
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 2016年4月1日

Yasuhiro Kaetsu,Makoto Kadotani,
Keisuke Miwa,Atsusuke Yatomi,
 Yoichiro Matsuoka,Hiroyuki Ohnishi,
Tomoyuki Nakanishi,Syouta Yamana,
Takayuki Tsuji,Hajime Nakaoka,
Hiroaki Nakamura,Yoichiro Kasahara,
Hiroki Shimizu,Yoshio Ohnishi

OFDI showed Multiple Inter-strut Hollow 9 months after Very
late stent thrombosis in EES in BMS site treated with DCB

21th  ANGIOPLASTY SUMMIT TCTAP
2016

COEX 韓国 ソウル oral 有

2 学会 2016年4月16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

末梢動脈疾患とCOPDの関連についての検討
第113回 日本内科学会総会・講
演会

東京国際フォーラム 日本 東京 oral 有

3 学会 2016年4月27日

Hiroaki Nakamura,Hajime Nakaoka,
Takayuki Tsuji,Yasuhiro Kaetsu,
Kaoru Takami,Tomoyuki Yasuda,
Yoichiro Kasahara,Makoto Kadotani,
Hiroki Shimizu,Yoshio Ohnishi

Safety and Effectiveness of Catheter Directed Thrombolysis
for Proximal Deep Vein Thrombosis at 12 Months Follow-up
Period

21th  ANGIOPLASTY SUMMIT TCTAP
2016

COEX 韓国 ソウル oral 有

4 学会 2016年5月17日

Yasuhiro Kaetsu,Makoto Kadotani,
Keisuke Miwa,Atsusuke Yatomi,
Yoichiro Matsuoka,Tomoyuki Nakanishi,
Syouta Yamana,Takayuki Tsuji,
Hajime Nakaoka,Hiroaki Nakamura,
Yoichiro Kasahara,Hiroki Shimizu,
Yoshio Ohnishi

A pitfall of endovascular treatment for Leriche syndrome Euro PCR2016 Palais des Congrès パリ フランス oral 有

5 学会 2016年5月19日

Yasuhiro Kaetsu,Makoto Kadotani,
Keisuke Miwa,Atsusuke Yatomi,
Yoichiro Matsuoka,Tomoyuki Nakanishi,
Syouta Yamana,Takayuki Tsuji,
Hajime Nakaoka,Hiroaki Nakamura,
Yoichiro Kasahara,Hiroki Shimizu,
Yoshio Ohnishi

Optical frequency domain imaging showed Multiple Inter-
strut Hollow nine months after
Very late stent thrombosis in everolimus-eluting stent in
bare-metal stent site treated with drug-coated ballon

Euro PCR2016 Palais des Congrès パリ フランス oral 有

6 学会 2016年5月29日

嘉悦 泰博,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,
中村 浩彰,安田 知行,笠原 洋一郎,
角谷 誠,清水 宏紀,大西 祥男

急性心筋梗塞に伴う左室仮性瘤を来した3症例 日本超音波医学会第89回学術集会 国立京都国際会館 日本 京都 oral 有

7 学会 2016年6月24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

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急性
期，遠隔期成績

第36回 日本静脈学会総会 有

8 学会 2016年7月7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

SFA TASC C,D病変におけるBMSとDESの一次開存率の比較
第25回 日本心血管インターベン
ション治療学会

東京国際フォーラム 日本 東京 oral 有

9 学会 2016年7月7日

Yasuhiro Kaetsu,Hiroaki Nakamura,
Keisuke Miwa,Atsusuke Yatomi,
Yoichiro Matsuoka,Hiroyuki Ohnishi,
Tomoyuki Nakanishi,Syouta Yamana,
Takayuki Tsuji,Hajime Nakaoka,
Yoichiro Kasahara,Makoto Kadotani,
Hiroki Shimizu,Yoshio Ohnishi

Two years clinical outcome of endovascular therapy for the
critical limb ischemia with below-the knee disease

第25回 日本心血管インターベン
ション治療学会

東京国際フォーラム 日本 東京 oral 有

10 学会 2016年7月16日

笠原 洋一郎,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,高見 薫,中村 浩彰,
安田 知行,角谷 誠,清水 宏紀,大西 祥男

診断に難渋したplatypnea-orthodeoxia症候群の一例
第121回 日本循環器学会近畿地
方会

京都国際会議場 日本 京都 oral 有

11 学会 2016年7月16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

高齢心筋梗塞患者に対する運動療法が心臓へ与える影響について
第22回 日本心臓リハビリテー
ション学会

東京国際フォーラム 日本 東京 oral 有

学会・研究会・講演会等　発表

診療科名：循環器内科 2016年度（平成28年度）：2016年4月～2017年3月



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

学会・研究会・講演会等　発表

診療科名：循環器内科 2016年度（平成28年度）：2016年4月～2017年3月

12 学会 2016年7月21日 嘉悦 泰博 IVUSスタックによりUltimaster変形、延長を来たした１症例 TOPIC2016 セルリアンタワー東急 日本 東京 oral 有

13 学会 2016年9月23日

嘉悦 泰博,中村 浩彰,三和 圭介,矢冨 敦
亮,松岡 庸一郎,中西 智之,辻 隆之,山名
祥太,中岡 創,笠原 洋一郎,角谷 誠,清水
宏紀,大西 祥男

当院におけるCLIに対するEVTの1年後成績 第46回 日本心臓病学会学術集会 東京国際フォーラム 日本 東京 poster 有

14 学会 2016年9月24日 白木 里織,大西 祥男
アドリアマイシン少量投与で上室頻拍発作と心機能低下をきたし
た狭心症合併ホジキンリンパ腫の一例

第46回 日本心臓病学会学術集会 東京国際フォーラム 日本 東京 poster 有

15 学会 2017年9月24日
岡本 修佑,矢冨 敦亮,中西 智之,岡嶋 克
則,清水 宏紀,大西 祥男

ドネペジルによりQT延長を来し多形成心室頻拍(TdP)となった1例
第123回 日本内科学会近畿地方
会

大阪国際交流センター 日本 大阪 有

16 研究会 2017年10月8日

嘉悦 泰博,中村 浩彰,三和 圭介,矢冨 敦
亮,松岡 庸一郎,寺尾 侑也,中西 智之,
山名 祥太,辻 隆之,中岡 創,笠原 洋一郎,
岡嶋 克則,角谷 誠,清水 宏紀,大西 祥男

血栓豊富なCLIに対してEVT、カテーテル留置による血栓溶解が奏
功した1症例

第10回 Japan Peripherral
Revascularization

全社協　灘尾ホール 日本 東京 oral 有

17 学会 2017年10月8日

笠原 洋一郎,矢冨 敦亮,三和 圭介,
松岡 庸一郎,寺尾 侑也,中西 智之,
山名 祥太,辻 隆之,中岡 創,嘉悦 泰博,
中村 浩彰,白木 里織,岡嶋 克則,
角谷 誠,清水 宏紀,大西 祥男

BMSのVALSTに対しELCAを行い、OCT/OFDIにて血栓の蒸散を確認で
きた2症例

第27回日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治
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

18 学会 2017年10月13日
中村 浩彰,角谷 誠,寺尾 侑也,嘉悦 泰博,
坂本 憲昭

IVUSによる血管経計測は、浅大腿動脈ステント再狭窄の予測因子
となる

第58回 日本脈管学会総会 名古屋国際会議場 日本 名古屋 oral 有

19 学会 2016年11月26日

三和 圭介,中西 智之,岡嶋 克則,清水 宏
紀,矢冨 敦亮,松岡 庸一郎,寺尾 侑也,
山名 祥太,辻 隆之,中岡 創,嘉悦 泰博,
中村 浩彰,白木 里織,笠原 洋一郎,角谷
誠,大西 祥男

ペースメーカー植込み21年後にペーシング不全をきたした1例
第122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

20 学会 2016年11月26日

中西 智之,岡嶋 克則,清水 宏紀,角谷 誠,
笠原 洋一郎,白木 里織,中村 浩彰,中岡
創,山名 祥太,寺尾 侑也,嘉悦 泰博,辻 隆
之,松岡 庸一郎,矢冨 敦亮,三和 圭介,
大西 祥男

右胸心、下大静脈奇脈結合に対しマグネティックナビゲーション
システムを用いて心房細動治療を行った一例

第122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 2017年2月18日
中西 智之,高見 薫,岡嶋 克則,清水 宏紀,
大西 祥男

CRT-D植込み1か月後に左室リードが脱落した心サルコイドーシス
の1例

第9回 植込みデバイス関連冬季
大会

グランフロント大阪 日本 大阪 oral 有

22 学会 2017年3月11日

寺尾 侑也, 角谷 誠,三和 圭介,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,中村 浩彰,白木 里
織,
笠原 洋一郎,岡嶋 克則,清水 宏紀,
大西 祥男

急性心筋梗塞に対する冠動脈造影直後に多発脳梗塞を併発し、冠
動脈から回収した組織より左房粘液腫の全身塞栓症と診断した1例

第28回 日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治
療 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

23 学会 2017年3月17日 中西 智之
Evaluation of Radiofrequency Lesion Size and lncidence of
Steam Pop Using a Remote Magnetic lrrigated Ablation

第81回 日本循環器学会学術集会 石川県立音楽堂 日本 石川 poster 有

24 学会 2017年3月19日 山名 祥太
Double Therapy by Caridiac Rehabillitation and High-Dese of
B-Bloker lmproves LV Remodeling of Post-Myocardial
Infarction in Acute and Chronic Phases

第81回 日本循環器学会学術集会 石川県立音楽堂 日本 石川 poster 有

25 研究会 2016年4月23日

嘉悦 泰博,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,高見 薫,中村 浩彰,
安田 知行,笠原 洋一郎,清水 宏紀,
大西 祥男

EES留置部の慢性完全閉塞病変に対してDCBを用いたPCIを施行し、
慢性期にOCTにて観察しえた１症例

近畿心血管治療ジョイントライ
ブ(KCJL)2017

メルパルク京都 日本 京都 poster 有

26 研究会 2016年6月25日
中西 智之,高見 薫,岡嶋 克則,清水 宏紀,
角谷 誠,大西 祥男

Moderator bandが関係すると 考えられた心室期外収縮の一例 播磨不整脈カンファレンス 日本 兵庫 oral 無
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学会・研究会・講演会等　発表

診療科名：循環器内科 2016年度（平成28年度）：2016年4月～2017年3月

27 研究会 2016年10月29日

Yasuhiro Kaetsu,Makoto Kadotani,
Keisuke Miwa,Atsusuke Yatomi,
 Yoichiro Matsuoka,Hiroyuki Ohnishi,
Tomoyuki Nakanishi,Syouta Yamana,
Takayuki Tsuji,Hajime Nakaoka,
Hiroaki Nakamura,Yoichiro Kasahara,
Hiroki Shimizu,Yoshio Ohnishi

A case of U1timaster stent deformation and elonagation by
IVUS catheter entrapment

TCT2016 Convention Center アメリカ
ワシント
ン

oral 有

28 研究会 2016年11月26日

嘉悦 泰博,中村 浩彰,三和 圭介,矢冨 敦
亮,松岡 庸一郎,寺尾 侑也,中西 智之,
山名 祥太,辻 隆之,中岡 創,笠原 洋一郎,
岡嶋 克則,角谷 誠,清水 宏紀,大西 祥男

血栓豊富なCLIに対してEVT、カテーテル留置による血栓溶解が奏
功した１症例

CPAC2016 ロワジールホテル豊橋 日本 名古屋 oral 有

29 研究会 2016年11月26日

中村 浩彰,角谷 誠,三和 圭介,矢冨 敦亮,
松岡 庸一郎,寺尾 侑也,辻 隆之,中岡 創,
嘉悦 博康,笠原 洋一郎,清水 宏紀,
大西 祥男

回収不可型下大静脈フィルターの回収率、留置期間の検討
第23回 肺塞栓症研究会・学術集
会

秋葉原コンベンションセンホー
ル

日本 東京 oral 有

30 研究会 2017年2月17日

Yasuhiro Kaetsu,Hiroaki Nakamura,
Syota Yamana,Takayuki Tuji,
Hajime Nakaoka,Yoicjiro Kasahara,
Katunori Okajima,Makoto Kadotani,
Hiroki Shimizu,Yoshio Ohnishi

Predictors of one year mortality after EVT for CLI with
below-the knee disease

JET2017 ガーデンシティ品川 日本 東京 oral 有

31 研究会 2017年2月17日 中村 浩彰 Greenfield IVCFの慢性期合併症に一例 JET2017 ガーデンシティ品川 日本 東京 oral 有

32 講演会 2016年11月7日 岡嶋 克則 心房細動に対する抗凝固療法　-いかにして出血を防ぐかー
東播磨抗凝固療法学術講演会
Network Meeting in Kakogawa

加古川中央市民病院 日本 兵庫 oral 無

33 講演会 2017年1月12日 中村 浩彰 Dual antiplatelet theerapy(DAPT)の功罪
上部消化管疾患の将来展望セミ
ナー

加古川中央市民病院 日本 兵庫 oral 無

34 講演会 2017年1月19日 清水 宏紀 日常診療で遭遇する不整脈の診断治療
よく分かる！循環器疾患セミ
ナー

神鋼記念病院 日本 兵庫 oral 無

35 その他 2016年11月7日 中村 浩彰 DOACにより変貌しつつある、静脈血栓症の治療
徳島南部血栓・血栓予防医療連
携Conference

徳島赤十字病院 日本 徳島 oral 無


