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大原美奈子、久保元基、松本健祐、

吉鷹秀範、大江 透 

第106回日本循環器学会中国・四

国地方会 2015年6月 松山 

 

当院での急性心筋炎における劇症化因子

の検討 

吉村真吾 

第106回日本循環器学会中四国地

方会 2015年6月 松山 

 

TEVAR後に大動脈食道瘻を生じた1例 

小林 誠、杉本 央、津野田雅敏 

第124回日本医学放射線学会中

国・四国地方会 2015年6月 山

口 

 

心臓血管外科手術におけるオートセット

CSと心臓リハビリテーションの活用 

平岡有努 

第21回日本心臓リハビリテーシ

ョン学会学術集会 ランチョンセ

ミナー 2015年7月 福岡 

 

ペーシングカテーテルにて右室穿孔を合

併しTAVIからAVRへconversionした1症例 

鈴木康太、近沢元太、平岡有努、

鎌田康彦、吉田俊伸、山本桂三、

坂口太一、吉鷹秀範 

第6回日本経カテーテル心臓弁治

療学会学術集会  JTVT 2015 

2015年7月 東京 

ビデオライブ SFA CTOに対する治療戦略

コメンテーター 

山本桂三 

CVIT 2015 2015年7月 福岡 

 

IVUSコメンテーター 

廣畑 敦 

TOPIC 2015年7月 東京 

 

FFR Maximum Utilizationコメンテーター 

廣畑 敦 

TOPIC 2015年7月 東京 

 

Successful Endovascular therapy case 

of iliac CTO using mirocatheter to 

perform bidirectional approach. 

吉岡 亮 

Tokyo Percutaneous Cardiovascular 

Intervention Conference 2015 2015

年7月 東京 

 

当院におけるASV治療の現況と取り組み 

吉田俊伸 

第21回日本心臓リハビリテーシ

ョン学会学術集会 2015年7月 

福岡 

 

地域包括ケアにおける取り組み 

吉田俊伸 

第21回日本心臓リハビリテーシ

ョン学会学術集会 2015年7月 

福岡 

 

Initial Procedual and Clinical Results 

of ELCA in our institution. 

三宅祐一 

CVIT2015 2015年7月 福岡 

 



業  績 

 

Long ‐ term Outcomes of Successful 

Chronic Total Occlusion Precutaneous 

Coronary Interventions. 

松本健佑 

CVIT2015 2015年7月 福岡 

 

Relationship between the coronary 

artery calcification and Cardio ‐

ankle Vascular Index （CAVI）. 

吉岡 亮 

CVIT2015 2015年7月 福岡 

 

Impact of EPA/AA ratio on presence of 

coronary slow flow/ no reflow in 

patients with acute myocardial 

infarction. 

吉村真吾 

CVIT2015 2015年7月 福岡 

 

Efficacy of DCB and DES for the 

treatment of ISR． 

川内崇矢 

CVIT2015 2015年7月 福岡 

 

Efficacy and Safety of Minimal  

New Oral Anticoagulants Interruption 

Strategy in Patients Undergoing  

Atrial Fibrillation Ablation. 

大原美奈子 

第30回不整脈学会総会 2015年7

月 京都 

 

ステントリバースカートを用いて成功し

た右冠動脈CTOの1例 

三木知紀 

第 22回 CVIT中国四国地方会 

2015年7月 岡山 

 

腕頭動脈の偽腔破裂を伴った急性A型大

動脈解離の1例 

田村健太郎、木原一樹、平岡有努、

都津川敏範、近沢元太、石田敦久、

坂口太一、吉鷹秀範 

日本血管外科学会中国四国地方会

2015年8月 高知 

 

巨大肺動脈瘤に対して、人工血管置換術

を施行した1例 

前田和樹、田村健太郎、平岡有努、

都津川敏範、近沢元太、石田敦久、

坂口太一、吉鷹秀範 

日本血管外科学会中国四国地方会 

2015年8月 高知 

 

ライブコメンテーター 

廣畑 敦 

CVIT 2015年8月 福岡 

 

大血管術後のASV使用の有用性の検討 

鈴木康太、平岡有努、野上晋作、

有馬誠二、高杉佳利子、川口 恵、

吉沢祐子、都津川敏範、田村健太

郎、近沢元太、石田敦久、坂口太

一、吉鷹秀範 

心不全ASVリサーチ・フォーラム

第3回学術集会 2015年9月 大

阪 

 

左室内血栓に対する内視鏡補助下右小開

胸経左房血栓除去の経験 

鈴木康太、坂口太一、平岡有努、

田村健太郎、都津川敏範、近沢元

太、石田敦久、吉鷹秀範 

第 90回中国四国外科学会総会 

2015年9月 岡山 

 



業  績 

 

心臓術後におけるオートセットCSの血行

動態への影響 

平岡有努 

心不全ASVリサーチ・フォーラム

第3回学術集会（ワークショップ）

2015年9月 大阪 

 

インスリン療法を適正に行うために必要

な指導ポイント 

清水一紀 

第4回くすりと糖尿病学会  シン

ポジウム 2015年9月 新潟 

 

心不全診断における心エコー図の役割 

林田晃寛 

日本超音波学会中国地方会 

2015年9月 広島 

 

ASV導入における当院の工夫 

林田晃寛 

第3回ASV学術集会 2015年9月 

大阪 

 

ロータブレーターを用いたPCI中にロー

タワイヤーの断裂と冠動脈穿孔を合併し

た1症例 

西田 剛 

第22回日本心血管インターベン

ション治療学会 2015年9月 岡

山 

 

血管内治療について 

石田敦久 

第56回日本脈管学会総会・日本動

脈硬化学会共催 第15回診断技

術向上セミナー 2015年度第３

回血管無侵襲診断セミナー 教育

講演2015年10月 東京 

僧帽弁形成術へのアプローチ  MICS or 

Conventional 

坂口太一 

第68回日本胸部外科学会定期学

術 集 会 （ Debate セ ッ シ ョ ン 

Keynote lecture） 2015年 10月 

神戸 

 

僧帽弁置換術の運針の基本 

坂口太一 

CCT2015 surgical 2015年10月 

神戸 

 

Live Demonstration 2 コメンテーター 

都津川敏範 

CCT 2015 Surgical 2015年10月 

神戸 

 

Sternotomy is the preferred approach 

for multi-vessel CABG. 

坂口太一、都津川敏範、田村健太

郎、 平岡有努、近沢元太、吉鷹秀

範 

第68回日本胸部外科学会定期学

術 集 会 （ Debate セ ッ シ ョ ン

Debater） 2015年10月 神戸 

 

Minimally invasive aortic valve 

replacement using stented prostheses. 

都津川敏範 

第68回日本胸部外科学会定期学

術 集 会 （ Debate セ ッ シ ョ ン

Debater） 2015年10月 神戸 

 

高齢者ASに対する肋間開胸MICS AVRの妥

当性 

都津川敏範、杭ノ瀬昌彦、坂口太

一、平岡有努、田村健太郎、近沢



業  績 

 

元太、吉鷹秀範 

第68回日本胸部外科学会定期学

術集会 2015年10月 神戸 

 

長期成績から見た血管内治療時代におけ

る高齢者に対する至適弓部大動脈治療戦

略 

平岡有努、近沢元太、都津川敏範、

田村健太郎、坂口太一、吉鷹秀範 

第68回日本胸部外科学会定期学

術 集 会 （ Debate セ ッ シ ョ ン

Debater） 2015年10月 神戸 

 

医原性仮性動脈瘤に対する超音波ガイド

下圧迫法の有用性 

石田敦久、前田和樹、坂口太一、

都津川敏範、近沢元太、鈴木康太、

平岡有努、田村健太郎、入澤友輔、

津島義正、吉鷹秀範 

第56回日本脈管学会総会 2015

年10月 東京 

 

AS に 合 併 し た Severe MR に 対 し て

transaortic edge to edge repairを施

行した1症例 

鈴木康太、坂口太一、平岡有努、

田村健太郎、都津川敏範、近沢元

太、石田敦久、吉鷹秀範 

CCT2015 Surgical 2015年10月 

神戸 

 

MICS AVRで人工弁周囲逆流が制御できず，

正中切開コンバートとなった悔やまれる

1例 

都津川敏範、坂口太一、平岡有努、

田村健太郎、吉鷹秀範 

CCT2015 Surgical 2015年10月 

神戸 

心血管病と糖尿病薬物療法～今我々にで

きる事～ 

清水一紀 

日本糖尿病学会中国四国地方会 

ランチョンセミナー 2015年10

月 米子 

 

心不全教育入院の有用性 

鍵山暢之 

第19回日本心不全学会学術集会 

2015年10月 大阪 

 

PCIライブ IVUSコメンテーター 

廣畑 敦 

CCT 2015年10月 神戸 

 

IVUS workshop． 

廣畑 敦 

CCT 2015 2015年10月 神戸 

 

A case of Rotawire Fracture during 

Rotational Atherectomy with Coronary 

Perforation. 

西田 剛 

CCT 2015 2015年10月 神戸 

 

低血糖が誘因となりたこつぼ型心筋症を

発症したと考えられた糖尿病の1例 

岡 美江 

日本糖尿病学会中国四国地方会第

53回総会 2015年10月 米子 

 

多量のインスリン投与でもコントロール

不良な2型糖尿病へのビクトーザ併用の

効果 

岡 美江 

日本糖尿病学会中国四国地方会第

53回総会 2015年10月 米子 



業  績 

 

若き臨床外科医 この会創る 

   榊原 宣 

   第77会日本臨床外科学会総会特

別講演 2015年11月 福岡 

 

インスリン調整プログラム 

清水一紀 

第31回日本糖尿病・妊娠学会 ラ

ンチョンセミナー 2015年11月 

東京 

 

当院における2型糖尿病患者に対する選

択的SGLT2阻害剤イプラグリフロジンの

臨床効果の検討 

高森愛子、清水一紀、森田孝子 

第25回日本医療薬学会年会 

2015年11月 横浜 

 

心筋炎に対する心肺補助循環装置の使用

経験 

松本健佑 

第 53回日本人工臓器学会大会 

2015年11月 東京 

 

Pull through techniqueに て TA‐

TAVIを施行した1例 

鎌田康彦 

第107回日本循環器学会中国地方

会 2015年11月 広島 

 

腎動脈狭窄に対するステント治療の改善

予測因子の検討 

吉岡 亮 

第107回日本循環器学会中国地方

会 2015年11月 広島 

 

複雑に吻合されたre‐CABG後のgraft狭

窄にGEAを介してPCIを行った1例 

吉村真吾 

第107回日本循環器学会中国地方

会 2015年11月 広島 

 

失神症状を伴う心房細動に対するカテー

テルアブレーションについて 

松本健佑 

第107回日本循環器学会中国地方

会 2015年11月 広島 

 

ホッケー中に心肺停止した多枝冠攣縮性

狭心症の1例 

川内崇矢 

第107回日本循環器学会中国地方

会 2015年11月 広島 

 

MICS AVR に 併 せ て 行 う transaortic 

mitral decalcification 

都津川敏範、坂口太一、平岡有努、

田村健太郎、近沢元太、吉鷹秀範 

第6回日本心臓弁膜症学会 2015

年12月 東京 

 

僧帽弁膜症における3Dエコーの有用性 

林田晃寛 

第6回日本弁膜症学会 2015年12

月 東京 

 

320列CTと経食道超音波検査における卵

円孔開存描出能の比較検討 

杉本 央、小林 誠、津野田雅敏 

第125回日本医学放射線学会中国

四国地方会 2015年12月 高知 

 

貫通用デバイスの使用経験 

石田敦久、近沢元太、都津川敏範、

津島義正、坂口太一、田村健太郎、

前田和樹、入澤友輔、松下 弘、



業  績 

 

鈴木康太、平岡有努、吉鷹秀範 

せとうち心臓血管外科セミナー

2015年1月 岡山 

 

TAVI困難な高齢者AS症例に対する、右肋

間小開胸MICS AVRとtransaortic mitral 

decalcification 

都津川敏範、坂口太一、平岡有努、

田村健太郎、近沢元太、吉鷹秀範

第24回岡山心臓血管外科手術手

技研究会 2015年1月 岡山 

 

心疾患周術期における血糖管理の新手法 

清水一紀 

第16回兵庫糖尿病トータルケア

研究会 2015年2月 神戸 

 

EVTライブデモンストレーション1コメン

テーター 

山本桂三 

Japan Endovascular Treatment 

Conference 2015 2015年2月 福

岡 

 

エコーラボによる、末梢血管疾患のスク

リーニング 

山本桂三 

第13回下肢の創傷治療を考える

会 2015年2月 高松 

 

The Renaissance of Renal Artery 

Stenting after CORAL trial Life after 

ASTRAL ，CORAL trial これまでの腎動脈

ステント術の概略と解説 

山本桂三 

Japan Endovascular Treatment 

Conference 2015 2015年2月 福

岡 

Endovascular management for isolated 

spontaneous dissection of the 

superior mesenteric artery. 

吉岡 亮 

Japan Endovascular Treatment 

Conference 2015  2015年 2月 

福岡 

 

正直に言って腎ステントはどうなんだ？

‐VERDICT試験に深く参加して‐ 

吉岡 亮 

Japan Endovascular Treatment 

Conference 2015  2015年 2月 

福岡 

 

弁膜症疾患に対する低侵襲治療 MICSか

らTAVIまで 

坂口太一 

岡山ろうさい病院循環器研究会 

2015年3月 岡山 

 

MICSの標準化をめざして 

坂口太一 

第11回関西弁膜症心筋症研究会 

2015年3月 大阪 

 

コメディカルに求められる療養指導のス

キル 

清水一紀 

第2回Diabetes Meeting 2015年

3月 岡山 

 

冠動脈カテーテル治療の歴史を振り返る

～動脈硬化疾患のカテーテル、内服治療

についてOLIVUS試験など最新の話題も踏

まえて 

廣畑 敦 



業  績 

 

Cardiology Forum in KOFU～冠

動脈疾患への新たな挑戦～ 

2015年3月 甲府 

 

身体所見で心臓を知る 

林田晃寛 

第3回循環セミナー 2015年3月 

岡山 

 

FFRで有意狭窄なしと判断したが、1ヵ月

後に不安定狭心症となった1例 

吉岡 亮 

2015 FFR Workshop in Japan 

2015年3月 箱根 

 

カテーテルアブレーションが有効であっ

た肺動脈起源の多発性心室性期外収縮の

1例 

大原美奈子 

第 22回中国四国不整脈研究会 

2015年3月 岡山 

 

心尖部の形態評価に心臓MRIが有用であ

った1例 

松本健佑 

岡山心血管研究会 2015年3月 

岡山 

 

外科から内科にお願いしたいこと 

坂口太一 

Heart Valve Conference 2015

年4月 東京 

 

MICS-CABGの実際 

坂口太一 

鳥取心臓血管胸部外科フォーラム 

2015年4月 鳥取 

 

不安定プラークを多量に認める病変への

PCI 

廣畑 敦 

KCJL2015 2015年4月 京都 

 

エントリーの同定に冠動脈CTが有用であ

った慢性完全閉塞病変の1例 

大原美奈子 

KCJL2015 2015年4月 京都 

 

TF‐TAVI中にガイドワイヤーによる左室

穿孔を来した1例 

鎌田康彦 

弁膜症のカテーテル治療研究会 

2015年4月 岡山 

 

ポスターセッション（ACS） 

森川喬生 

KCJL2015 2015年4月 京都 

 

薬剤溶出性ステント留置後3日で発症し、

血 小 板 不 応 性 を 認 め た sub acute 

thrombosisの1例 

辛島千尋 

KCJL2015 2015年4月 京都 

 

Bentall手術後3ヵ月で発症した急性下壁

心筋梗塞の1例 

松本健佑 

KCJL2015 2015年4月 京都 

 

とことんマニアックにSHD course 

吉鷹秀範 

第32回小倉ライブ コメンテー

ター 2015年5月 小倉 

 

大腿動脈穿刺部位から総腸骨動脈まで閉

塞 し て い る long CTO に 対 し て



業  績 

 

bidirectional EVTをどのように行った

か 

吉岡 亮 

第7回中国地区血管内治療研究会 

2015年5月 岡山 

 

糖尿病と心臓病の連関 

清水一紀 

Diabetes Symposium in Shiga 

2015 2015年6月 草津 

 

運動負荷による大動脈弁位生体弁の圧較

差の変化 

鍵山暢之 

第 1回負荷心エコー図研究会 

2015年6月 東京 

 

Meeting the experts 心臓外科医として

30代で何を学び、何をしておくべきか？ 

坂口太一 

第20回日本AHVS/OPCAB研究会 

2015年7月 京都 

 

確実にMICSを始めるための患者選択と手

術の工夫 

坂口太一 

広島弁膜症フォーラム 2015年7

月 広島 

 

ハイブリッド外科医が行う大動脈瘤治療 

吉鷹秀範 

大動脈瘤アンカレッジ 2015 

2015年7月 横浜 

 

IVUS、OCTコメンテーター 

廣畑 敦 

iPOP PCI ライブ 2015年7月 

和歌山 

腎機能障害合併難治性高血圧症例の降圧

療法 

廣畑 敦 

第1回OKAYAMA臨床高血圧フォ

ーラム 2015年7月 岡山 

 

特発性上腸間膜動脈解離による腸管虚血

に対し、緊急上腸間膜ステント留置術を

施行した1例 

吉岡 亮 

第11回岡山心血管イメージング

研究会 2015年7月 岡山 

 

特発性冠動脈解離をIVUS、OCTで観察し得

た1例 

松本健佑 

中国四国血管内視鏡研究会 

2015年7月 松山 

 

Tough&Excellent case. 

森川喬生 

Tokyo Percutaneous Cardiovascular 

Intervention Conference 2015  

2015年7月 東京 

 

若手医師コメンテーター 

森川喬生 

Tokyo Percutaneous Cardiovascular 

Intervention Conference 2015 

2015年7月 東京 

 

Tertiary mitral regurgitation

における弁葉面積の変化 

鍵山暢之 

第16回先進心血管エコー研究会

2015年8月 大阪 

 

TAVI時代のAVRを考える 



業  績 

 

都津川敏範 

第4回Valve Workshop 2015年9

月 宜野湾 

 

糖尿病性足病変に対する治療 ～潰瘍に

対する除圧，血行再建術，予防的手術～ 

石田敦久 

第1回岡山糖尿病合併症予防研究

会 2015年9月 岡山 

 

層（レイヤー）を意識したペースメーカ

ポケット作製：内科執刀医の助手として

参加したケースを振り返って 

津島義正 

第 49回ペーシング治療研究会

2015年9月 広島 

 

僧帽弁前尖に連続する石灰化を伴う重症

ASに対する当院の治療方針 

川内崇矢 

ストラクチャークラブジャパンラ

イブデモンストレーション 

2015年9月 東京 

 

IVUSとOCTの両方を施行した突発性冠動

脈解離の1例 

森川喬生 

第17回岡山OKAY‐IVUS研究会

2015年9月 岡山 

 

低侵襲手術の標準化をめざして 

坂口太一 

りんくう循環器ネットワーク研究

会 2015年10月 大阪 

 

病態に応じた糖尿病薬物治療を考える 

清水一紀 

第30回松山CDEオープンカンフ

ァレンス 2015年10月 松山 

 

多形性心室頻拍を生じた肺動脈起源心室

性期外収縮の1例 

大原美奈子 

第27回公開アブレーション研究

会 2015年10月 郡山 

 

突然死とイオンチャネル病 

大江 透 

第60回札幌心電図談話会 2015

年11月 札幌 

 

病態に応じた糖尿病最新治療 

清水一紀 

第4回実地診療における糖尿病治

療を考える会 2015年12月 堺 

 

By‐Hormonal theoryに基づいた糖尿病

薬物治療の実際 

清水一紀 

第2回新しい糖尿病治療を考える

会 2015年12月 岡山 

 

たこつぼ心筋症様の壁運動障害を呈し、

心室細動が初発であった心サルコイドー

シスの1例 

吉村真吾 

第28回心臓性急死研究会 2015

年12月 東京 



 

 
 

 

 

静脈疾患（深部静脈血栓症、肺梗塞につ

いて） 

石田敦久 

第273回プライマリケア懇話会 

2015年1月 岡山 

 

進化する低侵襲心臓手術 

都津川敏範 

第26回心臓病センター榊原病院

懇話会 2015年1月 岡山 

 

愛媛から発信し岡山で羽ばたく 

清水一紀 

岡山臨床疾患勉強会 2015年1月 

岡山 

 

糖尿病と心臓病の連関 

清水一紀 

New Topics in Diabetology 

2015年1月 郡山 

 

当院の心不全症例集 

林田晃寛 

地域連携懇話会 2015年1月 岡

山 

 

中心静脈圧と心不全 

林田晃寛 

サムスカカンファレンス 2015

年1月 下関 

 

HFpEFに対するASV療法の有用性 

鍵山暢之 

第 5 回 Okayama New Generation 

Conference 2015年1月 岡山 

 

心臓手術における低侵襲化の取り組み 

Tips and Pitfalls in MICS 

坂口太一 

第12回京阪神心外懇話会 2015

年2月 大阪 

 

心疾患周術期管理の実際 

清水一紀 

第49回糖尿病学の進歩 

2015年2月 岡山 

 

糖尿病と妊娠物語 

清水一紀 

第4回周南糖尿病連携医会 2015

年2月 徳山 

 

糖尿病と心臓病の連関 

清水一紀 

岡山糖尿病セミナー 2015年2月 

岡山 

 

Focus Liveコメンテーター 

山本桂三 

中国四国ライブ  in 倉敷 2015 

2015年2月 倉敷 

 

IVUSコメンテーター 

廣畑 敦 

中国四国ライブ  in 倉敷 2015 

2015年2月 倉敷 

講  演 
２０１５年 

 



業  績 

 

危険な不整脈の見方 

大江 透 

第4回心血管病連携カンファレン

ス 2015年2月 岡山 

 

カデュエット配合錠の有用性について 

三宅祐一 

第6回心疾患の診断と治療Up to 

date～岡山地域連携会～ 2015

年2月 岡山 

 

血管を護る～糖尿病の血管合併症をどの

ように診るか～ 

廣畑 敦 

プライマリ・ケアに活かす 心血

管疾患と糖尿病対策～エキスパー

トの視点～ 2015年3月 岡山 

 

SGLT2阻害剤をどのように使えばよいか

考える 

清水一紀 

米子 SGLT2阻害剤を考える会 

2015年3月 米子 

 

病態に合わせた糖尿病薬物治療を考える 

清水一紀 

糖尿病治療を語る会 2015年3月 

広島 

 

糖尿病と心臓病の連関 

清水一紀 

糖尿病と心臓病を考える会 

2015年4月 岡山 

 

1型糖尿病そのClinical entity 

清水一紀 

第4回Diabetesスキルアップセミ

ナー 2015年4月 岡山 

SGLT2阻害剤をどのように使えばよいか

考える 

清水一紀 

鳥取県東部糖尿病治療セミナー 

2015年4月 鳥取 

 

病態に合わせた糖尿病薬物治療を考える 

清水一紀 

綾歌地区医師会学術講演会 

2015年4月 綾歌 

 

糖尿病と心臓病の連関 

清水一紀 

心臓病と糖尿病について考える会 

2015年4月 江津 

 

日常遭遇する異常と正常の心電図 

林田晃寛 

Medical Salon in Okayama 

2015年4月 岡山 

 

当院におけるミカムロ配合錠BPの使用経

験 

西田 剛 

Medical Salon in Okayama 

2015年4月 岡山 

 

MICSの標準化をめざして 

坂口太一 

徳島赤十字病院院内勉強会2015

年5月 徳島 

 

切らずに治す心臓血管外科手術 

吉鷹秀範 

大塚製薬学術講演会 2015年5月 

観音寺 

 



業  績 

 

心血管イベント抑制と降圧療法の重要性

について～血圧変動にフォーカスを当て

て～ 

廣畑 敦 

高血圧領域  岡山TV/Web講演会 

2015年5月 岡山 

 

改めて考え直す心不全治療 専門医が考

える2型糖尿病治療とDPP4阻害剤の位置

づけ 

清水一紀 

心血管病ネットワーク 2015年5

月 岡山 

 

病態に合わせた糖尿病薬物治療を考える 

清水一紀 

光市医師会学術講演会 

2015年5月 光 

 

SGLT2阻害剤をどのように使えばよいか

考える 

清水一紀 

山県郡医師会学術講演会 2015

年5月 山県 

 

当院の心不全チームの現状 

林田晃寛 

心血管病Network 2015年5月 

岡山 

 

静脈疾患について 

石田敦久 

東広島地区医師会学術講演会 

2015年6月 広島 

 

TAVI（経カテーテル的大動脈弁置換術） 

吉鷹秀範 

第一三共  赤磐若手医師の会 

2015年6月 岡山 

 

循環器疾患 最近の話題 

廣畑 敦 

第5回病診連携循環器疾患懇話会 

2015年6月 岡山 

 

糖尿病と心臓病の連関 

清水一紀 

金沢市東地区糖尿病講演会 

2015年6月 金沢 

 

糖尿病と心臓病の連関 

清水一紀 

北九州糖尿病学術講演会 2015

年6月 北九州 

 

病態に合わせた糖尿病薬物治療を考える 

清水一紀 

高知糖尿病医療連携セミナー 

2015年6月 高知 

 

3Cの臨床 

清水一紀 

最近の糖尿病治療を考える会 

2015年6月 和歌山 

 

TECOS～2型糖尿病の心血管アウトカムに

対するシタグリプチンの影響～ 

清水一紀 

糖尿病ライブ＆臨床セミナー 

2015年6月 岡山 

 

病態に合わせた糖尿病薬物治療を考える 

清水一紀 

第10回きさいや南予CDE研修会 

2015年6月 宇和島 



業  績 

 

病態に合わせた糖尿病薬物治療を考える 

清水一紀 

安来市医師会学術講演会 2015

年6月 安来 

 

SGLT2阻害剤の臨床効果を検討する 

清水一紀 

勝山地区糖尿病病診連携セミナー 

2015年6月 勝山 

 

病態に合わせた糖尿病薬物治療を考える 

清水一紀 

三豊・観音寺市糖尿病学術講演会 

2015年6月 観音寺 

 

静脈疾患について 

石田敦久 

三原市医師会学術講演会 2015

年7月 三原 

 

MICSのステップアップ－MICS AVRに必要

な技術－ 

都津川敏範 

福岡大学講演 2015年7月 福岡 

 

抗血小板剤の今後の展望 

廣畑 敦 

第4回病診連携循環器疾患懇話会 

2015年7月 岡山 

 

当院におけるPCIの現状と課題～抗血小

板薬との併用療法の問題点も含めて～ 

廣畑 敦 

DTIを語る会 2015年7月 広島 

 

3C療法 

清水一紀 

第17回東備糖尿病療養指導セミ

ナー 2015年7月 瀬戸内 

 

経済性を考慮した薬物療法 

清水一紀 

東広島糖尿病実地臨床懇話会 

2015年7月 東広島 

 

インスリンポンプとCSII、SAPも含めて 

清水一紀 

第2回岡山糖尿病total Care web 

seminar lecture3  2015年 7月 

岡山 

 

グッとくるインスリン調整法 

清水一紀 

Insulin Expert Seminar 2015

年7月 京都 

 

不整脈治療の最近の考え方 

大江 透 

愛媛OCV 談話会  2015年 7月 

松山 

 

心不全を診断するには 

林田晃寛 

岡山市医師会循環器勉強会 

2015年7月 岡山 

 

当院における低侵襲大動脈弁置換術 

平岡有努 

第4回大阪大学外科学同窓会総会 

YIA授賞講演 2015年8月 大阪 

 

外科医からみたTAVI：榊原病院での取り

組み 

吉鷹秀範 



業  績 

 

第5回ストラクチャークラブ・ジ

ャパン 近畿中四国支部会学術講

演会 Special Lecture 2015年8

月 岡山 

 

経済性を考慮した薬物治療 

清水一紀 

第50回呉糖尿病勉強会 2015年8

月 呉 

 

なるほど納得血糖測定結果が示すもの 

清水一紀 

平成27年度島根県糖尿病療養指

導士の会研修会 2015年8月 浜

田 

 

学問のすすめ～糖尿病と動脈硬化～ 

清水一紀 

生活習慣病勉強会2.2会 2015年

9月 岡山 

 

糖尿病患者療養指導のスキル 

清水一紀 

百聞会 2015年9月 岡山 

 

妊娠前、妊娠中の血糖管理が大切なのは

何でだろう 

清水一紀 

第14回AWA DM.com（徳島1型糖

尿病の会） 2015年9月 徳島 

 

Non‐prolapse / non‐tethering Mitral 

regurgitationの特徴 

鍵山暢之 

阪大‐榊原病院ミーティング 

2015年9月 岡山 

 

当院におけるコンプラビン錠の使用経験

辛島千尋 

ATIS Forum in Okayama 2015

年9月 岡山 

 

重症肺動脈塞栓症に対してカテーテルに

よる血栓破砕・吸引術を施行した1例 

辛島千尋 

第5回岡山心臓病医療フォーラム

2015年9月 岡山 

 

By‐Hormonal theoryに基づいた糖尿病

薬物治療の実際 

清水一紀 

真庭市医師会学術講演会 2015

年10月 真庭 

 

心血管病と関連因子の再考 

清水一紀 

循環器・糖尿病連携セミナー 

2015年10月 岡山 

 

経済性を考慮した糖尿病薬物治療 

清水一紀 

Diabetes Meeting～糖尿病にお

ける病診連携を考える～ 2015

年10月 岡山 

 

周術期の血糖管理 

清水一紀 

地域でささえる糖尿病医療連携

（国立循環器病センター主催） 

2015年10月 大阪 

 

SAPはこうして使う 

清水一紀 

SAPCaravan高松 2015年10月 

高松 



業  績 

 

CGMの血糖変動をみて、どのようにインス

リン調整を行うか 

清水一紀 

兵庫医科大学勉強会 2015年10

月 西宮 

 

循環器疾患におけるβ遮断薬の役割 

   川内崇矢 

Medical Salon in Okayama（2nd）

2015年10月 岡山 

 

危険な心室期外収縮の見分け方と治療法 

大江 透 

北摂循環器セミナー 2015年10

月 大阪 

 

冠動脈疾患合併症例に対する抗凝固療法

をどうするか 

大原美奈子 

抗血栓療法と消化管障害のリスク

マネジメントを考える会 2015

年10月 岡山 

 

心血管イベント抑制と降圧療法の重要性

について 

廣畑 敦 

高血圧 FORUM  2015年 11月 

広島 

 

家庭医のために不整脈の見方と治療 

大原美奈子 

第7回face to face懇話会 2015年

11月 岡山 

 

僧帽弁血流速波形で分かること 

林田晃寛 

エコー淡路 2015年11月 淡路 

 

偽正常化パターンは心不全か？ 

林田晃寛 

エコー淡路 2015年11月 淡路 

 

心臓手術を理解する 

吉田俊伸 

第13回日本心臓リハビリテーシ

ョンスキルアップセミナー 

2015年11月 岡山 

 

Opening Remarks 

岡﨑 悟 

肝臓と糖尿病学術講演会 2015

年11月 岡山 

 

By‐Hormonal theoryに基づいた糖尿病

薬物治療の実際 

清水一紀 

美作医会学術講演会 2015年11

月 津山 

 

経済性を考慮した糖尿病薬物治療 

清水一紀 

倉敷生活習慣病を考える会 

2015年11月 倉敷 

 

心臓病センターにおける糖尿病チーム医

療 

清水一紀 

第 8回下関チーム医療研究会 

2015年11月 下関 

 

本当は怖い。間違えだらけの食事選び 

清水一紀 

中国中央病院糖尿病週間講演会 

2015年11月 福山 

 



業  績 

 

By‐Hormonal theoryに基づいた糖尿病

薬物治療の実際 

清水一紀 

Diabetes Skill up Seminar～経

口剤の組み合わせを考える～ 

2015年11月 岡山 

 

病態に合わせた糖尿病治療を考える 

清水一紀 

おおもとMC会 2015年11月 岡

山 

 

By‐Hormonal theoryに基づいた糖尿病

薬物治療の実際 

清水一紀 

百聞会 2015年11月 岡山 

 

症例検討１ この症例とどう考えるか？

～典型例を中心に～ 

吉岡 亮 

第 13 回 循 環 器 physical 

examination講習会 2015年11

月 神戸 

 

心タンポナーデの頸静脈波形 

林田晃寛 

第 13 回 循 環 器 physical 

examination講習会 2015年11

月 神戸 

 

Low flow low gradient ASにおけるMRの

重要性 

鎌田康彦 

瀬戸内心臓討論会 2015年11月 

山口 

 

心臓血管外科領域におけるオートセット

CSの有用性 

平岡有努 

東京城北地区ASVスモールミー

ティング 2015年12月 東京 

 

心血管イベント抑制と降圧療法の重要性

について 

廣畑 敦 

高血圧治療Workshop～症例から

考える降圧治療～ 2015年12月 

岡山 

 

在宅での心不全のみかた 

林田晃寛 

岡山在宅セミナー 2015年12月 

岡山 

 

心不全重症度評価のピットフォール 

   林田晃寛 

エコー九州 2015 2015年12月 

福岡 

 

急性心不全におけるdiuretic response

とその予測因子 

鍵山暢之 

心不全チーム医療を考える会 

2015年12月 岡山 

 

進化する糖尿病治療 

清水一紀 

倉敷生活習慣病を考える会 

2015年2月 倉敷 

 

進化する糖尿病 

清水一紀 

糖尿病治療について考える会 

2015年2月 岡山 

 



業  績 

糖尿病センターにおける糖尿病治療の現

状と課題 

岡﨑 悟 

べーリンガー社内講演会 2015

年6月 岡山 

病態に応じた糖尿病薬物治療を考える 

清水一紀 

石見糖尿病勉強会 2015年7月 

浜田 

心臓病の予防と治療 

吉岡 亮 

市民講演 2015年7月 岡山 

DPP4阻害薬の位置づけ 

岡﨑 悟 

第一三共外部講師研修会 2015

年8月 岡山 

TAVI（経カテ‐テル大動脈弁留置術）に

よる大動脈弁狭窄症の最新の治療法につ

いて 

山本桂三 

バイエル薬品社内講演会 2015

年9月 岡山 

心不全の身体所見 

林田晃寛  

救急隊セミナー  2015年 10月 

岡山 

動脈硬化をやっつけよう～カテーテルで

楽ちん治療～ 

山本桂三 

第16回岡山市民と医師会の集い”

シンポジウム”健康市民岡山21

「じょうずに延ばそう健康寿命～

医者がすすめる若さの保ち方～ 

2015年11月 岡山 




