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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第1回失神研究会
（2010年 7月, 東京）
２．河野律子, 安部治彦, 林 克英, 南口 仁, 荻ノ沢泰司, 長友敏寿, 尾辻 豊.
植え込み型ループレコーダーによりはじめて神経反射性失神と診断された一例.
３．安部治彦.
特別講演: 失神患者に出会ったら -ESCガイドライン2009に学ぶ-

第5回クリアランスギャップ研究会学術大会
（2010年 8月, 岡山）
４．椛島成利
穿刺、止血について.

第6回西日本血管機能研究会
（2011年 8月, 福岡）
５．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.

カテーテルアブレーション関連秋季大会2010
（2010年 10月, 東京）
６．荻ノ沢泰司.
WPW症候群に対する開心術22年後に心房内電気的隔離領域を伴うlower loop reentry.

第14回日本アクセス研究会
（2010年 10月, 山梨）
７．藤本陽子, 椛島成利, 中俣潤一, 古野由美, 柴田達哉, 柴田達哉, 清水順子, 芹野良太, 田村雅仁,
尾辻 豊.
大網巻絡の生じない、自由な出口部作成が可能なカテーテル（JBS-2スリット型セミロングカ
テーテル）の開発.
８．椛島成利, 櫻井和美, 今永純司, 高柳敦史, 木村亜希子, 潮下
田村雅仁, 尾辻 豊.
透析用穿刺針が実血液流量と透析効率に与える影響.
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敬, 柴田達哉, 芹野良太, 嶺

博之,

第17回九州血液血管研究会
（2010年 11月, 福岡）
９．村岡秀崇, 園田信成, 津田有輝, 岡﨑昌博, 尾辻 豊.
薬剤溶出性ステントがステント周囲組織へ与える影響.
–第一世代DESと第二世代DESの比較-

第44回ペーシング治療研究会
（2010年 12月, 名古屋市）
10．南口 仁, 安部治彦, 河野律子, 荻ノ沢泰司, 尾辻 豊.
上室性不整脈の検出に影響を与えるfar-field R wave oversensingの観点から心室ペーシング部
位を考える.
11．河野律子, 安部治彦, 南口 仁, 荻ノ沢泰司, 尾辻 豊.
DDIR modeにより反復性非リエントリー性室房同期が観察された洞不全症候群患者の一例.

第43回九州人工透析研究会総会
（2010年 12月, 鹿児島）
12．藤本陽子, 椛島成利, 大江学治, 中俣潤一, 古野由美, 柴田達哉, 鐘江 香, 田村雅仁, 尾辻 豊.
難治性腹水に腹水濃縮再静注療法が著効し血液維持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.
13．椛島成利, 久間昭寛, 古野由美, 柴田達哉, 柴田達哉, 清水順子, 芹野良太, 田村雅仁, 尾辻 豊.
自由な出口部作成が可能で大網巻絡を生じないカテーテル（JBS-2スリット型セミロングカ
テーテル）の臨床応用.

第５回心不全陽圧治療研究会
（2011年 2月, 東京）
14．春木伸彦.
左室同期不全による心不全に対するASV療法の可能性.

第16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
（2011年 3月, 東京）
15．椛島成利, 芹野良太, 柴田達哉, 田村雅仁, 尾辻 豊.
人工血管静脈側を伴走静脈に吻合すると早期狭窄を呈するのか？
16．椛島成利, 櫻井和美, 木村亜希子, 高柳敦史, 潮下 敬, 芹野良太, 嶺 博之, 田村雅仁, 尾辻
透析用穿刺針を変更すると実血液流量が増加し、透析効率が改善する.
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豊.

2009 年度

追加分
バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会
（2010年 3月, 東京）

17．椛島成利, 柴田達哉, 芹野良太, 坂東健一郎, 喜多村麻子, 穴井美樹, 田村雅仁, 尾辻 豊.
断裂に加え不完全拡張であったステントに対してコンクエストを用いて修復と再拡張が可能で
あった1症例.
18．椛島成利, 櫻井和美, 木村亜希子, 高柳敦史, 今永純司, 潮下 敬, 嶺
尾辻 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.

▪
▪

博之, 芹野良太, 田村雅仁,

▪

12．研究会（地方会）

▪

第15回大阪臨床不整脈カンファレンス
（2010年 4月, 大阪市）
１．南口 仁.
移植後ドナー心由来の心房頻拍に対するカテーテルアブレーションの経験.

第21回九州不整脈研究会
（2010年 7月, 福岡）
２．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におけるFar-Field R Wave（FFRW）sensing に関する先端電極間
距離の及ぼす影響.

第26回福岡心不全フォーラム
（2010年 7月, 福岡）
３．春木伸彦, 竹内正明, 尾辻 豊.
重症心不全患者に対するAdaptive servo-ventilation（ASV）療法の効果.

第12回福岡山口先端不整脈治療研究会
（2010年 9月, 小倉）
４．南口 仁.
Ventricular intrinsic preference （VIP）オプションによりＤＤＤペーシング中の1:1室房伝道
を抑制し得た間欠的房室ﾌﾞﾛｯｸの一例.
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第13回

産業医科大学循環器・腎臓病診連携の会
（2010年 9月, 北九州）

５．藤本陽子.
常染色体劣性遺伝を呈したAlport症候群の１例.
６．春木伸彦.
a難治性心不全症例に対しAdaptive servo-ventilation（ASV）が奏功した一例.

九州腎 Forum 2010
（2010年 9月, 福岡市）
７．古野由美.
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：骨髄由来細胞の関与.

第４回北九州循環器と睡眠の研究会
（2010年 10月, 北九州）
８．春木伸彦.
当院における心臓弁膜症患者の睡眠呼吸障害.

九州トランスラディアル研究会
（2010年 10月, 別府）
９．安部治彦.
ICD患者の管理と指導.

第3回福岡心血管リスクフォーラム
（2010年 10月, 福岡市）
10．河野律子.
失神の鑑別診断における植込み型ループレコーダーの使用経験.

第17回九州血液・血管研究会
（2011年 11月, 福岡）
11．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がステント周囲組織へ与える影響.
- 第一世代DESと第二世代DESの比較 -
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第7回大淀川セミナー
（2010年 11月, 福岡市）
12．藤本陽子.
抗GBM抗体とMPO-ANCAが陽性であった急速進行性糸球体腎炎の一例.

第392回内科合同クリニカルカンファレンス
（2010年 11月, 北九州市）
13．藤本陽子.
難治性腹水の管理におけるアフェレシス療法の利用.
14．椛島成利.
腹水濃縮再静注療法が着効した症例.

Daiichi-Sankyo循環器シンポジウム2011 心不全Up-to-date in
（2011年 1月, 福岡）
15．春木伸彦.
CKD合併心不全に対するカルペリチドの効果.

第14回

産業医科大学循環器・腎臓病診連携の会
（2011年 1月, 北九州市）

16．大江学治.
冠動脈バイパス術から7年後に僧帽弁形成術を施行した1例.
17．長谷川恵美.
急性リチウム中毒の1例.

第２回アクセス匠会
（2011年 1月, 東京）
18．椛島成利.
良い腹膜アクセスとは？、PDカテーテルの開発.

Kyushu APES キャンプ
（2011年 2月, 熊本）
19．椛島成利.
腹膜透析手術トレーニングキャンプインストラクター
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第6回九州・沖縄腎カンファレンス
（2011年 3月, 福岡市）
20．中俣潤一, 田村雅仁, 椛島成利, 芹野良太, 鐘江 香, 柴田達哉, 古野由美, 長谷川恵美,
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.

2009 年度

追加分
第11回産業医科大学循環器・腎臓病診連携の会
（2010年 1月, 北九州市）

21．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.

腎疾患カンファレンス
（2010年 2月, 北九州市）
22．古野由美.
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.

実地臨床家のための降圧療法総合セミナー
（2010年 3月, 北九州市）
23．宮﨑三枝子.
中高度腎機能障害合併高血圧例における長時間作用型Ca拮抗薬アゼルニジピンの効果.

▪
▪

13．講

演

▪
▪

１．尾辻 豊.
左室・僧帽弁関連：日常見る僧帽弁異常のキーポイント
1st Cardiovascular Echo Academy（2010年 4月, 宇部）
２．春木伸彦.
重症心不全患者に対するASV療法 〜心機能に与える急性効果と慢性効果〜
オートセットCS発売二周年記念講演会 （2010年 4月, 名古屋）
３．園田信成.
IB-IVUS搭載VISIWAVEの臨床使用ならびにその有用性について
小倉ライブ2010 ランチョンセミナー （2010年 5月, 北九州市）
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