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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The 17th i-IVUS研究会ビデオライブデモンストレーション
（2009年 5月, 名古屋）
２．園田信成.
ビデオライブコメンテータ

第26回小倉ライブデモンストレーション
（2009年 5月, 北九州）
３．園田信成.
ランチョンセミナー
Vulnerable Plaqueと冠動脈イメージング

IB-IVUSの使用方法とその解析について.

Tokyo Percutaneous Cardiovascular Intervention Conference
（TOPIC） 2009
（2009年 7月, 東京）
４．園田信成.
ランチョンセミナー
至適ステント拡張におけるステント長とNCバルーン追加の意義.
－S-stent留置時のIVUS解析結果から－

第5回西日本血管・機能研究会
（2009年 8月, 福岡）
５．村岡秀崇, 園田信成, 岡﨑昌博, 尾辻

豊.

各種ステント植え込み後における新生内膜増殖の組織性状の比較.
－IB-IVUSを用いた検討－

先進心血管エコー研究会
（2009年 8月, 大阪）
６．春木伸彦.
2Dスペクルトラッキング法によるLV/LA volume ratioの計測.
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第13回日本アクセス研究会学術集会・総会
（2009年 9月, 福岡）
７．椛島成利, 芹野良太, 柴田達哉, 久間昭寛, 藤本陽子, 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〜

第21回カテーテルアブレーション委員会公開研究会
（2009年 10月, 川越）
８．荻ノ沢泰司, 野上昭彦, 杉安愛子, 小和瀬晋弥, 黒崎健司, 田中真吾, 安西
青木

耕, 鈴木

淳, 井上

明,

元, 柚本和彦, 玉木利幸, 加藤健一.
陳旧性心筋梗塞に伴うMitral isthmus VT焼灼後にFocal Purkinje VTが持続した一例。

第15回日本腹膜透析研究会
（2009年 11月, 静岡）
９．田村雅仁, 宮本

哲, 芹野良太, 椛島成利.

細胞接着分子の関与.
10．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4回クリアランスギャップ研究会
（2009年 11月, 三島）
11．櫻井和美, 木村亜希子, 高柳敦史, 今永純司, 潮下
尾辻

敬, 嶺

博之, 椛島成利, 田村雅仁, 芹野良太,

豊.
透析用穿刺針に違いによる実血液流量と透析効率の変化
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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）
12．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.
13．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.

第18回i-IVUS研究会ビデオライブデモンストレーション
（2009年 12月, 名古屋）
14．園田信成.
ビデオライブコメンテータ

Asian Pacific Heart Rhythm Management Fellowship
（2010年 1月, 東京）
15．荻ノ沢泰司.
With a little help from my friends.

ENDEAVORラウンドテーブルディスカッション
（2010年 1月, 東京）
16．園田信成
ENDEAVORを用いた治療戦略の検討.

第4回日本PCIフェローコース
（2010年 2月, 神奈川）
17．園田信成
IVUSグループデイスカッション講師.
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第2回テルモ血管内イメージングセミナー
（2010年 3月, 福岡）
18．園田信成
IVUSグループディスカッション講師.

日本ENDEAVORフォーラム
（2010年 3月, 東京）
19．園田信成
臨床データと画像診断から診るENDEAVORステントの特性.

2008 年度

追加分
第20回カテーテル・アブレーション委員会公開研究会
（2008年 11月, 仙台）

20．荻ノ沢泰司, 野上昭彦.
ベラパミル感受性左室心室頻拍に対するCARTO mergeを用いた解剖学的
アブレーション：非誘発例・拡張期電位非記録例（ビデオライブ）

第21回臨床不整脈研究会
（2009年 1月, 東京）
21．坂巻美穂子, 荻ノ沢泰司, 窪田彰一, 杉安愛子, 黒崎健司, 小和瀬晋弥, 野上昭彦.
Paradoxicalなpara-Hisian pacing所見を呈したAVNRTの一例.

▪
▪

▪

11．研究会（地方会）

▪

第１回北九州循環器フェローシップ研究会
（2009年 4月, 北九州）
１．松尾美希, 津田有輝, 園田信成, 岡﨑昌博, 尾辻

豊.

Cypherステント留置後SATを発症し、救命し得なかった１症例.
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第9回産業医科大学循環器・腎臓病診連携の会
（2009年 5月, 北九州）
２．坂東健一郎.
バスキュラーアクセス作成に難渋した1症例.
３．穴井玲央.
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.

福岡循環器フォーラム
（2009年 7月, 福岡）
４．春木伸彦.
心不全患者におけるASV（Adaptive servo-ventilation）の効果.

第5回西日本血管・機能研究会
（2009年 8月, 福岡）
５．村岡秀崇, 園田信成, 津田有輝, 田中正哉, 岡﨑昌博, 尾辻

豊.

各種ステント植え込み後における新生内膜増殖の組織性状の比較.
-IB-IVUSを用いた検討-

第２回横浜不整脈診療カンファレンス
（2009年 9月, 横浜）
６．荻ノ沢泰司.
心房細動のOverviewと国内外の比較.

第16回九州睡眠呼吸障害研究会
（2009年 9月, 福岡）
７．春木伸彦.
心不全患者に対する陽圧換気療法.
〜オートセットCSの心機能に与える急性効果と慢性効果〜
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第10回産業医科大学循環器・腎臓病診連携の会
（2009年 9月, 北九州）
８．永田泰史.
妊娠時に発見され、ステロイドにより完全寛解したIgG腎症の1例.
９．林

克英.
急速に進行した大動脈弁狭窄症の手術例.

10．河野律子.
重症起立性低血圧に対するペーシング治療の経験.
11．安部治彦.
特別講演：心臓ペーシング治療と心機能.

北九州心臓リハビリテーションセミナー
（2009年 9月, 北九州）
12．田中正哉, 尾辻

豊.

運動療法へのアプローチ.

第141回北九州腎臓懇話会
（2009年 10月, 北九州）
13．柴田達哉.
慢性腎不全の急性増悪に対するhANPの効果.

第3回北九州睡眠と循環の研究会
（2009年 10月, 北九州）
14．春木伸彦.
心不全患者に対する陽圧換気療法.
〜心機能に与える急性効果と慢性効果〜
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First Annual Meeting of Seoul-Kitakyusyu Joint Echo Conference
（2009年 10月, 北九州）
15．Kaku K.
Gender and age-dependency of LV mass-volume ratio by 3D Echocardiography.

第16回九州血液血管研究会
（2009年 10月, 福岡）
16．大江学治, 園田信成, 村岡秀崇, 津田有輝, 田中正哉, 岡﨑昌博, 尾辻

豊.

薬剤溶出ステントにおけるステント後拡張の必要性と予後.

第42回九州人工透析研究会総会
（2009年 11月, 福岡）
17．柴田達哉, 坂東健一郎, 中俣潤一, 古野由美, 芹野良太, 椛島成利, 尾辻

豊, 田村雅仁.

視神経脊髄炎による視力低下に血漿交換が有用であった1例.
18．櫻井和美, 木村亜希子, 高柳敦史, 今永純司, 潮下

敬, 嶺

博之, 椛島成利, 芹野良太, 尾辻

豊,

田村雅仁.
透析用穿刺針に違いによる実血液流量と透析効率の変化.
19．高柳敦史, 木村亜希子, 櫻井和美, 今永純司, 潮下

敬, 嶺

博之, 椛島成利, 芹野良太, 尾辻

田村雅仁.
良好な透析効率を維持するには十分な血液流量の確保が重要である.
-クリアランスギャップを用いた解析-

第3回九州心不全睡眠呼吸障害カンファレンス
（2009年 11月, 福岡）
20．春木伸彦.
心不全患者に対するASV療法.
〜急性期にもASVは有効か〜
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豊,

第1回CVIT九州支部会ライブ
（2009年 11月, 福岡）
21．園田信成.
ライブコメンテーター（IVUS・OCT）

第3回北九州アーベント
（2009年 11月, 北九州）
22．田中正哉, 永田泰史, 尾辻

豊.

肺静脈閉塞が疑われた肺動脈性肺高血圧の一例.

第45回北九州循環器懇談会
（2009年 11月, 北九州）
23．長谷川

潤

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.
24．大江学治.
薬物溶出性ステントの興味ある再狭窄例.

第19回北九州ビタミンDと骨代謝研究会
（2009年 11月, 北九州）
25．宮﨑三枝子.
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.

第11回産業医科大学循環器・腎臓病診連携の会
（2010年 1月, 北九州）
26．上野啓通.
2次性高血圧症の原因と考えられた腎動脈狭窄に対してカテーテル治療をおこなった1例.
27．永田泰史.
右網膜静脈分枝閉塞症を契機に発見された原発性アルドステロン症の1例.
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28．岩瀧麻衣.
術前の心臓カテーテル検査を回避した大動脈弁狭窄症の手術症例.

長崎DESセミナー
（2010年 3月, 長崎）
29．園田信成
DES IVUS guided strategy.

2008 年度

追加分
第40回神奈川不整脈研究会
（2008年 9月, 横浜）

30．荻ノ沢泰司, 野上昭彦, 副島京子, 青沼和隆, 窪田彰一, 佐藤俊明, 杉安愛子, 吉田健太郎, 小和瀬晋弥,
坂巻美穂子, 黒崎健司, 田中真吾, 安西

耕, 井上

明, 鈴木

淳, 高田志保, 青木

元, 柚本和彦,

玉木利幸, 加藤健一.
成人における左室緻密化障害に対する心臓再同期療法の長期効果の検討
：4症例のfollow-up.

九州ucOC研究会
（2009年 1月, 福岡）
31．宮﨑三枝子.
慢性腎臓病におけるucOCの臨床的意義の検討.

腎疾患カンファレンス
（2009年 1月, 北九州）
32．宮本

哲.
ラット腹膜透析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.

−139 −

第7回九州ACSセミナー
（2010年 1月, 福岡）
33. 園田信成.
コメンテーター

▪
▪

▪

12．講演会（特別講演、教育講演）

▪

１．安部治彦.
心室中隔ペーシング
Training for leading physicians

教育講演（2009年 4月, 神戸）

２．安部治彦.
心室中隔ペーシングの実際
SJM至適心室ペーシングセミナー
３．尾辻

特別講演（2009年 4月, 北九州）

豊.

心臓弁膜症評価の問題点：乳頭筋不全症候群の概念の返還
第40回生涯教育講演会（日本内科学会中国支部主催）（2009 年 5 月 , 高知）
４．田村雅仁.
CKD対策の新たな展開
北九州エリア高血圧セミナー（2009年 5月, 北九州）
５．田村雅仁.
CKD診療のネットワーク
八幡CKD医療診療のネットワーク（2009年 5月, 北九州）
６．園田信成
IVUSガイドDES留置術

最近の話題

横浜心臓病研究会 特別講演（2009年 5月, 横浜）
７．園田信成
薬物溶出性ステント時代におけるIVUSの重要性
第9回産業医科大学循環器・腎臓病診連携の会 特別講演（2009年 5月, 北九州）
８．園田信成
DES時代に求められる画像診断の有効性
Cordis DESセミナー 特別講演（2009年 6月, 福岡）
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