疾患における腎機能障害の頻度
第61回 日本心臓病学会学術
集会

ホテル日航熊本他 日本 熊本 poster 有

12 学会 2013年9月21日 清水　宏紀,,則定　加津子,中村　浩彰,安田　知行 除細動リード移動を繰り返した陳旧性心筋梗塞の一例
第61回 日本心臓病学会学術
集会

ホテル日航熊本他 日本 熊本 poster 有

9 学会 2013年9月22日 則定 加津子,辻 隆之,中村 浩彰,角谷 誠,清水 宏紀
感染性心内膜炎のリスクとなる基礎心疾患を有する患者の口腔衛生状態に関
する調査

第61回 日本心臓病学会学術
集会

ホテル日航熊本他 日本 熊本 poster 有

13 学会 2013年11月2日 高見　薫
上大静脈内の細動が自律神経の影響により伝導能が変化し、心房性期外収
縮・心房頻拍・心房細動と多彩な調律を呈した1症例

日本不整脈学会カテーテルア
ブレーション関連秋季大会2013
第25回 カテーテルアブレーショ
ン委員会公開研究会

パシフィコ横浜　アネッ
クスホール

日本 横浜 poster 有

14 学会 2013年11月30日
松添　弘樹,角谷　誠,中村　浩彰,畑澤　圭子,井上　通彦,
辻　隆之,熊谷　寛之,則定　加津子,高見　薫,安田　知行,
七星　雅一,清水　宏紀,大西　祥男

当院における左主幹部を責任病変としたACS 症例の検討
第116回 日本循環器学会近畿
地方会

大阪国際交流センター 日本 大阪 oral 有

15 学会 2013年11月30日
辻　隆之,清水　宏紀,畑澤　圭子,松添　弘樹,井上　通彦,
熊谷　寛之,高見　薫,則定　加津子,中村　浩彰,安田　知
行,七星　雅一,角谷　誠,大西　祥男

後天性von Willebrand 病を合併し，心不全を繰り返した重症大動脈弁狭窄症の1
症例

第116回 日本循環器学会近畿
地方会

大阪国際交流センター 日本 大阪 oral 有

16 学会 2013年11月30日
矢冨　敦亮,熊谷　寛之,清水　宏紀,高見　薫,畑澤　圭子,
松添　弘樹,辻　隆之,井上　通彦,則定　加津子,中村　浩
彰,伴　親徳,安田　知行,七星　雅,・角谷　誠,大西　祥男

低K 血症および低Mg 血症を契機に多形性心室頻拍を認めた先天性QT 延長症
候群の一例

第116回 日本循環器学会近畿
地方会

大阪国際交流センター 日本 大阪 oral 有

17 学会 2013年11月30日

三和　圭介,井上　通彦,清水　宏紀,角谷　誠,七星　雅一,
安田　知行,中村　浩彰,則定加　津子,高見　薫,熊谷　寛
之,辻　隆之,松添 弘樹,畑澤　圭子,矢富　敦亮,大西　祥
男

難治性心不全患者におけるトルバプタンの使用経験
第116回 日本循環器学会近畿
地方会

大阪国際交流センター 日本 大阪 oral 有

18 学会 2013年11月30日

矢富　敦亮,井上　通彦,清水　宏紀,角谷　誠,七星　雅一,
安田　知行,中村　浩彰,則定　加津子,高見　薫,熊谷　寛
之,辻　隆之,松添　弘樹,畑澤　圭子,三和　圭介　,大西
祥男

回旋枝の慢性完全閉塞を有する左前下行枝の急性閉塞に対して前下行枝1枝
のみにPCI を行い救命し得た1例

第116回 日本循環器学会近畿
地方会

大阪国際交流センター 日本 大阪 oral 有

学会・研究会・講演会　発表

診療科名:循環器内科 2013年度（平成25年度）：2013年4月～2014年3月
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学会・研究会・講演会　発表
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19 学会 2013年11月30日
中村　浩彰,角谷 誠,畑澤 圭子,松添 弘樹,辻 隆之,井上
通彦,熊谷　寛之,高見　薫,則定　加津子,安田　知行,七星
雅一,清水　宏紀,大西　祥男,前田　翔,岩谷 博篤

下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術(Endovenous laser ablation: EVLA)
の初期成績

第116回 日本循環器学会近畿
地方会

大阪国際交流センター 日本 大阪 oral 有

20 学会 2013年11月30日
安田　知行,清水　宏紀,畑澤　圭子,松添　弘樹,辻　隆之,
井上　通彦,熊谷　寛之,高見　薫,則定　加津子,中村　浩
彰,伴　親徳,七星　雅一,角谷　誠,大西　祥男

心原性ショックに合併した心房頻拍の治療にドブタミンとランジオロール併用が
有効であった一例

第116回日本循環器学会近畿
地方会

大阪国際交流センター 日本 大阪 oral 有

21 学会 2013年11月30日
畑澤　圭子,清水　宏紀,畑澤　圭子,松添　弘樹,辻　隆之,
井上　通彦,熊谷　寛之,高見　薫,則定　加津子,中村　浩
彰,伴　親徳,七星　雅一,角谷　誠,大西　祥男

J 経時的にJ 波およびQ 波の変化を認め，心室細動を発症した一例
第116回日本循環器学会近畿
地方会

大阪国際交流センター 日本 大阪 oral 有

26 学会 2014年2月14日 中村　浩彰
下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術（Endovenous laser ablation:EVLA)
の初期成績

Japan Endovascular Treatment
Conference 2014

ヒルトン東京 日本 東京 poster 有

22 学会 2014年2月15日 安田　知行,清水　宏紀,大西　祥男 卵摂取が、高比重リポ蛋白（HDL)機能に与える影響の解明
第43回 日本心脈管作動物質
学会

神戸国際会議場 日本 神戸 poster 有

23 学会 2014年3月21日
Matsuzoe H,Kadotani M,Nakamura H, Hatazawa K,Tsuji
T,Inoue M,Kumagai H, Norisada K,Takami K,Yasuda
T,Nanahoshi M,Shimizu H,Ohnishi Y.

Evaluation of the Risk Predictros for In-Hospital Ｍｏrtａｌｉｔｙ　of ST-segment
Elevation Myocardial Infarction (STEMI) Associated with Left Main Coronary
Artery

Ｔｈｅ　78ｔｈ　Ａｎｎｕａｌ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉ
ｃ　Ｍｅｅｔｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎｅ
ｓｅ　Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ

東京国際フォーラム 日本 東京 poster 有

24 学会 2014年3月22日 Shimizu H
Ｌｅｆｔ　Ａｔｒｉａｌ　Ａｐｐｅｎｄａｇｅ　Ｔｈｒｏｍｂｕｓ　Ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　iｎ　Ｐａｔｉｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　Ａｔｒｉ
ａｌ　Ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　Ｎｅｗ　Ｏｒａｌ　Anticoagulants Versus Warfarin

Ｔｈｅ　78ｔｈ　Ａｎｎｕａｌ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉ
ｃ　Ｍｅｅｔｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎｅ
ｓｅ　Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ

東京国際フォーラム 日本 東京 oral 有

25 学会 2014年3月23日 Ｙａｓｕｄａ T
Serum and Thrombus Fatty Acid Composition at the Onset of Acute Coronary
Syndrome

Ｔｈｅ　78ｔｈ　Ａｎｎｕａｌ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉ
ｃ　Ｍｅｅｔｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎｅ
ｓｅ　Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ

東京国際フォーラム 日本 東京 oral 有

27 研究会 2013年6月8日 熊谷　寛之 心電図・不整脈について
公開研修会（加古川東市民病
院）

加古川東市民病院 日本 加古川

28 研究会 2013年7月11日 七星　雅一 心臓リハビリテーションにおける地域連携について
第2回 加古川・高砂　循環器地
域連携の会

加古川プラザホテル 日本 加古川

29 研究会 2013年8月8日 角谷　誠 「加古川の地域連携パスの現状」③狭心症
第6回 地域連携パス研究会全
体会

加古川総合保健セン
ター

日本 加古川

30 研究会 2013年8月8日 中村　浩彰 「加古川の地域連携パスの現状」④ASO（閉塞性動脈硬化症）
第6回 地域連携パス研究会全
体会

加古川総合保健セン
ター

日本 加古川

31 研究会 2013年8月10日 中村　浩彰 SFA、BK,　CTO病変に対して複数回のEVTを行い救肢できた１例 第7回 JPR研究会 灘尾ホール 日本 東京

32 研究会 2013年9月28日
中村　浩彰,畑澤　圭子,松添　弘樹,辻　隆之,井上　通彦,
伴　親徳,安田　知行,七星　雅一,角谷　誠,大西　祥男,前
田　翔,岩谷　博篤

下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術（Endovenous laser ablation:EVLA)
の初期成績

第17回 Kansai Peripheral
Revascularization 研究会

AP梅田大阪 日本 大阪

33 研究会 2014年3月1日 中村　浩彰 膝下病変に冠動脈用薬剤溶出性ステント留置が有効であった2例
第19回 バスキュラーアクセスイ
ンターベンション治療研究会

津田ホール 日本 東京

34 講演会 2013年5月14日 清水　宏紀 心房細動の新しい治療戦略
加古川内科医会学術講演会～
抗凝固療法について考える～

加古川プラザホテル 日本 加古川

35 講演会 2013年6月7日 井上　通彦 症例検討
第10回 播磨インターベンション
研究会学術講演会

ホテル日航姫路 日本 姫路

36 講演会 2013年10月9日 清水　宏紀 心房細動に対する抗凝固療法について
第17回 但馬内科合同カンファ
レンス

公立八鹿病院 日本 八鹿

37 講演会 2013年11月7日 安田　知行 心電図でわかること、わからないこと 平成25年度第3回 臨床談話会 日本 加古川

38 講演会 2013年10月26日 清水　宏紀 一次予防医の視点からみた抗凝固療法～心房細動に対する抗凝固療法～
～東播磨抗凝固療法学術講演
会～Network Meeting

加古川プラザホテル 日本 加古川

39 懇話会 2013年4月13日

中村　浩彰,畑澤　圭子,松添　弘樹,辻　隆之,井上　通彦,
熊谷　寛之,則定　加津子,高見　薫,伴　親徳,七星　雅一,
角谷　誠,清水　宏紀,大西　祥男,泉　聡,脇山　英丘,岩谷
博篤

加古川東市民病院における末梢神経障害への取組み 第129回 山陽循環器病懇話会 加古川商工会議所 日本 加古川

40 カンファレンス 2013年7月12日 井上　通彦 難治性心不全患者におけるトルバプタンの使用経験 加古川心不全カンファレンス 加古川プラザホテル 日本 加古川

41 カンファレンス 2014年2月7日 井上　通彦 重症心不全患者い対するトルバプタンの長期投与成績
第1回 加古川心不全カンファレ
ンス

加古川プラザホテル 日本 加古川
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学会・研究会・講演会　発表
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42 カンファレンス 2014年3月13日 角谷　誠 CKDにおける心不全発症機序―up to date―
第6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

43 談話会 2013年9月28日
井上　通彦,清水　宏紀,角谷　誠,七星　雅一,安田　知行,
中村　浩彰,高見　薫,則定　加津子,熊谷　寛之,辻隆之,松
添　弘樹,畑澤　圭子,三和　圭介,矢富　敦亮,大西　祥男

難治性心不全患者におけるトルバプタンの使用経験 第130回 山陽循環器病談話会 加古川商工会議所 日本 加古川

44 パネリスト 2013年6月4日 角谷　誠
Discussion テーマ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RA
系の新たな展開とRA系抑制薬の可能性

加古川内科医会　学術講演会
～RA系薬剤の臓器保護につい
て考える～

加古川プラザホテル 日本 加古川


