▪
▪

７．国際学会

▪
▪

Korian Society of Cardiology and Japanese Circulation Society
Joint Symposium 2010
（2010年4月, Busan, Korea）
１．Sonoda S, Muraoka Y, Tsuda Y, Tanaka S, Okazaki M, Otsuji Y.
Impact of chronic coronary arterial response to drug-eluting stent implantation.

ISRNM
（2010年 5月, Lausanne, Switzerland）
２．Miyamoto T, Rashid Qureshi A, Yamamoto T, Nakashima A, Lindholm B, Stenvinkel P,
Alvestrand A, Axelsson J.
Postprandial metabolic response to a fat- and carbohydrate-rich meal in patients with chronic
kidney disease.

21st Annual Scientific Session of
the American Society of
Echocardiography
（2010年 6月, San Diego, USA）
３．Takeuchi M.
Value of contrast in 2D/3D stress echo.
４．Haruki N, Takeuchi M, Yoshitani H, Kaku K, Otsuji Y.
Acute and chronic impact of adaptive servo-ventilation on cardiac function in patients with
congestive heart failure.
５．Haruki N, Takeuchi M, Yoshitani H, Kaku K, Ota T, Otsuji Y, Lang RM.
Effects of aging and left ventricular diastolic dysfunction on left ventricular / left atrial
volume ratio assessed by 2D speckle tracking echocardiography.
６．Kaku K, Takeuchi M, Otani K, Haruki N, Yoshitani H, Ota T, Otsuji Y, Lang RM.
Measurement of aortic annulus and aortic valve area by 3D transesophageal
echocardiography: validation against multislice computed tomography.
７．Otani K, Takeuchi M, Kaku K, Haruki N, Yoshitani H, Ota T, Otsuji Y, Lang RM.
Assessment of aortic valve annulus size and shape using real-time 3D transesophageal
echocardiography.
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ESC Congress 2010
（2010年 8月, Stockholm, Sweden）
８．Sonoda S, Muraoka Y, Tsuda Y, Tanaka S, Okazaki M, Otsuji Y.
Vulnerable neointimal tissue evalution using integrated backscatter intravascular ultrasound
in the treatment of drug-eluting stent restenosis.
９．Muraoka Y, Sonoda S, Tsuda Y, Tanaka S, Okazaki M, Otsuji Y.
Evaluation of in-stent neointimal tissue component using integrated backscatter intravascular
ultrasound.
10．Tanaka S, Muraoka Y, Sonoda S, Otsuji Y.
Elevation of fractalkine（CX3CL1）after coronary stent implantation.

TCT 2010
（2010年 9月, Washington DC, USA）
11．Sonoda S, Muraoka Y, Tsuda Y, Tanaka S, Okazaki M, Otsuji Y.
Vulnerable neointimal tissue evaluation using integrated backscatter intravascular ultrasound
in the treatment of drug-eluting stent restenosis.

CSDS 2010
(2010年 9月, Fukuoka, Japan)
12．Otsuji Y.
Frontiers in imaging and latest developments in evaluating pathological states of the heart:
Insights from echocardiography into pathophysiology of left ventricular-mitral valve
interaction.
13．Kohno R, Abe H, Nagatomo T, Oginosawa Y, Minamiguti M, Otsuji Y.
Absence of correlation between prevalence of ventriculo-atrial conduction in recipients of
implantable pacemaker and its manifestation during long-term follow-up.
14．Ohtani K, Takeuchi M, Kaku K, Haruki N, Sakabe J, Lang RM, Otsuji Y.
Effects of aging on left atrial function assesssed by 2D speckle tracking echocardiography.
15．Ohtani K, Takeuchi M, Kaku K, Haruki N, Yoshitani H, Lang RM.
Impact of diastolic dysfunction grade on left atrial mechanics assessed by 2D speckle
tracking echocardiography.
16．Minamiguchi H, Abe H, Kohno R, Oginosawa Y, Nagatomo T, Otsuji Y.
Effect of short tip-ring electrode distance on far-field R wave oversensing in low atrial
septal pacing .
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17．Muraoka Y, Sonoda S, Tsuda Y, Okazaki M, Otsuji Y.
Evaluation of chronic coronary arterial response to zotarolimus-eluting stent
implantation - Results from integrated backscatter intravascular ultrasound analysis.

3rd Asian Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session（APHRS 2010）
（2010年10月, Jeju, Korea）
18．Minamiguchi H, Abe H, Kohno R, Oginosawa Y, Nagatomo T, Otsuji Y.
Effect of short tip-ring electrode distance on far-field R wave oversensing in low atrial septal
pacing. Comparision to standard electrode distance in dual chamber pacemaker.

43rd Annual Meeting of American Society of Nephrology
（2010年 11月, Denver, USA）
19．Nakamata J, Morimoto K, Baba R, Miyamoto T, Shibata T, Serino R, Kabashima N, Otsuji Y,
Dohi Y, Tamura M.
High glucose level induce endoplasmic reticulum stress in peritoneal mesothelial cells.
20．Furuno Y, Tsutsui M, Morishita T, Shibata K, Miyamoto T, Shibata T, Serino R,
Kabashima N, Yanagihara N, Otsuji Y, Tamura M.
Accelerated vascular lesion formation in mice lacking all nitric oxide synthases:
Contribution of bone marrow cells.
21．Tamura M, Kabashima N, Serino R, Shibata T, Miyamoto T, Furuno Y, Nakamata J,
Hasegawa E, Otsuji Y.
α2β1 integrin-mediated signaling induces expression of intercellular adhesion molecule-1
expression on human mesangial cells and leukocyte adhesion.
22．Tamura M, Miyamoto T, Kabashima N, Serino R, Shibata T, Furuno Y, Nakamata J,
Hasegawa E, Otsuji Y.
Super biocompatibility of icodextrin by maintaining the wound healing process of peritoneal
mesothelial cells
23．Miyazaki M, Tamura M, Kabashima N, Serino R, Shibata T, Miyamoto T, Furuno Y,
Nakamata J, Hasegawa E, Otsuji Y.
Determinants of the levels of osteocalcin in patients with chronic kidney disease.
24．Miyamoto T, Qureshi A R, Yamamoto T, Nakashima A, Lindholm B, Stenvinkel P, Alvestrand A,
Axelsson J.
Postprandial metabolic response to a fat- and carbohydrate-rich meal in patients with
chronic kidney disease.
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25．Miyamoto T, Carrero JJ, Qureshi A, Anderstam B, Heimbürger O, Bárány P, Lindholm B,
Stenvinkel P.
Circulating follistatin in patients with end-stage renal disease; implications on muscle
strength, bone mineral density and systemic inflammation.

American Heart Association, Scientific Session 2010
（2010年 11月, Chicago, USA）
26．Otani K, Takeuchi M, Kaku K, Haruki N, Yoshitani H, Lang RM, Otsuji Y.
Quantitative assessment of mitral valve geometry in patients with degenerative Aortic
stenosis using Real-Time 3D transesophageal echocardiography.
27．Tsutsui M, Furuno Y, Morishita T, Yanagihara N, Shimokawa H, Otsuji Y.
Accelerated vascular lesion formation in mice lacking all nitric oxide synthases:
Contribution of bone marrow cells.
28．Tsutsui M, Shibata K, Yatera Y, Furuno Y, Yanagihara N, Shimokawa H, Otsuji Y.
Spontaneous development of left ventricular hypertrophy and diastolic dysfunction in mice
lacking all nitric oxide synthases.

CardioRhythm 2011
（2011年 2月, Hong Kong）
29．Kohno R, Abe H, Minamiguchi H, Oginosawa Y, Nagatomo T, Otsuji Y.
Failure of atrial capture during DDIR pacing in a patient with sinus node disease and
preserved atrioventricular conduction.
30．Kohno R, Abe H, Nagatomo T, Oginosawa Y, Minamiguchi H, Otsuji Y.
The reliability and characteristics of atrial tachyarrhythmias detection in dual Chamber
pacemakers.
31．Abe H.
CardioRhythm 2011 Invited Lecture.
Considerations in rate drop response,mode switch and sensor programming.
32．Abe H.
CardioRhythm 2011 Invited Lecture.
Prolonged pauses detected by ILR: Case study of possible sinus node disease or reflex syncope?
33．Abe H.
CardioRhythm 2011 Invited Lecture.
The epidemiology of syncope in the pacific rim.
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34．Kohno R, Abe H, Minamiguchi H, Oginosawa Y, Nagatomo T, Otsuji Y.
The reliability and detection rate of ventriculo-atrial conduction test in receipients of
implantable pacemaker during long-term follow-up.
35．Minamiguchi H, Abe H, Kohno R, Oginosawa Y, Otsuji Y.
The incidence and factors for detection far-field R wave sensing in low atrial septal pacing.

▪
▪

▪

８．国内学会（総会）

▪

日本医工学治療学会 第26回学術大会
（2010年 4月, 東京）
１．椛島成利, 櫻井和美, 木村亜希子, 高柳敦史, 今永純司, 潮下 敬, 芹野良太, 尾辻
透析用穿刺針の違いによる実血液流量と透析効率の変化.

第26回

豊, 田村雅仁.

医学生物学電子顕微鏡技術学会
（2010年 5月, 別府）

２．土肥良秋, 馬場良子, 佐藤永洋, 中俣潤一, 森本景之, 横山 満, 藤田 守.
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膜系.

日本医療学会 第5回心臓突然死シンポジウム
（2010年 5月, 東京）
３．安部治彦.
過労と心臓突然死.

第21回日本心エコー図学会学術集会
（2010年 5月, 札幌）
４．芳谷英俊, 竹内正明, 春木伸彦, 加来京子, 尾辻 豊.
Upper Septal Hypertrophy における左室長軸方向ｽﾄﾚﾝ値の分布の違いについての検討.
５．竹内正明.
虚血評価と負荷心エコーへの応用.
６．竹内正明.
ステップアップセッション：明日から始める負荷エコー；いっぱい画像をみてみようDSE.
７．竹内正明.
2Dスペクルトラッキング法の現状と将来.
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８．加来京子, 竹内正明, 大谷恭子, 春木伸彦, 芳谷英俊, 尾辻 豊.
3次元経食道心エコー図法による大動脈基部形態の評価.

第83回日本超音波医学会学術集会
（2010年 5月, 京都）
９．竹内正明.
大動脈弁狭狭症における左室メカニクスの評価.
10．坂本恭子, 芳谷英俊, 竹内正明, 春木伸彦, 加来京子, 中園朱美, 荒谷清, 太田俊行, 尾辻 豊.
大動脈四尖弁による大動脈弁閉鎖不全症をリアルタイム3D-TEEで観察し得た一例.
11．芳谷英俊.
三次元経食心エコー図検査における左室容量計測の有用性.

第25回日本不整脈学会
（2010年 6月, 名古屋市）
12．安部治彦.
就労と就学、運転免許など.
ICD/CRT合同研修セミナー、教育講演
13．安部治彦.
ICD患者の自動車運転に関する法制上の現況とその問題点.
パネルディスカッションI
14．安部治彦.
中隔ペーシングの是非.
パネルディスカッションⅣ
15．河野律子, 住吉正孝, 安部治彦, 中里祐二, 水牧巧一, 西崎光弘, 尾辻 豊.
パネルディスカッションⅦ「失神の鑑別とマネージメント」 神経反射性失神と社会的影響.
16．南口 仁, 水野裕八, 増田正晴, 肥後友彰, 朝野仁裕, 坂田泰史, 南都伸介, 小室一成, 黒飛俊哉.
多発性筋炎を基礎疾患とし 不整脈治療および CRT-D を含む多面的な治療戦略を必要とした
1症例.

第53回日本腎臓学会学術総会
（2010年 6月, 神戸）
17．藤本陽子, 古野由美, 椛島成利, 中俣潤一, 坂東健一郎, 柴田達哉, 芹野良太, 岡
野津寛大, 田村雅仁, 尾辻 豊.
常染色体劣性遺伝を呈したAlport症候群の一例.
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政史, 飯島一誠,

18．芹野良太, 藤本陽子, 坂東健一郎, 中俣潤一, 古野由美, 尾辻
腎生検における組織変化と血清シスタチンCとの関係.

豊, 柴田達哉, 椛島成利, 田村雅仁.

19．柴田達哉, 田村雅仁, 椛島成利, 芹野良太, 古野由美, 中俣潤一, 坂東健一郎, 松本美香, 尾辻
慢性腎不全の急性増悪時に対するhANPの効果.

豊.

20．古野由美, 筒井正人, 椛島成利, 芹野良太, 柴田達哉, 下川宏明, 柳原延章, 尾辻 豊, 田村雅仁.
慢性腎臓病の成因における一酸化窒素合成酵素（NOS）系の保護的役割:
NOS系完全欠損マウスを用いた検討.
21．古野由美, 筒井正人, 守下 敢, 椛島成利, 芹野良太, 柴田達哉, 下川宏明, 柳原延章, 尾辻
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.
22．中俣潤一, 森本景之, 馬場良子, 佐藤永洋, 柴田達哉, 芹野良太, 椛島成利, 尾辻
田村雅仁.
高糖濃度が腹膜中皮細胞の小胞体ストレスに与える影響.

豊,

豊, 土肥良秋,

23．宮﨑三枝子, 田村雅仁, 椛島成利, 芹野良太, 柴田達哉, 古野由美, 中俣潤一, 藤本陽子, 堤 明純,
尾辻 豊.
慢性腎臓病（CKD）患者において低カルボキシル化オステオカルシン（ucOC）に影響を与え
る因子についての検討.

第55回日本透析医学会学術集会・総会
（2010年 6月, 神戸）
24．田村雅仁, 椛島成利, 芹野良太, 宮本
腹膜透析液と生体適合性.

哲.

25．椛島成利, 久間昭寛, 藤本陽子, 中俣潤一, 坂東健一郎, 古野由美, 松本美香, 柴田達哉, 芹野良太,
田村雅仁, 尾辻 豊.
動脈表在化アクセスを用いて血液透析導入を行った左心機能低下症例の検討.
26．椛島成利, 芹野良太, 久間昭寛, 古野由美, 柴田達哉, 清水順子, 柴田達哉, 田村雅仁, 尾辻 豊.
大網巻絡の無い、UAE作製に適したカテーテル（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.
27．椛島成利, 櫻井和美, 木村亜希子, 高柳敦史, 今永純司, 潮下 敬, 芹野良太, 嶺
尾辻 豊.
バスキュラーアクセス管理とクリアランスギャップの関連性.

博之, 田村雅仁,

28．中俣潤一, 森本景之, 馬場良子, 佐藤永洋, 柴田達哉, 芹野良太, 椛島成利, 尾辻
田村雅仁.
高糖濃度腹膜透析液が腹膜中皮細胞の小胞体ストレスに与える影響.

豊, 土肥良秋,
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29．宮﨑三枝子, 藤本陽子, 中俣潤一, 椛島成利, 芹野良太, 柴田達哉, 尾辻 豊, 田村雅仁.
低カルボキシル化オステオカルシン（ucOC）高値の透析患者におけるビタミンK（VK 2）投
与効果の検討.
30．宮﨑三枝子, 藤本陽子, 中俣潤一, 椛島成利, 芹野良太, 柴田達哉, 堤 明純, 尾辻 豊, 田村雅仁.
維持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）と骨密度の検討.
31．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・排液時間と速度の検討.
32．松本美香, 小宮俊秀, 柴田達哉, 芹野良太, 椛島成利, 田村雅仁.
透析患者へのワーファリン投与.
33．小島廣司, 松本美香, 小宮俊秀, 柴田達哉, 芹野良太, 椛島成利, 田村雅仁.
透析患者のＢ型肝炎ワクチン接種後抗体獲得率と維持期間について.
34．櫻井和美, 木村亜希子, 高柳敦史, 今永純司, 潮下 敬, 椛島成利, 柴田達哉, 芹野良太, 田村雅仁,
尾辻 豊.
透析用穿刺針の違いによる実血液流量と透析効率の変化.
35．高橋一久, 柴田達哉, 芹野良太, 椛島成利, 田村雅仁.
逆浸透膜の酸化防止による地下水利用時の透析液管理.
36．甘水久子, 永沼智子, 田中 弘, 田村雅仁.
クリニックにおけるＰＤ患者受け入れへの取り組み.

CVIT2010日本心血管インタベーション治療学会学術集会
（2010年 8月, 仙台）
37．園田信成, 村岡秀崇, 津田有輝, 岡﨑昌博, 尾辻 豊.
ゾタロリムス溶出性ステント留置により冠動脈に生じる慢性的な変化
38．村岡秀崇, 園田信成, 津田有輝, 岡﨑昌博, 尾辻
IB-IVUSを用いた新生内膜組織性状評価

豊.

39．村岡秀崇, 園田信成, 津田有輝, 岡﨑昌博, 尾辻 豊.
DES再狭窄治療時の新生内膜組織性状評価の意義.

第56回日本心臓病学会学術集会
（2010年 9月, 東京）
40．南口 仁.
心臓移植後incessantに出現した心房頻拍に、カテーテルアブレーションが有効であった1症例.
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第42回日本臨床分子形態学会
（2010年 9月, 静岡県三島市）
41．中俣潤一, 馬場良子, 森本景之, 田村雅仁, 尾辻 豊, 土肥良秋.
メサンギウム増殖性糸球体腎炎（IgG腎症）の１例.

第33回日本高血圧学会総会
（2010年 10月, 福岡）
42．芹野良太, 長谷川恵美, 藤本陽子, 中俣潤一, 古野由美, 柴田達哉, 椛島成利, 田村雅仁, Verbalis J,
尾辻 豊.
腎バゾプレシンV2受容体遺伝子発現へのアンギオテンシンⅡの影響.

第14回日本心不全学会学術集会
（2010年 10月, 東京）
43．尾辻 豊.
教育講演 : 心不全のフィジカルアセスメント.

第27回日本心電学会学術集会
（2010年 10月, 大分市）
44．南口 仁, 安部治彦, 荻ノ沢泰司, 河野律子, 長友敏寿, 尾辻 豊.
低位心房中隔リード留置時のFar-Field R Wave（FFRW）sensing に関する先端電極間距離の
及ぼす影響.
45．南口 仁, 安部治彦, 荻ノ沢泰司, 河野律子, 長友敏寿, 尾辻 豊.
低位心房中隔リード留置の安全性に関する長期フォローアップ成績.
46．安部治彦.
ランチョンセミナー: ILR使用による失神の鑑別診断.
47．荻ノ沢泰司.
パネルディスカッション

心臓再同期療法と電気的同期：効果向上に向けた取り組み.

48．荻ノ沢泰司.
J波・早期再分極をめぐる最近の話題.

第40回 日本腎臓学会西部学術大会
（2010年 10月, 広島市）
49．長谷川恵美, 柴田達哉, 芹野良太, 中俣潤一, 古野由美, 尾辻
リチウム過量摂取により意識障害を来した1症例.
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豊, 椛島成利, 田村雅仁.

50．藤本陽子, 芹野良太, 長谷川恵美, 中俣潤一, 古野由美, 尾辻 豊, 柴田達哉, 椛島成利, 田村雅仁.
抗GBM抗体およびMPO-ANCA陽性であった急速進行性糸球体腎炎の1症例.
51．中俣潤一, 田村雅仁, 椛島成利, 芹野良太, 柴田達哉, 古野由美, 尾辻 豊.
妊娠を契機に発見され、ステロイド単独投与で寛解したIgG腎症の1例.

産業医科大学学会総会
（2010年 10月, 北九州市）
52．加来京子, 竹内正明, 春木伸彦, 芳谷英俊, 大谷恭子, 尾辻 豊.
高血圧による左室形態変化に年齢・性差が及ぼす影響.
–経胸壁3次元心エコーを用いた検討-

第16回日本腹膜透析医学会
（2010年 11月, 大分）
53．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
CAVA Semi-long Catheter Seriesの注排液性能（時間・速度）の検討.

豊.

54．椛島成利, 古野由美, 中俣潤一, 柴田達哉, 芹野良太, 清水順子, 柴田達哉, 田村雅仁, 尾辻
上腹部出口作成に最適で大網巻絡を生じないCAVA Semi-long Catheterの開発.

豊.

55．田村雅仁.
非グルコース透析用（イコデキストリン）の生体適合性.

第21回日本心血管画像動態学会
（2011年 1月, 愛媛）
56．村岡秀崇, 園田信成, 樫山国宣, 津田有輝, 岡﨑昌博, 尾辻 豊.
薬剤溶出性ステント留置後の慢性期血管反応についての検討.
–第一世代及び第二世代薬剤溶出性ステントの比較–
57．樫山国宣, 園田信成, 村岡秀崇, 津田有輝, 岡﨑昌博, 尾辻 豊.
薬剤溶出性ステント再狭窄における新生内膜組織性状の検討.
–ベアメタルステント再狭窄との比較–

日本不整脈学会第3回植込デバイス関連冬期大会
（2011年 2月, 東京）
58．安部治彦.
教育講演I：心臓突然死とICD治療の地域格差と現状.
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59．河野律子.
教育講演II：ILRによる失神の鑑別診断とその有用性.
60．南口 仁, 安部治彦, 河野律子, 荻ノ沢泰司, 尾辻 豊.
心室中隔ペーシング時のFar-field R Wave（FFRW）sensing と心房リード留置部位および先
端電極間に関する検討.
61．荻ノ沢泰司, 安部治彦, 河野律子, 南口 仁, 尾辻 豊.
ICD植込み後のＶＦstormに対しinappropriate appropriate shock を来した虚血性心筋症の1例.
62．河野律子, 荻ノ沢泰司, 南口 仁, 尾辻 豊, 安部治彦, 赤松直樹.
夜間の心停止により側頭葉てんかんの診断に至った失神の1例.
63．清水昭彦, 新田 隆, 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,
野田 崇, 渡辺重行, 相澤善房.
教育講演1:我が国におけるICD治療の一次予防と二次予防の現状.

第116回日本解剖学会
（2011年 3月, 横浜）
64．馬場良子, 坂口 彩, 中俣潤一, 森本景之, 土肥良秋, 藤田 守.
乳飲期回腸吸収上皮細胞におけるエンドゾームの膜系と微小管の関連.

2009 年度

追加分
第4回日本医療学会
（2010年 1月, 福岡市）

65．安部治彦.
心臓突然死と社会復帰.
「心肺蘇生と AED を知る」 心臓突然死、心肺蘇生についての公開市民シンポジウム .

第83回日本薬理学会年会
（2010年 3月, 大阪）
66．上野 晋, 篠原優子, 筒井正人, 古野由美, 豊平由美子, 下川宏明, 柳原延章.
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.
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▪
▪

９．国内学会（地方会）

▪
▪

第16回日本アフェレシス学会九州地方会
（2010年 4月, 長崎）
１．藤本陽子, 椛島成利, 大江学治, 坂東健一郎, 柴田達哉, 芹野良太, 筬島明彦, 田村雅仁, 尾辻 豊.
腹水濃縮再静注により腹水コントロールと維持血液透析が可能となったアルコール性肝硬変を
伴った慢性腎不全の一例.

第289回日本内科学会九州地方会
（2010年 5月, 大分）
２．長谷川恵美, 春木伸彦, 竹内正明, 芳谷英俊, 加来京子, 尾辻 豊.
術前評価にマルチモダリティイメージングが有用であった大動脈二尖弁感染性心内膜炎の1例.

第108回日本循環器学会九州地方会
（2010年 6月, 福岡市）
３．村岡秀崇, 園田信成, 津田有輝, 田中正哉, 岡﨑昌博, 尾辻
DSE再狭窄治療時の新生内膜組織性状評価の意義.

豊.

４．渡部太一, 劔 卓夫, 原田 敬, 長谷川潤, 林克 英, 岩瀧麻衣, 鈴木義之, 太﨑博美.
和温療法とβ遮断剤導入により半年間のIABP依存から離脱に成功した重症虚血性心不全の一
例.
５．林

克英, 原田 敬, 渡部太一, 長谷川 潤, 岩瀧麻衣, 鈴木義之, 太﨑博美.
Hand-PIT（pulse infusion thrombolysis）と血栓吸引が有用であった腋窩動脈の急性血栓閉塞
の一例.

６．坂本一郎, 林谷俊児, 山本雲平, 菊池 幹, 宮田健二, 折口秀樹, 毛利正博, 山本英雄.
急性大動脈解離に合併する虚血性腸炎により亜急性期に出血性ショックを生じた症例.
７．永田泰史, 竹内正明, 芳谷英俊, 春木伸彦, 加来京子, 岡﨑昌博, 尾辻 豊.
リアルタイム三次元経食道心エコー図法による卵円孔開存の評価.
８．長谷川 潤, 原田 敬, 渡部太一,林 克英, 岩瀧麻衣, 鈴木義之, 太﨑博美.
PTSMAを施行したHOCM症例における慢性期心機能の検討.
９．林

克英, 安部治彦, 河野律子, 長友敏寿, 尾辻 豊.
Implantable loop recorderにより神経反射性失神の診断に至った一例.
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CVIT2010

日本心血管インターベンション治療学会九州地方会
（2010年 7月, 佐賀）

10．樫山国宣, 岡﨑昌博, 岩瀧麻衣, 村岡秀崇, 津田有輝, 園田信成, 田中正哉, 尾辻 豊.
心破裂をおこしたvery late stent thrombosis （VLST） による急性心筋梗塞の1剖検例
―冠動脈イメージングと病理所見による検討―
11．園田信成.
ランチョンセミナー: IB-IVUS搭載版VISIWAVEの臨床使用と有用性

第43回日本胸部外科学会九州地方会総会
（2010年 7月, 福岡市）
12．尾辻 豊.
僧帽弁膜症における左室・僧帽弁連関の重要性.

第15回日本冠動脈外科学会学術大会
（2010年 7月, 大阪）
13．尾辻 豊.
モーションピクチャーシンポジウム：Keynote Lecture
虚血性僧帽弁逆流の基本機序と問題点.

日本超音波医学会 第20回九州地方会学術集会
（2010年 10月, 長崎市）
14．中園朱実, 竹内正明, 芳谷英俊, 加来京子, 坂本恭子, 荒谷 清, 大田俊行, 尾辻 豊.
僧帽弁逸脱症に合併した左上大静脈遺残を経食道心エコーで同時に描出し得た一例.
15．夕川佐和美, 竹内正明, 芳谷英俊, 春木伸彦, 大谷恭子, 加来京子, 中園朱実, 荒谷 清, 大田俊行,
尾辻 豊.
心アミロイドーシスにおける2Dスペクルトラッキング法を用いた左室局所心機能の評価.
16．桑木 恒, 竹内正明, 加来京子, 春木伸彦, 芳谷英俊, 尾辻 豊.
巨大左房内血栓に対して抗凝固療法が著効した一例.

第４回九州臨床工学会
（2010年 10月, 長崎）
17．春木伸彦.
ランチョンセミナー: 心不全に対する陽圧換気療法
トCSの可能性〜
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〜急性期から慢性期におけるオートセッ

CVIT2010 九州地方会ライブ
（2010年 11月, 福岡）
18．園田信成
ショートレクチャー: DESによる慢性血管反応をIB-IVUSで診る.
19．園田信成
イブニングセミナー: DES留置後の再狭窄の画像診断を各モダリティから検討する.
20．園田信成
ライブコメンテーター

日本内科学会：291回九州地方会
（2010年 11月, 鹿児島）
21．樫山国宣, 津田有輝, 岩瀧麻衣, 大江学治, 村岡秀崇, 園田信成, 岡﨑昌博, 尾辻 豊.
PCI後に心破裂を来たし死亡したvery late stent thrombosisによる急性心筋梗塞の1剖検例.
-冠動脈イメージングと病理所見による検討-

第110回日本循環器学会近畿地方会
（2010年 11月, 京都）
22．尾辻 豊.
学生と研修医のための循環器学基礎セミナー.
｢心エコー」「心血管ハンズオンセミナー」

第52回日本顕微鏡学会九州支部総会
（2010年 12月, 福岡）
23．森本景之, 寺町順平, 馬場良子, 中俣潤一, 土肥良秋, 羽地達次.
RANKL刺激による破骨細胞分化におけるPKRの役割.

第109回日本循環器学会九州地方会
（2010年 12月, 長崎）
24．南口 仁, 安部治彦, 河野律子, 荻ノ沢泰司, 長友敏寿, 尾辻 豊.
低位心房中隔ペーシングにおける Far-Field R Wave（FFRW）の発生要因と予防に関する検討 .
25．今村香奈子, 津田有輝, 村岡秀崇, 園田信成, 岡﨑昌博, 尾辻 豊.
偏心性狭窄に留置されたBare Metal Stent の再狭窄にバルーン拡張術を施行し、冠動脈穿孔
を来たした一例.
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26．今村香奈子, 樫山国宣, 加来京子, 春木伸彦, 芳谷英俊, 園田信成, 竹内正明, 岡﨑昌博, 尾辻 豊.
リアルタイム3次元経食道心エコー検査にて心房リードに付着した血栓と左房内血栓を同時に
描出しえた一症例.
27．渡部太一, 原田 敬, 林 克英, 岩瀧麻衣, 長谷川 潤, 鈴木義之, 太﨑博美.
興味あるIVUS所見を呈した解離性大動脈瘤に合併した両側腎動脈狭窄の一例.
28．鈴木義之, 原田 敬, 林 克英, 岩瀧麻衣, 長谷川
PALMAZ Genesisの慢性期治療成績.

潤, 渡部太一, 太﨑博美.

29．岩瀧麻衣, 原田 敬, 林 克英, 長谷川 潤, 渡部太一, 鈴木義之, 太﨑博美.
甲状腺機能亢進症に合併した右心不全の一例.
30．高津博行, 永田泰史, 穴井玲央, 黒田智寛.
Cutting balloon使用後にステントの延長を認めた一例.

▪
▪

▪

10．研 究 会（国際）

▪

Second Annual Meeting of Kitakyushu-Seoul Echocardiography Meeting
（2010年 11月, Seoul, Korea）
１．0tsuji Y.
Importnace of left ventriculo-mitral valve interaction in mitral valve diseases.
２．Haruki N.
Beneficial impact of adaptive servo-ventilation on left ventricular and atrial mechanics in
patients with congestive heart failure.
３．Iwataki M.
3D transesophageal echocardiographic recognition of mobile mass protruding into the left
main coronary orifice in a patient with aortic stenosis.
４．Kaku K.
Assesment of aortic valve annulus size and shape using real-time 3D transesophageal
echocardiography.

▪
▪

▪

11．研 究 会（全国）

▪

第29回分子病理学研究会
（2010年 7月, つくば）
１．森本景之, 馬場良子, 佐藤永洋, 中俣潤一, 土肥良秋, 羽地達次.
消化管上皮における二本鎖RNA依存プロテインキナーゼ（PKR）の局在.
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