25．久間昭寛, 椛島成利, 田村雅仁, 尾辻

豊.

新しく開発したCAVAシリーズ・セミロングカテーテルの注・排液時間・速度の検討.
腹膜透析2010（in press）

▪
▪

６．その他の著作

▪
▪

１．園田信成.
文献要約
ゾタロリムス溶出性ステントのIVUS所見からみた有用性.
－ENDEAVOR IIおよびENDEAVOR III試験より－
Am J Cardiol 2007; 100（suppl）:71M-76M.
Excerpta Medica

▪
▪

７．国際学会

▪
▪

17th Asian Pacific Congress of Cardiology
（2009年 5月, Kyoto, Japan）
１．Kohno R, Abe H, Nagatomo T, Otsuji Y.
Detection of atrial high rate episode does not systematically mean detection of atrial
tachyarrhythmia.
２．Kohno R, Abe H, Nagatomo T, Otsuji Y.
Absence of correlation between prevalence of ventriculo-atrial conduction at pacemaker
implant and its manifestation during long-term follow-up.
３．Fukunaka Y, Okazaki M, Matsumoto M, Tamura M, Otsuji Y.
Long-Term prognostic value of stress TL-201 myocardial SPECT in patients initiating
maintenance hemodialysis.
４．Otsuji Y.
Invited Lecture: Mitral regurgitation, 2009.
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World Congress of Nephrology 2009
（2009年 5月, Milan, Italy）
５．Serino R,Miyamoto T, Kabashima N,Shibata T, Furuno Y,Miyazaki M,Baba R,Sato N, Doi Y,
Otsuji Y,Tamura M.
Effects of an integrin-activating peptide, PHSRN, on peritoneal wound healing in a rat model
of peritoneal dialysis.

AF symposium Leipzig
（2009年 6月, Leipzig）
６．Oginosawa Y.
AF management in Japan.

Europace 2009
（2009年 6月, Berlin）
７．Oginosawa Y, Nogami A, Kurosaki K, Sugiyasu A, Kubota S, Kowase S, Miyamoto M, Kato K.
The characteristics and radiofrequency ablation of focal Purkinje ventricular tachycardia.
８．Kohno R, Abe H, Otsuji Y.
Therapeutic contributions of education plus home orthostatic self-training therapy in
neurally-mediated syncope.
９．Kohno R, Abe H, Nagatomo T, Otsuji Y.
Detection of atrial high rate episode does not systematically mean detection of atrial
tachyarrhythmia.

13th International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology
(2009年 6月, Yokohama, Japan)
10．Oginosawa Y.
The characteristics and radiofrequency ablation of focal Purkinje ventricular tachycardia.
11．Haruki N, Takeuchi M, Yoshitani H, Kaku K, Otsuji Y.
Diagnostic improvement for detecting posterior myocardial infarction using virtual ECG:
comparison with echocardiography.
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12．Kohno R, Abe H, Otsuji Y.
Therapeutic contribution of education plus home orthostatic self-training therapy in neurally
mediated syncope.
13．Abe H, Sumiyoshi M, Kohno R, Mizumaki K, Nishizaki M, Otsuji Y.
Social impact of neurally mediated reflex syncope.
14．Sumiyoshi M, Abe H, Kohno R, Tsuchiya H, Komatsu K, Hayashi H, Sekita G, Tokano T,
NakazatoY, Daida H.
Age-dependent clinical characteristics of micturition syncope.

2nd Euro-Japan Arrhythmia Forum
（2009年 6月, Kyoto, Japan）
15．Abe H.
Invited Lecture: Overview of syncope in Japan.

The 13th World Congress of Echocardiography and Allied Techniques
（2009年 7月, Kobe, Japan）
16．Otsuji Y.
Functional mitral stenosis following surgical annuloplasty for ischemic mitral regurgitation.
17．Otsuji Y.
Mechanism and significance of functional mitral stenosis following annuloplasty for ischemic
mitral regurgitation.
18．Takeuchi M.
Quantitative 3D echo for left ventricular mechanics.
19．Kaku K.
Assessment of atrial septal defect size and residual rim using real-tine 3D transesophageal
echocardiography.
20．Nakai H.
Mechanism of asymmetric posterior mitral leaflet tethering in advanced left ventricular
remodeling by 3D echocardiography.

−113 −

ESC Congress 2009
（2009年 8月, Barcelona）
21．Takeuchi M, Nishikage T, Nakai H, Mor-Avi V, Lang RM, Otsuji Y.
Strain ST-T change on the electrocardiogram reflects subendocardial dysfunction:
Demonstration by 2D speckle tracking echocardiography.
22．Yoshitani H, Takeuchi M, Nakai H, Otani K, Haruki N, Kaku K, Otsuji Y.
Intraoperative real-time 3D transesophageal echocardiography reliably assess left ventriuclar
stroke volume: Direct comparison with thermodilution technique.
23．Takeuchi M, Kaku K, Ootani K, Nakai H, Haruki N, Yoshitani H, Otsuji Y, Lang RM.
Effect of aging on left ventricular mechanical parameters assessed by real-time 3D
echocardiography.
24．Muraoka Y, Sonoda S, Tsuda Y, Tanaka S, Okazaki M, Otsuji Y.
Impact of coronary plaque characteristics on distal embolization during elective PCI -tissue
characterization using integrated backscatter intravascular ultrasound（IB-IVUS）-

27th Annual Meeting of the International
Society of Blood Purification
（2009年 9月, Stockholm）
25．Miyamoto T, Shah OV, Maynard S, Qureshi AR, Carrero JJ, Axelsson J,Heimburger O, Lindholm
B,Barany P, Stenvinkel P.
Modulators of angiogenesis, PIGF and sFlt-1, predict mortality in prevalent hemodialysis
patients.

Rammelkamp Research Festival
（2009年 9月, Cleveland, USA）
26．Igarashi T, Finet JE, Pawlowski G, Greener ID, Strom M, Donahue JK.
Connexin 43 gene transfer increased atrial conduction properties and reduced atrial
fibrillation inducibility in pigs.
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Physiology and Biophysics of Case Western Reserve University
8th Annual Department Retreat
（2009年 10月, Cleveland, USA）
27．Igarashi T, Finet JE, Pawlowski G, Greener ID, Strom M, Donahue JK.
Connexin 43 Gene Transfer Increased Atrial Conduction Properties and Reduced Atrial
Fibrillation Inducibility in Pigs.

2nd Asian-Pacific Heart Rhythm Society（APHRS）
（2009年 10月, Beijin, China）
28．Kohno R, Abe H, Nagatomo T, Otsuji Y.
Ventriculo-atrial（VA） conduction test at pacemaker implantation did not predict clinical
manifestations of VA conduction during follow-up.
29．Kohno R, Abe H, Otsuji Y.
Therapeutic contributions of home orthostatic self-training therapy in neurally-mediated
syncope.
30．Kohno R, Abe H, Nagatomo T, Otsuji Y.
Does the detected numbers of atrial high rate episode reflect the numbers of atrial
tachyarrhythmia?
31．Kohno R, Abe H, Sumiyoshi M, Nishizaki M, Mizumaki K, Otsuji Y.
The prevalence and outcome of work stress-related neurally mediated reflex syncope after
diagnosis and treatment.
32．Kohno R, Abe H, Nagatomo T, Otsuji Y.
A rare case of pacemaker mediated tachycardia induced by repetitive non-reentrant
ventriculo-atrial synchrony.

42nd Annual Meeting of American Society of Nephrology
（2009年 10月, San Diego）
33．Miyazaki M, Tamura M, Kabashima N, Serino R, Shibata T, Furuno Y, Tsutsumi A, Otsuji Y.
Undercarboxylated osteocalcin（ucOC）as a risk marker for arteriosclerosis in patients with
chronic kidney disease（CKD）.
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34．Furuno Y, Tamura M, Morishita T, Shibata K, Yatera Y, Shimokawa H, Yanagihara N, Otsuji Y.
Vasuculoprotective role of nitric oxide synthase system against vasucular lesion formation in
mice in vivo.
35．Miyamoto T, Shah OV, Maynard S, Qureshi AR, Carrero JJ, Axelsson J, Heimburger O, Lindholm
B, Barany P, Stenvinkel P.
Modulators of angiogenesis,PIGF and sFlt-1,predict mortality un hemodialysis（HD）patients.
36．Tamura M, Miyamoto T, Matsumoto M, Serino R, Kabashima N, Otsuji Y.
Effects of icodextrin on the integrin-mediated wound healing of peritoneal mesothelial cells.

CCT2010
（2010年 1月, Kobe, Japan）
37．Muraoka Y, Sonoda S, Tsuda Y, Tanaka S, Okazaki M, Otsuji Y.
Relationship between stent expansion and coronary plaque characteristics in the culprit
lesion: integrated backscatter intravascular ultrasound analysis.
38．Muraoka Y, Sonoda S, Tsuda Y, Tanaka S, Okazaki M, Otsuji Y.
Evalution of neointimal tissue characterization in bare-metal stent restensis using integrated
backscatter intravascular ultrasounnd.

11th KSIC-CVIT Joint Symposium
（2010年 1月, Jeju Island, Korea）
39．Sonoda S.
Chairman of the session titled ‘CTO long-term outcome（Japanese aspect）’

59th Annual Scientific Sessions of the American College of Cardiology
（2010年 3月, Atlanta）
40．Muraoka Y, Sonoda S, Tsuda Y, Tanaka S, Okazaki M, Otsuji Y.
Evaluation of in-stent neointimal tissue component using integrated backscatter intravascular
ultrasound - comparison of drug-eluting stents and bare-metal stents -
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2008 年度

追加分
Heart Rhythm 29th Annual Scientific Sessions
（2008年 5月, San Francisco）

41．Sugiyasu A, Oginosawa Y, Nogami A, Hata Y.
A case with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia unmasked after
successful ablation of atrial tachycardias from pulmonary veins.

▪
▪

▪

８．国内学会（総会）

▪

第20回日本心エコー図学会学術集会
（2009年 4月, 高松）
１．加来京子, 竹内正明, 芳谷英俊, 春木伸彦, 中井博美, 尾辻

豊.

左房におけるFrank-Starlingの法則：2D speckle tracking 法による検討.
２．芳谷英俊, 竹内正明, 加来京子, 春木伸彦, 中井博美, 尾辻

豊.

リアルタイム3D径食道心エコー図法（3DTEE）による左室容量、駆出率の測定：
2D径食道心エコー図法（2DTEE）との比較.
３．春木伸彦, 竹内正明, 芳谷英俊, 加来京子, 中井博美, 尾辻

豊.

心筋梗塞患者における局所壁運動異常の検出.
４．中井博美, 芳谷英俊, 春木伸彦, 加来京子, 竹内正明, 尾辻

豊.

リアルタイム3D径食道心エコー法（3DTEE）を用いた大動脈弁狭窄症患者における弁口面積
の評価.
５．竹内正明.
僧帽弁流入血流をどう見るか.

日本超音波医学会第82回学術集会
（2009年 5月, 東京）
６．中園朱実，竹内正明，中井博美，春木伸彦，芳谷英俊，松下
尾辻

淳，荒谷

清，大田俊行，

豊.
奨励賞セッション： 2 D スペックルトラッキング法を用いた心サルコイドーシス症における局所
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心機能の検討
７．竹内正明.
新しい心機能指標の可能性を探る: ストレイン

第82回日本産業衛生学会
（2009年 5月, 福岡）
８．小出真一郎, 友常祐介, 大井雄一, 二瓶俊一, 岡﨑昌博, 尾辻

豊.

長時間労働による疲労蓄積と健康状態における職種分けの有効性の検討.
９．西埜植なお.
長時間労働者における主観的疲労感に関連する要因の検討．
10．須田

治.
メタボリックシンドロームとアディポネクチンの関連性の検討.

第24回日本不整脈学会学術大会
第26回日本心電図学会学術集会 合同学術集会
（2009年 6月, 京都）
11．河野律子, 安部治彦, 長友敏寿, 尾辻

豊.

パネルディスカッションⅥ「進化するペーシングモード：その具体的適応と問題点」
ペースメーカーによる心房性不整脈の検出と心房細動予防機能の臨床的問題点．
12．安部治彦．
教育講演：社会的問題：就労と自動車運転.
13． 安部治彦．
教育講演：ペースメーカー管理-外来でのトラブルシューティング．
14．安部治彦．
ランチョンセミナー：失神の原因疾患と鑑別診断.
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第30回日本循環制御医学会総会
（2009年 6月, 鹿児島）
15．春木伸彦, 竹内正明, 芳谷英俊, 中井博美, 岡松恭子, 加来京子, 尾辻

豊.

リアルタイム三次元経食道心エコー図法による胸部下行大動脈硬化性病変の検討.
16．芳谷英俊
循環制御モニターの進歩

3次元心エコー

第52回日本腎臓学会学術総会
（2009年 6月, 横浜）
17．宮﨑三枝子, 田村雅仁, 椛島成利, 芹野良太, 柴田達哉, 宮本
堤

明純, 尾辻

哲, 古野由美, 中俣潤一, 坂東健一郎,

豊.

慢性腎臓病（CKD）患者における低カルボキシル化オステオカルシン（ucOC）と大動脈石灰
化の関連．
18．宮﨑三枝子, 芹野良太, 椛島成利, 柴田達哉, 宮本
保嶋

実, 野津寛大, 付

学軍, 尾辻

哲, 古野由美, 中俣潤一, 坂東健一郎, 蔦谷昭司,

豊, 田村雅仁.

サイアザイド感受性Na-CL共輸送体(NCCT)遺伝子に複数変異を認めたGitelman症候群の検討．
19．古野由美, 筒井正人, 守下

敢, 椛島成利, 芹野良太, 柴田達哉, 柳原延章, 尾辻

豊, 田村雅仁.

血管病変形成に対する一酸化窒素合成酵素系の抑制作用．
20．芹野良太, 宮本 哲, 古野由美, 宮﨑三枝子, 中俣潤一, 坂東健一郎, 柴田哉, 椛島成利, 田村雅仁,
尾辻

豊.
血清シスタチンCと腎生検における糸球体病変の関係．

21．坂東健一郎, 宮本

哲, 田村雅仁, 椛島成利, 芹野良太, 柴田達哉, 古野由美, 宮﨑三枝子, 尾辻

豊.

加重型妊娠高血圧腎症を併発したIgA腎症合併妊娠症例の検討．
22．田村雅仁, 宮本

哲, 椛島成利, 芹野良太, 柴田達哉, 古野由美, 宮﨑三枝子, 尾辻

豊.

ラット腹膜透析モデルにおけるインテグリン活性化ペプチドの腹膜創傷治癒促進作用.
23．柴田達哉, 田村雅仁, 椛島成利, 芹野良太, 宮本
尾辻

哲, 古野由美, 宮﨑三枝子, 中俣潤一, 坂東健一郎,

豊.
IGF-1によるメサンジウム増殖に対するフルバスタチンのメバロン酸依存性抑制作用.
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第54回日本透析医学会学術集会
（2009年 6月, 横浜）
24．櫻井和美, 木村亜希子, 高柳敦史, 椛島成利, 松山正子, 柴田達哉, 潮下
嶺

博之, 田村雅仁, 尾辻

敬, 芹野良太, 狩野

葎,

豊.

透析穿刺針による実血液流量と透析効率の変化
25．久間昭寛, 椛島成利, 穴井玲央, 宮﨑三枝子, 古野由美, 宮本
田中

弘, 田村雅仁, 尾辻

哲, 芹野良太, 岡﨑昌博, 栗山正巳,

豊.

尿毒症性心筋症の改善によりAVF造設が可能となった維持透析症例．
26．宮﨑三枝子, 田村雅仁, 中俣潤一, 椛島成利, 芹野良太, 柴田達哉, 宮本
堤

明純, 尾辻

哲,古野由美, 坂東健一郎,

豊.

透析患者における低カルボキシル化オステオカルシン（ucOC）と大動脈石灰化との関連．
27．古野由美, 椛島成利, 芹野良太, 柴田達哉, 宮本
尾辻

哲, 宮﨑三枝子, 坂東健一郎, 久間昭寛, 松本美香,

豊, 田村雅仁.
腹膜透析導入時の心筋シンチによる心筋虚血の評価．

28．田村雅仁, 宮本
久間昭寛, 尾辻

哲, 椛島成利, 芹野良太, 柴田達哉, 古野由美, 宮﨑三枝子, 坂東健一郎, 中俣潤一,
豊.

ラット腹膜透析モデルにおけるintegrin活性化ペプチドの腹膜創傷治癒促進作用.
29．椛島成利, 木村亜希子, 高柳敦史, 櫻井和美, 潮下
狩野

嵂, 嶺

博之, 尾辻

敬, 古野由美, 宮本

哲, 柴田達哉, 芹野良太,

豊, 田村雅仁.

バスキュラーアクセスPTAがクリアランスギャップに与える影響.
30．椛島成利, 古野由美, 久間昭寛, 宮本

哲, 柴田達哉, 芹野良太, 柴田達哉, 清水順子, 尾辻

豊,

田村雅仁.
大網巻絡を生じないカテーテルとは？
～CAVAシリーズ・JBS-2スリット型セミロングカテーテルの性能評価～

第18回日本心血管インターベンション治療学会学術集会
（2009年 6月, 札幌）
31． 村岡秀崇, 園田信成, 津田有輝, 田中正哉, 岡﨑昌博, 尾辻 豊.
Impact of stent length and adjuvant non-compliant balloon dilatation to obtain optimal stent
expansion.
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第10回血管拡張機序に関する国際シンポジウム
（2009年 6月, 宮城）
32．古野由美, 筒井正人, 下川宏明, 守下

敢, 柴田清子, 矢寺靖子, 尾辻

豊, 田村雅仁, 柳原延章.

Vasculoprotective role of nitric oxide synthase system against vascular lesion formation in
mice in vivo.

日本医学教育学会総会
（2009年 7月, 大阪）
33．高水間亮治.
診療参加型臨床実習についての一般市民の意識と今後の課題.

第41回日本臨床分子形態学会総会・学術集会
（2009年 9月, 神戸）
34．馬場良子, 熊谷奈々, 佐藤永洋, 中俣潤一, 森本景之, 土肥良秋, 藤本

淳, 藤田

守.

新生児（仔）回腸吸収上皮細胞のエンドサイトーシスに関与する膜系の発達.
35．森本景之, 佐藤永洋, 中俣潤一, 馬場良子, 土肥良秋
蛍光を用いたタンパク質相互作用と翻訳後修飾の解析.

第57回日本心臓病学会学術集会
（2009年 9月, 札幌）
36．河野律子, 安部治彦, 長友敏寿, 近藤承一, 尾辻

豊.

神経調節性失神に対する起立調節訓練の位置付け.
37．清水昭彦, 栗田隆志, 安部治彦, 今井克彦, 木村 剛, 小林義典, 副島京子, 庭野慎一, 渡辺重行,
新田

隆.
植込み型除細動デバイスを植込まれた低心機能患者の総死亡/心室頻拍・細動発作に与える併

用薬剤の影響.
38．竹内正明.
シンポジウムⅠ 最近の心エコーの進歩
負荷心エコーの最前線：3次元負荷心エコー図法.
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39．村岡秀崇, 園田信成, 津田有輝, 田中正哉, 岡﨑昌博, 尾辻

豊.

PCIにて末梢塞栓を生じた薬剤溶出ステント再狭窄病変をIVUS,OCT,病理組織にて比較検討し
た一例.
40．竹内正明.
パネルディスカッション

最新の弁膜症診療と心エコーの役割

経胸壁3D心エコー図法の弁膜症における役割.
41．村岡秀崇, 園田信成, 津田有輝, 田中正哉, 岡﨑昌博, 尾辻

豊.

DES時代におけるIVUS-guide下Ｓ－Ｓtent留置術後の急性期及び慢性期の治療成績の検討.
42．福中康志, 岡﨑昌博, 尾辻

豊.

維持透析患者における導入期負荷ＴＩ心筋シンチの結果と長期予後との関連について.
43．春木伸彦, 竹内正明, 芳谷英俊, 中井博美, 加来京子, 尾辻

豊.

リアルタイム三次元径食道心エコー図法による胸部下行大動脈硬化性病変の検討.
44．春木伸彦, 竹内正明, 芳谷英俊, 中井博美, 加来京子, 尾辻

豊.

肥大心におけるLV/LA volume ratioの計測意義.
45．春木伸彦, 竹内正明, 芳谷英俊, 中井博美, 加来京子, 尾辻

豊.

年齢がLV/LA volume ratio に与える影響.
46．夕川佐和美, 岡松恭子, 竹内正明, 荒谷 清, 大田俊行, 尾辻

豊.

左室流入血流速波形における新分類の有用性
47．尾辻

豊.
ランチョンセミナー

シーメンスの心エコー

心エコーによる左室-僧帽弁関連の観察：虚血性逆流･機能性狭窄･流出路閉塞･逸脱.

第13回日本アクセス研究学術集会・総会
（2009年 9月, 福岡）
48．椛島成利, 芹野良太, 柴田達哉, 久間昭寛, 古野由美, 柴田達哉, 清水順子, 尾辻 豊, 田村雅仁.
大網巻絡を生じないカテーテルとは？
～CAVAシリーズ・JBS-2スリット型セミロングカテーテルの性能評価～
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第15回日本腹膜透析研究会総会・学術集会
（2009年 11月, 静岡）
49．渡部太一, 古野由美, 久間昭寛, 中俣潤一, 坂東健一郎, 松本美香, 柴田達哉, 芹野良太, 椛島成利,
田村雅仁, 尾辻

豊.

心筋シンチを利用した腹膜透析導入時における虚血性心疾患合併症例の検討.
50．久間昭寛, 椛島成利, 古野由美, 柴田達哉, 芹野良太, 柴田達哉, 清水順子, 田村雅仁, 尾辻

豊.

新しく開発したCAVAシリーズ・セミロングカテーテルの注・排液時間・速度の検討.
51．田村雅仁, 宮本

哲, 芹野良太, 椛島成利.

細胞接着分子の関与
52．椛島成利, 古野由美, 柴田達哉, 芹野良太, 柴田達哉, 清水順子, 田村雅仁, 尾辻

豊.

大網巻絡を生じないCAVAシリーズ・JBS-2スリット型セミロングカテーテルの開発とその性
能評価.

第13回日本心不全学会学術集会
（2009年 11月, 福岡）
53．安部治彦.
教育講演：ペースメーカー社会復帰 就労.
54．芳谷英俊
シンポジウム両心不全の治療戦略

第20回日本心血管画像動態学会
（2010年 1月, 東京）
55．津田有輝, 園田信成, 村岡秀崇, 田中正哉, 岡﨑昌博, 尾辻

豊.

非侵襲的冠動脈イメージングにて診断可能であった冠動脈瘻の4症例.
56．村岡秀崇, 園田信成, 津田有輝, 田中正哉, 岡﨑昌博, 尾辻

豊.

PCIにて末梢塞栓を生じた薬剤溶出性ステント再狭窄病変を各種画像所見及び病理組織にて比
較検討し得た2症例.
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Complex Cardiovascular Therapeutics 2010
（2010年 1月, 神戸）
57．村岡秀崇, 園田信成, 津田有輝, 田中正哉, 岡﨑昌博, 尾辻

豊.

Relationship between stent expansion and coronary plaque characteristics in the culprit
lesion-integrated backscatter intravascular ultrasound analysis.
58．村岡秀崇, 園田信成, 津田有輝, 田中正哉, 岡﨑昌博, 尾辻

豊.

Evalution of neointimal tissue characterization in bare-metal stent restensis using integrated
backscatter intravascular ultrasounnd.
59．園田信成.
パネルディスカッション：Imaging supported complex PCI.

第2回福岡県医学会総会
（2010年 1月, 福岡）
60．尾辻

豊.
ワイドQRSを伴う心不全の治療：両室ペーシングの有用性と限界.

61．村岡秀崇, 園田信成, 津田有輝, 田中正哉, 岡﨑昌博, 尾辻

豊.

冠動脈内ステント拡張における術前の血管内超音波プラーク組織診断の意義.

日本不整脈学会第2回植込みデバイス関連冬期大会
（2010年 2月, 東京）
62．安部治彦.
デバイススタデイセッション：Up-to-Date新しいエビデンスを求めて.

第115回日本解剖学会総会・全国学術集会
（2010年 3月, 盛岡）
63．馬場良子, 熊谷奈々, 佐藤永洋, 中俣潤一, 森本景之, 土肥良秋, 藤田
新生仔ラット回腸吸収上皮細胞におけるエンドゾームの局在.
64．佐藤永洋, 森本景之, 馬場良子, 中俣潤一, 土肥良秋.
小腸上皮におけるPKRの発現と機能.
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守.

74rd Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society
（2010年 3月, 京都）
65．Oginosawa Y, Nogami A, Kurosaki K, Sugiyasu A, Kowase S, Anzai T, Tanaka S, Inoue A,
Suzuki J, Aoki H, Yumoto K, Tamaki T, Kato K．
Focal Purkinje ventricular tachycardia: diagnosis and catheter ablation.
66．Kohno R, Abe H, Nagatomo T, Otsuji Y.
Incidence of asymptomatic atrial fibrillation in pacemaker receipients with pure AV block.
67．Kohno R, Abe H, Nagatomo T, Otsuji Y.
Effect of rapid atrial pacing on symptoms and postural blood pressure in patients with severe
orthostatic hypotension.
68．Kohno R, Abe H, Nagatomo T, Otsuji Y.
Therapeutic contributions of education plus orthostatic self-training therapy in neurally
mediated syncope.
69．竹内 正明.
トピック３ 心エコー法における技術革新.
speckle tracking.
70．Yatera Y, Tsutsui M, Nakata S, Shibata K, Furuno Y, Morishita T, Sabanai K, Tasaki H,
Nakashima Y, Yanagihara N, Shimokawa H, Otsuji Y.
Critical role of nitric oxide synthase system in the pathogenesis of dyslipidemia.
71．Haruki N, Takeuti M, Yoshitani Ｈ, Kaku K, Otsuji Y, Ota T.
Chronic adaptive servo-ventilation therapy improves left ventricular and atrial function In
patients with HEART failure.
72．Yoshitani Ｈ, Takeuti M, Haruki N, Kaku K, Ota T, Otsuji Y.
Abnormal longitudinal strain distribution in left ventricular hypertrophy due to different
pathology using 2D speckle tracking echocardiography.
73．Haruki N, Takeuti M, Yoshitani Ｈ, Kaku K, Otsuji Y, Ota T.
Complex plaque in the descending thoracic aorta assessed by real-time 3D transesophageal
echocardiography.
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74．Haruki N, Takeuti M, Yoshitani Ｈ, Kaku K, Otsuji Y, Ota T.
Reduction of afterload is a main mechanism of acute beneficial impact of adaptive servoventilation in patient with congestive heart failure.
75．Kaku K, Takeuti M, Haruki N, Yoshitani Ｈ, Ota T, Otsuji Y.
Age-and gender-differences of left ventricular mass-volume ratio assessed by real-time 3D
echocardiography.
76．Kaku K, Takeuti M, Haruki N, Yoshitani Ｈ, Ota T, Otsuji Y.
Effect of medical therapy on left ventricular mechanics in patients with congestive heart
failure assessed by real-time 3D echocardiography.
77．Tanaka S, Muraoka Y, Sonoda S, Otsuji Y.
Early eleveation of fractalkine （CX3CL1）after coronary stent implantation.
78．Segawa J, Miura Y, Nishida N, Itaya N, Fuyuno R, Sano T, Koga Y, Nawata Y, Fuyuno Y,
Otsuji Y.
Successful percutaneous coronary intervention improves silent diastolic heart failure in
patients with stable angina pectoris.
79．Nakazono A, Takeuti M, Haruki N, Yoshitani H, Okamatsu K, Ota T, Otsuji Y.
Clinical implication of paradoxical low pressure gradient severe aortic stenosis with normal
left ventricular ejection fraction.
80．Nakazono A, Takeuti M, Kaku K, Haruki N, Yoshitani H, Ota T, Otsuji Y.
Mechanisms of higher E/E’ value frequently observed in patients with aortic stenosis．
81．Nakai H, Takeuti M, Haruki N, Kaku K, Yoshitani H, Oysuji Y.
Pitfalls of anatomical aortic valve area measurements using 2D transesophageal
echocardiography and the potential of 3D transesophageal echocardiography.

2008 年度

追加分
第107回日本皮膚科学会総会
（2008年 4月, 京都）

82．椛島利江子, 日野亮介, 阿部祥子, 椛島健治, 椛島成利, 戸倉新樹.
鼡径部巨大腫瘤を呈し膜性増殖性糸球体腎炎を合併した木村病の１例.
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▪
▪

９．国内学会（地方会）

▪
▪

第15回日本アフェレーシス学会九州地方会
（2009年 4月, 北九州）
１．坂東健一郎, 古野由美, 宮本

哲, 宮﨑三枝子, 柴田達哉, 芹野良太, 椛島成利, 尾辻

豊, 田村雅仁.

当院におけるエンドトキシン吸着療法の検討.
２．柴田達哉, 田村雅仁, 椛島成利, 芹野良太, 松本美香, 宮本
尾辻

哲, 古野由美, 中俣潤一, 坂東健一郎,

豊.
神経性脊椎炎による視力低下に血漿交換療法が有用であった1症例.

第285回日本内科学会九州地方会
（2009年 5月, 北九州）
３．坂東健一郎, 久間昭寛, 芹野良太, 岡﨑昌博, 尾辻
田中

豊, 椛島成利, 柴田達哉, 田村雅仁, 栗山正巳,

弘.
動脈表在化を用いた維持透析導入により心機能の改善を認め、内シャントが造設可能となった

尿毒性心筋症の1症例.
４．穴井玲央, 岡﨑昌博, 村岡秀崇, 津田有輝, 園田信成, 田中正哉, 尾辻

豊, 須田憲治.

高齢者の動脈管依存症にコイル塞栓術を施行した1例.

第106回日本循環器学会九州地方会
（2009年 6月, 北九州）
５．樫山国宣, 原田

敬, 岩瀧麻衣, 大江学治, 劔

卓夫, 太﨑博美.

当院で施工した慢性完全閉塞（CTO）病変に対する５FrPCIの初期成績.
６．穴井玲央, 園田信成, 長谷川

潤, 竹内正明, 岡﨑昌博, 尾辻

豊, 西村陽介.

ハイリスク症例に対するハイブリッド冠血行再建術（CABG＋PCI）が有効であった2症例.
７．春木伸彦, 竹内正明, 芳谷英俊, 中井博美, 大谷恭子, 加来京子, 尾辻 豊.
難治性心不全症例に対しAdaptive servo-ventilation(ASV)が奏功した一例.
８．近藤承一, 安部治彦, 長友敏寿, 津田有輝, 園田信成, 田中正哉, 竹内正明, 岡﨑昌博, 尾辻
慢性心不全患者における胸郭内インピーダンスの変化.
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豊,

９．劔

卓夫, 岩瀧麻衣, 樫山国宣, 大江学治, 原田

敬, 太﨑博美.

低位心房中隔ペーシングにおける心室far-field電位の検討.
10．長谷川孝高, 原田

敬, 岩瀧麻衣, 樫山国宣, 大江学治, 劔

卓夫, 太﨑博美.

両側腎動脈狭窄症に対する一期的PTRAの検討.
11．久原孝博, 黒田智寛, 高津博行, 川上和伸.
肺塞栓症に冠動脈二枝同時閉塞を合併した1症例.

第286回日本内科学会九州地方会
（2009年 8月, 鹿児島）
12．永田泰史, 芹野良太, 古野由美, 尾辻

豊, 柴田達哉, 椛島成利, 田村雅仁, 花見健太郎, 齋藤和義,

田中良哉.
HAART療法が奏功したHIV関連腎症の1例.
13．大江学治, 津田有輝, 春木伸彦, 近藤承一, 園田信成, 田中正哉, 竹内正明, 安部治彦, 岡﨑昌博,
尾辻

豊.
経胸壁心エコーにて疑われた冠動静脈瘻の1例.

第213回日本循環器学会関東甲信越地方会
（2009年 9月, 東京）
14．古川

浩, 小西俊雄, 深田

睦, 加藤健一, 野上昭彦, 荻ノ沢泰司.

VF stormになった左室内血栓を伴う虚血性心筋症.

第39回日本腎臓学会西部学術大会
（2009年 10月, 和歌山）
15．中俣潤一, 椛島成利, 坂東健一郎, 古野由美, 柴田達哉, 芹野良太,平田信太郎, 田中良哉, 尾辻

豊,

田村雅仁.
続発性アミロイド腎症によるネフローゼ症候群を合併した多中心型キャッスルマン病の一例.
16．永田泰史, 田村雅仁, 中俣潤一, 坂東健一郎, 古野由美, 柴田達哉, 芹野良太, 椛島成利, 江藤政尚,
西村陽介, 尾辻

豊.

CAPD患者の僧帽弁閉鎖不全症に対し、僧帽弁形成術を施行し、早期にCAPDへ復帰できた1
例.
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17．古野由美, 椛島成利, 芹野良太, 柴田達哉, 中俣潤一, 坂東健一郎, 勝山隆行, 花見健太郎, 齋藤和義,
尾辻

豊, 田村雅仁.
HAART療法が奏功したHIV関連腎症の一例.

18．松尾美希, 古野由美, 芹野良太, 坂東健一郎, 中俣潤一, 柴田達哉, 椛島成利, 田村雅仁, 尾辻

豊.

妊娠出産した透析患者の２症例.

日本超音波医学会第19回九州地方会
（2009年 10月, 福岡）
19．坂本恭子, 竹内正明, 中井博美, 芳谷英俊, 春木伸彦, 加来京子, 中園朱実,荒谷
尾辻

清, 大田俊行,

豊.
最近経験した冠動脈瘻の三例.

20．岩瀧麻衣, 竹内正明, 芳谷英俊, 春木伸彦, 中井博美, 大田俊行, 尾辻

豊.

僧帽弁位の感染性心内膜炎の診断、評価におけるリアルタイム3D経食道心エコー図検査法の
有用性.
21．夕川佐和美, 大谷恭子, 竹内正明, 荒谷

清, 大田俊行, 尾辻

豊.

左室流入血流速度波形（LVIFV）における新分類の提案.

第62回日本薬理学会西南部会
（2009年 11月, 松山）
22．上野

晋, 篠原優子, 筒井正人, 古野由美, 豊平由美子, 下川宏明, 尾辻

豊.

一酸化窒素合成酵素完全欠損マウスにおける神経行動学的評価.

第287回日本内科学会九州地方会
（2009年 11月, 福岡）
23．林

克英, 園田信成, 村岡秀崇, 津田有輝, 田中正哉, 岡﨑昌博, 尾辻

豊.

PCIにて末梢塞栓を生じた薬剤溶出ステント再狭窄病変をIVUS,OCT,病理組織にて比較検討し
得た1例.
24．岩瀧麻衣, 園田信成, 村岡秀崇, 津田有輝, 田中正哉, 近藤承一, 竹内正明, 安部治彦, 岡﨑昌博,
尾辻

豊.
2個の巨大冠動脈瘤を伴った冠状動脈肺動脈瘻の1例.

−129 −

第107回日本循環器学会九州地方会
（2009年 12月, 宮崎）
25．永田泰史, 安部治彦, 近藤承一, 津田有輝, 河野律子, 長友敏寿, 尾辻

豊.

心室中部閉塞を有する心室瘤合併心尖部肥大型心筋症に対し、右室心尖部ペーシングが 有効
であった1例.
26．坂東健一郎, 岡﨑昌博, 津田有輝, 園田信成, 田中正哉, 竹内正明, 尾辻

豊.

肺動脈血栓塞栓症を初発症状として診断された左側下大静脈の1例.
27．林

克英, 春木伸彦, 竹内正明, 芳谷英俊, 加来京子, 尾辻

豊.

僧帽弁位感染性心内膜炎の評価におけるリアルタイム三次元径食道心エコー図法の有用性.
28．渡部太一, 劔

卓夫, 樫山国宣, 長谷川

潤, 鈴木義之, 原田

敬, 太﨑博美.

当院におけるＣＰＡ－ＡＭＩ症例の検討.
29．長谷川

潤, 原田

敬, 樫山国宣, 渡部太一, 鈴木義之, 劔

卓夫, 太﨑博美.

腸骨静脈圧排症候群による下肢静脈うっ滞に対し、腸骨静脈ステント留置により改善が得られ
た一例.
30．井口雄一郎, 原田

敬, 樫山国宣, 長谷川

潤, 渡部太一, 鈴木義之, 劔

卓夫, 太﨑博美.

腎動脈狭窄症診断時のRAS系阻害薬使用状況と臨床所見および治療成績.

第288回日本内科学会九州地方会
（2009年 1月, 福岡）
31．坂東健一郎, 芹野良太, 中俣潤一, 古野由美, 尾辻

豊, 柴田達哉, 椛島成利, 田村雅仁.

APD導入約1年後に右側胸水を認めた1症例.

▪
▪

▪

10．研 究 会（全国）

▪

第14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
（2009年 3月, 東京）
１．椛島成利, 木村亜希子, 潮下

敬, 柴田達哉, 芹野良太, 尾辻

豊, 田村雅仁.

Kt/V1.2以下、クリアランスギャップ5%以上はアクセス不全を念頭に置くべきである.
—アクセスPTAが透析効率に与える影響—
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