
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 2014年7月11日 中村 浩彰
近位側深部静脈血栓症に対するカテーテル血栓溶解療法の短中期成
績

TOPIC2014 Cerulean Tower Tokyo Hotel 日本 東京 oral 有

2 学会 2014年7月24日 中村 浩彰 大腿膝窩動脈領域における血管内治療の中期安全性と有効性
第23回 日本心血管インターベン
ション治療学会

名古屋国際会議場 日本 名古屋 poster 有

3 学会 2014年10月11日

笠原 洋一郎,角谷 誠,松岡　洋一郎,大西
裕之，辻　隆之,井上 通彦,嘉悦　泰博,熊谷
寛之,高見 薫,中村 浩彰，安田　知行，清水
宏紀 大西 祥男

慢性完全閉塞病変のデバイス通過にガイドライナーが有効であった
一例

第23回 日本心血管インターベン
ション治療学会 近畿地方会プロ
グラム

千里ライフサイエンスセンター 日本 豊中 oral 有

4 学会 2014年10月11日

大西 裕之,角谷 誠,松岡 庸一郎,辻 隆之,井
上 通彦,嘉悦 泰博,熊谷 寛之,高見 薫,中村
浩章,安田　知行,笠原 洋一郎,清水 宏紀,大
西 祥男

不安定狭心症に対して第二世代薬剤溶出性ステント血栓症を認めた
一例

第23回 日本心血管インターベン
ション治療学会 近畿地方会プロ
グラム

千里ライフサイエンスセンター 日本 豊中 oral 有

5 学会 2014年10月11日

松岡 庸一郎,角谷　誠,大西　裕之,辻　隆
之,井上　通彦,嘉悦　泰博,熊谷　裕之,高見
薫,中村　彰浩,安田　知行,笠原　洋一郎,清
水　裕之,大西　祥男

当院における2.25㎜の薬剤溶出性ステントの初期、中期臨床成績
第23回 日本心血管インターベン
ション治療学会 近畿地方会プロ
グラム

千里ライフサイエンスセンター 日本 豊中 oral 有

6 学会 2014年10月11日
中村 浩彰,松岡　庸一郎,大西　裕之,辻　隆
之,井上　通彦,嘉悦　泰博,安田　知行,笠原
洋一郎,角谷　誠,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)の中期成績

第24回 日本心血管インターベン
ション治療学会 近畿地方会プロ
グラム

千里ライフサイエンスセンター 日本 豊中 oral 有

7 学会 2014年10月11日
中村 浩彰,松岡 庸一郎,大西 裕之 辻 隆之
井上 通彦　嘉悦 泰博,安田 知行,笠原 洋一
郎,角谷 誠

近位側深部静脈血管症に対するカテーテル血栓溶解療法の12ヶ月成
績

第25回 日本心血管インターベン
ション治療学会 近畿地方会プロ
グラム

千里ライフサイエンスセンター 日本 豊中 oral 有

8 学会 2014年10月30日
中村 浩彰, 角谷 誠, 松岡 庸一郎, 大西 裕
之, 辻 隆之, 井上 通彦, 嘉悦 泰博, 安田
知行, 笠原 洋一郎, 清水 宏紀

SFA病変に対する自己拡張型ステント留置 12ヵ月の成績 第55回 日本脈管学会総会 倉敷市芸文館 日本 倉敷 oral 有

9 学会 2014年10月31日 中村 浩彰
peripheral vascular disease・難治性潰瘍に対するチーム医療の
実践

第55回 日本脈管学会総会 倉敷市芸文館 日本 倉敷 oral 有

10 学会 2014年11月14日
中村 浩彰, 櫃石 秀信,上西 美和,葉田 真美
子

病院統合に向けたパス委員会活動の取り組み
第15回 クリニカルパス学会学術
集会

清風荘 日本 あわら oral 有

11 学会 2014年11月29日 矢冨 敦亮 両心房内に巨大血栓を認めたプロテインC欠損症の一例
第118回 日本循環器学会近畿地方
会

レナッジチャピタル コングレコ
ンベンションセンター

日本 大阪 oral 有

12 学会 2014年11月29日 松岡 庸一郎 家族性コレステロール血症により若年性狭窄症を発症した１例
第118回 日本循環器学会近畿地方
会

レナッジチャピタル コングレコ
ンベンションセンター

日本 大阪 oral 有

13 学会 2014年11月29日 大西 裕之
心臓再同期療法により高度な機能的憎帽弁逆流症が著明に改善した一
例

第118回 日本循環器学会近畿地方
会

レナッジチャピタル コングレコ
ンベンションセンター

日本 大阪 oral 有

14 学会 2014年11月29日 嘉悦 泰博
CTCAにて虚血を認めないRCA狭窄を指摘され、その後ACSを発症した
１例　―CTによるプラーク解析を含めた検討―

第118回 日本循環器学会近畿地方
会

レナッジチャピタル コングレコ
ンベンションセンター

日本 大阪 oral 有
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15 学会 2014年11月29日 熊谷 寛之 再発性咳嗽失神の一例
第118回 日本循環器学会近畿地方
会

レナッジチャピタル コングレコ
ンベンションセンター

日本 大阪 oral 有

16 学会 2014年11月29日 高見 薫 遺伝子検査にてRyR2に移動を認めた心室細動蘇生後の母娘の症例
第118回 日本循環器学会近畿地方
会

レナッジチャピタル コングレコ
ンベンションセンター

日本 大阪 oral 有

17 学会 2014年12月5日 hiroyuki Onishi Subacute Stent Thrombosis 3 Days After Nobori Stent Implantation
IMAGING & PHYSIOLOGY SUMMIT
2014

Grand InterContinental Seoul
Parnas

韓国 ソウル oral 有

18 学会 2015年2月20日
大西 裕之,清水 宏紀,松岡 庸一郎,辻 隆之,井上
通彦,嘉悦 泰博,熊谷 寛之,高見 薫,中村 浩彰
安田 知行,角谷 誠,大西 祥男

心臓再同期療法により高度な機能的僧帽弁逆流症が著明に改善した
1例

第7回植込みデバイス関連冬季大
会

ハービスPLAZA 日本 東京 oral 有

19 学会 2015年2月21日 中村 浩彰 SCSが奏効したRaynaud　Syndrome・CLIの1例 Luncheon　Seminar3-3
レナジックキャピタル　レコンベ
ンションセンター

日本 大阪 oral 有

20 学会 2015年2月20-22日 Yasuhiro Kaethu 1year clinical outcome of EVT for CLI with BK disease Luncheon　Seminar3-3
レナジックキャピタル　レコンベ
ンションセンター

日本 大阪 poster 有

21 学会 2015年3月7日
矢冨 敦亮,中村 浩彰,清水 宏紀,角谷 誠,大
西 祥男

MSSA筋血症による多発性感染性大動脈瘤の1例
第207回日本内科学会近畿地方例
会次第

大阪国際交流センター 日本 大阪 oral 有

22 学会 2015年3月7日
三和 圭介,安田 友行,松岡 庸一郎,大西 裕之,嘉
悦 秦博,笠原 洋一郎,角谷 誠,清水 宏紀,大西
祥男

異常高中性脂肪（TG）血症と頻回脺炎より診断に至ったリポ蛋白リ
パーゼ（LPL)欠損症の１例

第207回日本内科学会近畿地方例
会次第

大阪国際交流センター 日本 大阪 oral 有

23 研究会 2014年7月25日 嘉悦 泰博 SVG-LADの吻合物にPCI後、再狭窄を繰り返した1症例 第6回C5研究会 名古屋国際会議場 日本 名古屋

24 研究会 2014年7月31日 安田 知行 食事と心血管病～脂肪酸、コレステロールの役割～ 第17回 播磨生活習慣研究会 加古川プラザホテル 日本 加古川

25 研究会 2014年10月4日 中村 浩彰 強皮症による重症虚血肢に対してEVTを施行した１例 第8回 JPR 灘尾ホール 日本 東京

26 研究会 2014年10月25日

中村 浩彰,角谷 誠,松岡 庸一郎,大西 裕之,
辻　隆之,井上 通彦,嘉悦 泰博,安田 知行,
笠原　洋一郎,清水 宏紀,大西 祥男,前田
翔,岩谷 博篤

血管内レーザー焼灼術が有効であったうっ滞性潰瘍の１例
第19回　Kannsai Peripheral
Revascularization 研究会

AP 梅田大阪 日本 大阪

27 研究会 2015年2月21日 嘉悦 泰博 症例検討
第53回ｍ－CTO　＆　15ｔｈ
Interventionalistのための心臓
CT研究会（CCTI研究会）

AP　梅田大阪 日本 大阪

28 研究会 2015年3月21日 嘉悦 泰博 症例検討会 HANSHIN YES CLUB MEETING ハービスPLAZA 日本 大阪
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29 研究会 2015年3月28日

嘉悦 泰博,中村　浩彰、松岡　庸一郎、大西　裕
之、辻　隆之、井上　通彦、熊谷　寛之、高見
薫、安田　知行、笠原　洋一郎、角谷　誠、清水
宏紀、大西　祥男

右内腸骨動脈の高度石灰化病変に対して　NSE　balloon を用いてEVTを
行った1例

第20回　Kannsai Peripheral
Revascularization 研究会

AP 梅田大阪 日本 大阪

30 講演会 2014年4月18日 中村 浩彰 心筋梗塞で入院中に脳梗塞を発症した1例 第3回 KTJストロークセミナー 加古川西市民病院 日本 加古川

31 講演会 2014年5月24日 清水 宏紀 ワルファリンからNOACへの切り替えについて(仮) 東播磨抗凝固療法学術講演会 加古川プラザホテル 日本 加古川

32 講演会 2014年7月3日 井上 通彦 心不全の薬物治療と連携に関して（仮題）
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

33 講演会 2014年7月5日 中村 浩彰 下肢静脈瘤について
加古川東市民病院 第6回 市民健
康セミナー

加古川総合保健センター 日本 加古川

34 講演会 2014年10月30日 辻 隆之 心臓弁膜症の最新トピックス 第12回 T-MEC 加古川プラザホテル 日本 加古川

35 講演会 2014年11月20日 清水 宏紀,高見 薫 具体的な症例においての抗凝固療法を考える 東播磨抗凝固療法学術講演会 加古川プラザホテル 日本 加古川

36 講演会 2015年1月29日 清水 宏紀 病歴、心電図から考える不整脈診断と治療について 第3回 神鋼循環器セミナー 神鋼病院 日本 神戸

37 講演会 2014年6月5日 高見 薫 不整脈カテーテルアブレーション治療
平成26年度第1回 臨床談話会プロ
グラム

加古川東市民病院 日本 加古川

38 講演会 2014年9月11日 矢冨 敦亮 治療抵抗性高血圧の一例
第86回 加古川循環器病懇話会(症
例検討会)

加古川東市民病院 日本 加古川

39 講演会 2014年9月11日 辻 隆之 不明熱の一例
第86回 加古川循環器病懇話会(症
例検討会)

加古川東市民病院 日本 加古川

40 講演会 2014年9月11日 中村 浩彰 下腿浮腫の一例
第86回 加古川循環器病懇話会(症
例検討会)

加古川東市民病院 日本 加古川

41 講演会 2014年9月11日 大西 裕之 失神発作の一例
第86回 加古川循環器病懇話会(症
例検討会)

加古川東市民病院 日本 加古川

42 講演会 2014年9月11日 嘉悦 泰博 感動脈CTの見方とピットホール 第86回 加古川循環器病懇話会 加古川東市民病院 日本 加古川
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43 その他 2014年8月22日 大西 裕之
心臓再同期療法により高度な機能的僧帽弁逆流症が著明に改善した
1例

第2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

44 その他 2015年1月17日 中村 浩彰
近位側深部静脈血栓症に対するカテーテル血栓溶解療法の短中期成
績

第39回 ベイエリアハートカン
ファレンス(大阪湾岸心臓会議)

ホテルグランヴィア大阪 日本 大阪


