
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 2015年4月30日

Yasuhiro kaetsu,Hiroyuki Onishi,
Makoto Kadotani,Yoshihisa Fujinami,
Keisuke Miwa,Yoichiro Matsuoka,
Tomoyuki Nakanishi,Takayuki Tsuji,
Syuta Yamana,Hajime Nakaoka,
Kaoru Takami，Hiroaki Nakamura,
Tomoyuki Yasuda,Yoichiro Kasahara,
Hiroki Shimizu，Yoshio Ohnishi

1 year clinical outcome of endovascular therapy for the
critical limb ischemia with below the knee disease

20th  ANGIOPLASTY SUMMIT TCTAP
2015

COEX 韓国 ソウル oral 有

2 学会 2015年4月30日

Makoto Kadotani,Atsusuke Yatomi,
Youichirou Matsyoka,Hiroyuki Ohnishi,
Takayuki Tsuji,Michihiko Inoue,
Hiroyuki Kumagai,Yasuhiro Kaetsu,
Kaoru Takami,Hiroyuki Nakamura,
Tomoyki Yasuda,Youichirou Kasahara,
Hiroki Shimizu,Yoshio Ohnishi

Comparison of a Two-Lead, Computerized, Resting ECG Signal
Analysis Device, the Multifunction-CardioGram (MCG), to
Coronary Angiography or MDCT, SPECT for the Detection of
Revalent Coronary Artery Stenosis

20th ANGIOPLASTY SUMMIT TCTAP
2015

COEX 韓国 ソウル oral 有

3 学会 2015年5月21日

Hiroaki Nakamura,Makoto Kadotani,
Yoshihisa Fujinami,Keisuke Miwa,
Yoichiro Matsuoka,Hiroyuki Ohnishi,
Tomoyuki Nakanishi,Shota Yamana,
Takayuki Tsuji,Hajime Nakaoka,
Yasuhiro Kaetsu ,Kaoru Takami,
Tomoyuki Yasuda,Yoichiro Kasahara, Hiroki
Shimizu,Yoshio Ohnishi

The distal femoropopliteal vessel diamater measured by lVUS
is predictor of stent restenosis.

Euro PCR2015 パレ・デ・コングレ・ド・パリ フランス パリ oral 有

4 学会 2015年5月21日

Hiroyuki Onishi,Makoto Kadotani,
Yoichiro Matsuoka,Takayuki Tsuji,
Michihiko Inoue,Yasuhiro Kaetsu ,
Hiroyuki Kumagai,Hiroaki Nakamura,
Tomoyuki Yasuda,Yoichiro Kasahara,
Hiroki Shimizu,Yoshio Ohnishi

OCT showed multiple inter-strut hollow 4 months after very
late stent thrombosis in second generation DES treated with
drug-coated balloon

Euro PCR2015 パレ・デ・コングレ・ド・パリ フランス パリ oral 有

5 学会 2015年5月24日

Tomoyuki Yasuda,kadotani Makoto,
Shimizu Hiroki,Irino Yasuhiro,
Mori Kenta,Toh Ryuji,Ishida Tatsuro,
Hirata Kenichi,Ohnishi Yoshio

Analysis of Serum and Thrombus Fatty Acid Composition at
the onset of Acute Coronary Syndrome in Japan

17th INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON ATHEROSCLEROSIS

オランダ
アムステ
ルダム

oral 有

6 学会 2015年7月9日
安田 知行,中村 浩彰,角谷 誠,脇山 英丘,大保
英文,大西 祥男

当院における最近２年間の大動脈解離の臨床的検証
第47回 日本動脈硬化学会総会・
学術集会

仙台国際センター 日本 仙台 oral 有

7 学会 2015年7月11日

中村 浩彰,角谷 誠,藤浪 好寿,三和 圭介,矢冨
敦亮,松岡 庸一郎,大西 裕之,中西 智之,山名
祥太,辻 裕之,中岡 創,嘉悦 泰博,高見 薫,安
田 知行,笠原 洋一郎,清水 宏紀,大西 祥男

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12か月
成績

第35回 日本静脈学会総会 奈良春日野国際フォーラム 日本 奈良 poster 有

8 学会 2015年7月10日

中村 浩彰,角谷 誠,藤浪 好寿,三和 圭介,矢冨
敦亮,松岡 庸一郎,大西 裕之,中西 智之,山名
祥太,辻 裕之,中岡 創,嘉悦 泰博,高見 薫,安
田 知行,笠原 洋一郎,清水 宏紀,大西 祥男

カテーテル血栓溶解療法(CDT)による静脈血栓後遺症予防 TOPIC2015
セルリアンタワー東急ホテル

日本 東京 oral 有

9 学会 2015年7月10日

嘉悦 泰博,角谷 誠,三和 圭介,藤浪 好寿,松岡
庸一郎,大西 裕之,中西 智之,山名 祥太,辻 隆
之,中岡 創,高見 薫,中村 浩彰,安田 知行,笠
原 洋一郎,角谷 誠,清水 宏紀,大西 祥男

ステント脱落を来した高度石灰化を伴うLAD CDTの一例 TOPIC2015
セルリアンタワー東急ホテル

日本 東京 oral 有

学会 2015年7月31日

Hiroaki Nakamura,Makoto Kadotani,
Yoshihisa Fujinami,Keisuke Miwa,
Yoichiro Matsuoka,Hiroyuki Ohnishi,
Tomoyuki Nakanishi,Shota Yamana,
Takayuki Tsuji,Hajime Nakaoka,
Yasuhiro Kaetsu,Kaoru Takami,
Tomoyuki Yasuda,Yoichiro Kasahara,
Hiroki Shimizu,Yoshio Ohnishi

The distal femoropopliteal vessel diameter measured by lVUS
as a predictor of stent restenosis.

第24回 日本心血管インターベン
ション治療学会

福岡ヤフオク！ドーム 日本 福岡 poster 有
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10 学会 2015年7月31日

Yoshihiro Kaetu,Hiroaki Nakamura,
Yoichiro Matsuoka,Hiroyuki Ohnishi,
Tomoyuki Nakanishi,Shota Yamana,
Takayuki Tsuji,Hajime Nakaoka,
Yasuhiro Kaetsu ,Kaoru Takami,
Tomoyuki Yasuda,Yoichiro Kasahara,
Hiroki Shimizu,Yoshio Ohnishi

1 year clinical outcome of endovascular therapy for the
critical limb ischemia with below the knee disease

第24回 日本心血管インターベン
ション治療学会

福岡ヤフオク！ドーム 日本 福岡 oral 有

12 学会 2015年7月31日

Hiroyuki Onishi,Makoto Kadotani,
Yoshihisa Fujinami,Keisuke Miwa,
Yoichiro Matsuoka,Tomoyuki Nakanishi,
Takayuki Tsuji,Syuta Yamana,
Hajime Nakaoka,Yasuhiro Kaetsu,
Kaoru Takami,Hiroaki Nakamura,
Tomoyuki Yasuda,Yoichiro Kasahara,
Hiroki Shimizu,Yoshio Ohnishi

The greater degree of late lumen loss in ACS lesions than
sCAD lesions using 2nd generation-drug eluting stent.

第24回日本心血管インターベン
ション治療学会

福岡ヤフオク！ドーム 日本 福岡 poster 有

13 学会 2015年9月18日

嘉悦 泰博,角谷 誠,岡山 真吾,三和 圭介,藤浪
好寿,松岡 庸一郎,大西 裕之,辻 隆之,中西 智
之,山名 祥太,中岡 創,高見 薫,中村 浩彰,安
田 知行,笠原 洋一郎,清水 宏紀,大西 祥男

加古川東市民病院におけるＣＴＣＡ診断能向上への試み 第63回 日本心臓病学会学術集会 パシフィコ横浜 日本 横浜 poster 有

14 学会 2015年9月18日

大西 裕之,三和 圭介,藤浪 好寿,矢冨 敦亮,松
岡 庸一郎,中西 智之,山名祥太、辻 隆之,嘉悦
泰博,中岡 創,高見 薫,中村 浩彰,安田 知行,
笠原 洋一郎,角谷 誠,清水 宏紀,大西 祥男

肝生検にて診断しえた心サルコイドーシスの一例 第63回 日本心臓病学会学術集会 パシフィコ横浜 日本 横浜 poster 有

15 学会 2015年10月13日

Yasuhiro kaetsu,Makoto Kadotani,
Keisuke Miwa Yoshihisa Fujinami,
Yoichiro Matsuoka,Hiroyuki Ohnishi,
Tomoyuki Nakanishi,Syuta Yamana,
Takayuki Tuji,Hajime Nakaoka,
Kaoru Takami,Hiroaki Nakamura,
Tomoyuki Yasuda,Yoichiro Kasahara,
Hiroki Shimizu,Yoshio Ohnishi

Drug-coated balloon angioplasty for LMT ACS due to VLST of
PES

2015 TCT Moscone Convention Center アメリカ
サンフラ
ンシスコ

oral 有

16 学会 2015年10月30日

Yasuhiro kaetsu,Makoto Kadotani,
Keisuke Miwa,Yoshihisa Fujinami,
Yoichiro Matsuoka,Hiroyuki Ohnishi,
Tomoyuki Nakanishi,Syuta Yamana,
Takayuki Tuji,Hajime Nakaoka,
Kaoru Takami,Hiroaki Nakamura,
Tomoyuki Yasuda,Yoichiro Kasahara,
Hiroki Shimizu,Yoshio Ohnishi

Drug-coated balloon angioplasty for LMT ACS due to VLST of
PES

CCT2015 神戸国際会議場 日本 神戸 oral 有

17 学会 2015年11月21日

中村 浩彰,藤浪 好寿,三和 圭介,矢冨 敦亮,松
岡 庸一郎,大西 裕之,中西 智之,山名 祥太,辻
隆之,中岡 創,嘉悦 泰博,安田 知行,笠原 洋一
郎,角谷 誠、清水 宏紀,大西 祥男

肺塞栓に対するＮＡＣ投与は、入院期間を短縮させる
第22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 有

18 学会 2015年11月28日

藤浪 好寿,笠原 洋一郎,矢冨 敦亮,松岡 庸一
郎,大西 裕之,中西 智之,山名 祥太,辻 隆之,
中岡 創,嘉悦 泰博,高見 薫,中村 浩彰,安田
知行,角谷 誠,清水 宏紀,大西 祥男

右心全面に限局する心膜液貯留により心不全をきたした一例
第120回 日本循環器学会近畿地方
会

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

19 学会 2015年11月28日

矢冨 敦亮,大西 裕之,藤浪 好寿,三和 圭介,松
岡 庸一郎,中西 智之,山名 祥太,辻 隆之,中岡
創,嘉悦 泰博,高見 薫,中村 浩彰,安田 知行,
笠原 洋一郎,角谷 誠,清水 宏紀,大西 祥男
(心臓血管外科)泉 聡,脇山 英丘,大保 英文

治療に難渋した心筋梗塞後心破裂の一例
第120回 日本循環器学会近畿地方
会

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
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20 学会 2015年11月28日

大西 裕之,角谷 誠,矢冨 敦亮,松岡 庸一郎,中
西 智之,山名 祥太,辻 隆之,中岡 創,嘉悦 泰
博,高見 薫,中村 浩彰,安田 知行,笠原 洋一
郎,清水 宏紀,大西 祥男
(心臓血管外科)泉 聡,脇山 英丘,大保 英文

LMTに狭窄を有するLADの急性心筋梗塞に対してPCI・CABGのハイブ
リッド治療が有効
であった一例

第120回 日本循環器学会近畿地方
会

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

21 学会 2015年11月28日

城戸 拓海,嘉悦 泰博,角谷 誠,三和 圭介,藤浪
好寿,松岡 庸一郎,大西 裕之,中西 智之,山名
祥太,辻 隆之,中岡 創,高見 薫,中村 浩彰,安
田 知行,笠原 洋一郎,清水 宏紀,大西 祥男

左主幹部のTAXUS stent留置部に生じた超遅発性ステント血栓症に
対してPCIを行い、蘇生に成功した１例

第120回 日本循環器学会近畿地方
会

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

22 学会 2016年2月5日
中西 智之,清水 宏紀,高見 薫,石橋 寛之,大西
祥男

緊急入院中に新規ペースメーカー植込みを行った症例の予後につ
いての検討

第8回 植込みデバイス関連冬季大
会

北九州国際会議場 日本 北九州 oral 有

23 学会 2016年2月5日 高見 薫,清水 宏紀,中西 智之,大西 祥男
除細動器作動時に心内電位波高が著しく低下しイベントの解析が
困難であった1例

第8回 植込みデバイス関連冬季大
会

北九州国際会議場 日本 北九州 oral 有

24 学会 2016年2月13日

嘉悦 泰博,角谷 誠,三和 圭介,矢冨 敦亮,松岡
庸一郎,大西 裕之,中西 智之,山名 祥太,辻 隆
之,中岡 創,高見 薫,中村 浩彰,安田 知行,笠
原 洋一郎,清水 宏紀,大西 祥男

当院における二世代DESの初期、中期成績
第26回 日本心血管インターベン
ション治療学会 近畿地方会

千里ライフサイエンスセンター 日本 大阪 oral 有

25 学会 2016年2月13日

矢冨 敦亮,角谷 誠,藤浪 好寿,三和 圭介,松岡
庸一郎,大西 裕之,中西 智之,山名 祥太,辻 隆
之,中岡 創,嘉悦 泰博,高見 薫,中村 浩彰,安
田 知行,笠原 洋一郎,清水 宏紀,大西 祥男

DES留置後頻回に発作が出現する冠攣性縮性狭心症に対しステント
を留置し症状改善を認めた１例

第26回 日本心血管インターベン
ション治療学会 近畿地方会

千里ライフサイエンスセンター 日本 大阪 oral 有

26 学会 2016年3月18日

Tomoyuki Yasuda,kadotani Makoto,
Shimizu Hiroki,Irino Yasuhiro,
Mori Kenta,Toh Ryuji,Ishida Tatsuro,
Hirata Kenichi,Ohnishi Yoshio

Type B Aortic Dissection,not Ulcer-like Projection Type,
may not Need Long-term Rehabilitation Programs

第80回 日本循環器学会学術集会 仙台国際センター 日本 仙台 poster 有

27 学会 2016年3月19日
中村 浩彰,中岡 創,辻 隆之,嘉悦 泰博,高見
薫,安田 知行,笠原 洋一郎,角谷 誠,清水 宏
紀,大西 祥男

Safety and Effectiveness of Catheter Directed Thrombolysis
for Proximal Deep Vein Thrombosis at 1 Year Follow up
Period

第80回 日本循環器学会学術集会 仙台国際センター 日本 仙台 poster 有

28 学会 2016年3月19日

山名 祥太,三和 圭介,矢冨 敦亮,松岡 庸一郎,
中西 智之,辻 隆之,
中岡 創,嘉悦 泰博,中村 浩彰,岡嶋 克則,角谷
誠,清水 宏紀,大西 祥男

Effects of Cardiac Rehabilitation on Left Ventricular
Function and Size after Acute Myocardial Infarction are
Different Depending on Renal Function

第80回 日本循環器学会学術集会 仙台国際センター 日本 仙台 poster 有

29 研究会 2015年4月18日 中村 浩彰
造影剤を使用せず、IVUSガイドにEVTを施行したSFA TASC D病変の
1例

近畿心血管治療ジョイントライブ
2015

メルパルク京都 日本 京都

30 研究会 2015年4月18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

肺動脈血栓塞柱症の患者背景と治療成績 第135回 山陽循環器病懇談会 加古川商工会議所 日本 加古川

31 研究会 2015年6月11日 中村 浩彰 抗血栓療法の最近と話題と病診連携の重要性
第5回 北播磨地域病診連携カン
ファレンス

西脇ロイヤルホテル 日本 西脇

32 研究会 2015年6月13日 中村 浩彰 静脈血栓塞栓に対する凝固療法・血栓溶解療法の現状 加古川循環器セミナー 加古川プラザホテル 日本 加古川

33 研究会 2015年6月17日 中村 浩彰 末梢静脈疾患の診断と治療
第4回 新規抗凝固薬カンファレン
ス

姫路キャッスルグランヴィリオ
ホテル

日本 姫路

34 研究会 2015年6月25日 中村 浩彰 末梢静脈疾患の診断と治療 第15回 南但地域医療連携研究会 公立八鹿病院 日本 養父

35 研究会 2015年7月4日

松岡 庸一郎,角谷 誠,三和 圭介,矢冨 敦亮,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,笠原 洋一
郎,清水 宏紀,大西 祥男

左前下行枝の急性心筋梗塞に対するPCI後に右冠動脈のspasmを発
症し、ショックとなった一例

第35回 心筋梗塞研究 TKPガーデンシティ品川 日本 東京

36 研究会 2015年9月12日

中村 浩彰,角谷 誠,藤浪 好寿,三和 圭介,矢冨
敦亮,松岡 庸一郎,大西 裕之,辻 隆之,中岡
創,嘉悦 泰博,安田 知行,笠原 洋一郎,清水 宏
紀,大西 祥男

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2年成績
第21回 Kansai Peripheral
Revascularization研究会

AP梅田大阪 日本 大阪
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37 研究会 2015年10月3日

嘉悦 泰博,中村 浩彰,藤浪 好寿,三和 圭介,松
岡 庸一郎,大西 裕之,中西 智之,山名 祥太,辻
隆之,中岡 創,高見 薫,安田 知行,笠原 洋一
郎,角谷 誠,清水 宏紀,大西 祥男

腫瘍圧迫に起因した下肢静脈狭窄、血栓症に対してＥＶＴを施行
した1例

第9回 Japan Peripheal
Revascularization

灘尾ホール 日本 東京

38 研究会 2015年11月14日 中村 浩彰 末梢静脈疾患の診断と治療
循環器疾患研究会　-西宮市地域
連携-

西宮神社会館 日本 西宮

39 研究会 2015年11月21日 三和 圭介 フルマラソン中に心室細動を来した3症例の検討 第9回 神戸内科学会セミナー ANAクラウンプラザ神戸 日本 神戸

40 研究会 2015年11月28日 中村 浩彰 加古川東市民病院における末梢静脈疾患への取組み 第4回 循環器Expert-Meeting ホテル北野プラザ六甲荘 日本 神戸

41 研究会 2016年1月15日

嘉悦 泰博,中村 浩彰,藤浪 好寿,三和 圭介,松
岡 庸一郎,大西 裕之,中西 智之,山名 祥太,辻
隆之,中岡 創,高見 薫,安田 知行,笠原 洋一
郎,角谷 誠,清水 宏紀,大西 祥男

VAIVTにより血管損傷を来し、治療に難渋した1症例 第10回 PELICAN KOBE 日本 神戸

42 研究会 2016年1月16日

矢冨 敦亮,大西 裕之,藤浪 好寿,三和 圭介,松
岡 庸一郎,中西 智之,山名 祥太,辻 隆之,中岡
創,嘉悦 泰博,高見 薫,中村 浩彰,安田 知行,
笠原 洋一郎,角谷 誠,清水 宏紀,大西 祥男
(心臓血管外科)泉 聡,脇山 英丘,大保 英文

治療に難渋した心筋梗塞後心嚢液貯留の一例
第41回 ベイエリアハートカン
ファレンス

ホテルグランヴィア大阪 日本 大阪

43 研究会 2016年2月19日

Yoshihiro Kaetu,Hiroaki Nakamura,
Keisuke Miwa,Yatomi Atusuke,
Yoichiro Matuoka,Hiroyuki Ohnishi,
Tomoyuki Nakanishi,Syota Yamana,
Takayuki Tsuji,Hajime Nakaoka,
Kaoru Takami,Tomoyuki Yasuda,
Yoichiro Kasahara,Makoto Kadotani,
Hiroki Shimizu,Yoshio Ohnishi

BK run-off vessels after EVT were associated with the all-
cause death of CLI patients with below-the knee disease
-One year clinical outcome of endovascular therapy  for the
critical limb ischemia with below-the knee disease-

JET2016 ヒルトン福岡シーホーク 日本 福岡

44 研究会 2016年3月5日

嘉悦 泰博,中村 浩彰,矢冨 敦亮,三和 圭介,松
岡 庸一郎,大西 裕之,中西 智之,山名 祥太,辻
隆之,中岡 創,高見 薫,安田 知行,笠原 洋一
郎,角谷 誠,清水 宏紀,大西 祥男

VAIVTにより血管損傷を来し、治療に難渋した1症例 第21回 VAIVT研究会 都市センターホテル 日本 東京

45 研究会 2016年3月26日

嘉悦 泰博,中村 浩彰,矢冨 敦亮,三和 圭介,松
岡 庸一郎,大西 裕之,中西 智之,山名 祥太,辻
隆之,中岡 創,高見 薫,安田 知行,笠原 洋一
郎,角谷 誠,清水 宏紀,大西 祥男

腎動脈直下腹部大動脈腸骨動脈閉塞に対してカテーテル治療を
行った1例

第22回 Kansai Peripheral
Revascularization研究会

大阪梅田茶屋町 日本 大阪

46 講演会 2015年5月21日 安田 知行 内科医が診る急性大動脈解離
第4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

47 講演会 2015年5月28日 高見 薫 具体的症例をベースにした抗凝固療法の問題点を探求する 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

48 講演会 2015年6月4日 笠原 洋一郎 虚血性心疾患の最近の話題 平成27年度第1回 臨床談話会 加古川東市民病院 日本 加古川

49 講演会 2015年6月13日 大西 裕之 高血圧症について 第8回 市民健康セミナー 加古川東市民病院 日本 加古川

50 講演会 2015年6月13日 中岡 創 高脂血症について 第8回 市民健康セミナー 加古川東市民病院 日本 加古川

51 講演会 2015年7月4日 中村 浩彰 静脈血栓症、下肢静脈瘤の新規治療 朝来市医師会学術講演会 和田山ジュピタ-ホール 日本 豊岡

52 講演会 2015年9月10日 中村 浩彰 末梢静脈疾患の診断と治療
平成27年度第6回 高砂医師会生涯
教育研修会

高砂医師会館 日本 高砂

53 講演会 2015年11月13日 安田 知行
コレステロール治療の温故知新　～the lower the betterの再確
認～

LA Summit in 東播 加古川プラザホテル 日本 加古川


