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Late leakage from four-branch 

prosthetic graft after total aortic 

arch repair． 

Hiraoka A, Chikazawa G, 

Sakaguchi T,  Yoshitaka H. 

Eur J Cardiothorac Surg. 2016; 

49: 31-32 

 

Re-expansion pulmonary oedema after 

minimally invasive cardiac surgery 

with right mini-thoracotomy． 

I r i s a w a  Y , H i r a o k a  A ,  

Totsugawa T, Chikazawa G, 

Nakajima K, Tamura K, 

Yoshitaka H,  Sakaguchi T. 

Eur J Cardiothorac Surg. 2016; 

49: 500-505 

 

A Left Ventricular Thrombus in a 

Patient With Primary Antiphospholipid 

Syndrome Removed Under Thoracoscopic 

Support． 

S u z u k i  K , T o t s u g a w a  T , 

Hiraoka A, Tamura K, 

Chikazawa G, Ishida A, 

Sakaguchi  T,  Yoshitaka H. 

Ann Thorac Surg. 2016; 10: 

e109-11 

 

Hypertrophic aortic branches can 

potentially cause critical problems 

during minimally invasive cardiac 

surgery． 

Totsugawa T, Sakaguchi T, 

H i r a o k a  A ,  I r i s a w a  Y , 

M a e d a  K ,  Y o s h i t a k a  H . 

Gen Thorac Cardiovasc Surg. 

2016; 64: 10-13 

 

A Case of Dissection and Rupture of the 

Innominate Artery in  Acute Type A 

Aortic Dissection． 

T a m u r a  K , K i h a r a  K ,  

Chikazawa G, Sakaguchi T,  

Yoshitaka H. Ann Vasc Dis. 

2016; 9: 117-119 

 

Minimally invasive mitral valve surgery  

through a right mini-thoracotomy． 

Sakaguchi T. 

Gen Thorac Cardiovasc Surg. 

2016; 64: 699-706 

 

Extended neochord weaving technique 

for degenerative mitral valve disease． 

Sakaguchi T. 

J Thorac Cardiovasc Surg. 2016; 

152: 1626-1628 

 

HotBalloon Ablation of the Pulmonay 

Veins for Paroxysmal AF． 

Ohe T 

論文発表 
２０１６年 

 



業  績 

 

J Am Coll Cardiolol. 2016; 68: 

2747-2757 

 

Activation Pattern of the Polymorphic 

Ventricular Tachycardia and Ventriular  

fibrillation on Body Surface Mapping 

in Patients with Brugada syndrome． 

Ohe T 

Cir J. 2016; 80: 1734-1743 

 

Prospective multi-center registry to 

evaluate efficacy and safety of the 

newly developed diamond-like carbon-coated 

cobalt-chromium coronary stent system． 

Ando K, Ishii K, Tada E, 

Kataoka K, Hirohata A, Goto K, 

Kobayashi K, Tsutsui H, 

Nakahama M, Nakashima H, 

Uchikawa S, Kanda J, Yasuda S, 

Yajima J, Kitabayashi H, 

Sakurai S, Nakanishi K, Inoue 

N, Noike H, Hasebe T, Sato T, 

Yamasaki M, Kimura T. 

Cardiovasc Interv Ther. 2016 

Jul 22 [Epub ahead of print] 

 

Efficacy and Accuracy of Novel 

Automated Mitral Valve Quantification:  

Three-Dimensional Transesophageal 

Echocardiographic Study． 

Kagiyama N, Toki M, Hara M, 

Fukuda S, Aritaka S, Miki T, 

Ohara M, Hayashida A, 

Hirohata A, Yamamoto K, 

Yoshida K. 

Echocardiography. 2016; 33: 

756-763 

 

Biodegradable polymer-based, argatroban-

eluting, cobalt-chromium stent (JF-04)  

for treatment of native coronary 

lesions: final results of the 

first-in-man study and lessons learned． 

Morino Y, Tobaru T, Yasuda S, 

Kataoka K, Tanabe K, Hirohata 

A, Kozuma K, Kimura T. 

EuroIntervention. 2016; 12: 

1271-1278 

 

Impact of symptom presentation on 

in-hospital outcomes in patients with 

acute myocardial infarction． 

Fujino M, Ishihara M, Ogawa H, 

Nakao K, Yasuda S, Noguchi T, 

Ozaki Y, Kimura K, Suwa S, 

Fujimoto K, Nakama Y, Morita T, 

Shimizu W, Saito Y, Hirohata A, 

Morita Y, Inoue T, Okamura A, 

Uematsu M, Ako J, Nakai M, 

Nishimura K, Miyamoto Y. 

J Cardiol． 2016 Nov 14 

 

若き臨床外科医この会創る  

榊原 宣 

若き臨床外科医この会創る 第77

回 臨床外科学会総会 特別講演

冊子. 

心臓病センター榊原病院・金原出版 

 

低侵襲僧帽弁手術における左心系脱気の

コツ 

坂口太一 

胸部外科. 2016; 69: 347 

 

MICS-CABGの現況と展望 

坂口太一 



業  績 

 

日本冠疾患学会雑誌 . 2016; 

2265-69 

 

左小開胸からの多枝OPCAB 

坂口太一 

日外会誌. 2016; 117: 130-135 

 

日本臨床外科学会雑誌の歴史－発刊から

戦時休刊まで－ 

榊原 宣 

日本臨床外科学会雑誌 . 2016; 

77(8):1869-1872 

 

右肋間小開胸による大動脈弁置換術 

都津川敏範 

胸部外科. 2016; 69: 618-621 

 

体外循環中における術野吸引血の特異的

サイトカイン活性化とその処理方法につ

いての検討 

村木亮介、永田和之、中島康佑、

大下智也、有道真久、坂口太一 

体外循環技術. 2016; 43: 13-18 

 

低侵襲心臓手術におけるマンニトール体

外循環中持続投与の効果 

村木亮介、永田和之、中島康佑、

増田未央、大下智也、有道真久、

都津川敏範、坂口太一 

体外循環技術. 2016; 43: 352-359 

 

特集 カテーテルを使った最新の治療 

閉塞性動脈硬化症・急性動脈閉塞に対す

るカテーテル治療 

山本桂三 

診 断 と 治 療 . 2016; 104: 

1173-1181 

 

妊娠成立と同時に急性発症を経験した2

症例 

清水一紀 

糖尿病. 2016; 59: 429-434 

 

周術期糖尿病管理～特に心臓手術に関し

て～ 

清水一紀 

新時代の臨床糖尿病学(下) 日本

臨床74巻増刊号. 2016; 702‐706 

 

妊娠に伴う糖尿病 

清水一紀 

Diabetic Frontier. 2016; 27: 

75-79 

 

ガイドライン外来診療2016 糖尿病 

清水一紀 

日経メディカル開発 . 2016; 

162-172 

 

1型糖尿病妊婦と2型糖尿病妊婦のケアの

違い 

清水一紀 

糖尿病診療マスター . 2016; 14: 

774-779 

 

糖尿病の検査値マスターガイド 心臓の

動脈硬化の程度を調べる検査 

清水一紀 

糖尿病ケア 2016 年秋季増刊 . 

2016; 168: 167-177 

 

胸部X線 

林田晃寛 

心エコーハンドブック . 2016; 

76-81 
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僧帽弁逆流 

林田晃寛 

心エコー. 2016; 17: 1054-1058 

 

Up date 2016 糖尿病の進歩SAP療法 

石川恵理、清水一紀 

糖尿病診療マスター . 2016; 14: 

56-59 

糖尿病患者説明シート 血糖測定のあれ

これ解決シート 

小林知子、清水一紀 

糖尿病ケア春季増刊. 2016; 161: 

210-214 

 

SMBGの現状と展望 2)SMBGの利点と注意

点‐活用の実際と精度管理‐ 

小林知子、清水一紀 

Diabetic Frontier;2016; 27: 

174-180 

当院でのSAP療法経験とSAP療法の今後の

展望 LGS(low glucose suspended)につ

いて 

石川恵理、清水一紀 

糖尿病診療マスター . 2016; 14: 

949-954 

 

大動脈瘤破裂・切迫破裂のCT診断－CTサ

イン、経時的変化、まれなCT所見－ 

津野田雅敏、杉本 央、小林 誠 

臨床放射線. 2016; 153-163 

 

胸部大動脈ステントグラフト内挿術後に

発症した吐血を伴わない大動脈食道瘻の

1例 

津野田雅敏、杉本 央、小林 誠 

心臓病センター榊原病院雑誌 . 

2016; 20: 15-19
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PCIライブデモンストレーション（パネリ

スト） 

廣畑 敦 

Asia PCR 2016年1月 シンガ

ポール共和国 シンガポール 

 

Case presentation. 

森川喬生 

Asia PCR 2016 2016年1月 シ

ンガポール共和国 シンガポール 

 

Successful Endovascular therapy case 

of iliac chronic occlusion using 

microcatheter instead of sheath and 

performed bidirectional approach． 

吉岡 亮 

Asia PCR 2016 2016年1月 シ

ンガポール共和国 シンガポール 

 

IVUSコメンテーター・PCIライブデモンス

トレーション 

廣畑 敦 

CIT2017 2016年3月 中国  

北京 

 

Functional Angioplasty（パネリスト）.

廣畑 敦 

TCT Asia Pacific  2016年4月 

韓国 ソウル 

 

Coronary Physiology and Myocardial 

Ischemia（パネリスト）． 

廣畑 敦 

TCT Asia Pacific  2016年4月 

韓国 ソウル 

 

ComplexPCI（コメンテーター） 

吉田俊伸 

TCTAP 2016 2016年4月 韓国 

ソウル 

 

Partial everting mattress method for 

easy and secure placing of annular 

sutures during minimally invasive 

aortic valve replacement. 

Totsugawa T,Sakaguchi T,Hiraoka A,

Tamura K,Yoshitaka H. 

ISMICS Annual Scientific 

Meeting 2016 2016年6月 カ

ナダ モントリオール 

 

Minimally invasive aortic valve 

replacement via right mini-thoracotomy 

for elderly patients with aortic 

stenosis. 

T o t s u g a w a  T , K u i n o s e  M ,

S a k a g u c h i  T , H i r a o k a  A ,

T a m u r a  K , Y o s h i t a k a  H . 

ISMICS Annual Scientific 

Meeting 2016 2016年6月 カ

ナダ モントリオール 

 

Comparison Between Transcatheter and 

Surgical Aortic Valve Replacement on 

the Basis of Effective Orifice Area in 

Patients with Severe Aortic Stenosis． 

学 会 発 表 
２０１６年 
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澤紙秀太 

ASE2016 2016年6月 アメリ

カ ワシントン 

 

Total arch replacement with elephant 

trunk technique and additional TEVAR 

for acute type I aortic dissection. 

Tamura K,Hiraoka A,Totsugawa T,

Chikazawa G,Sakaguchi T,Yoshitaka H 

Conference of  the German -

Japanese Society of Vascular 

Surgery 2016年8月 広島 

 

Impact of visit-to-visit variability 

of blood pressure and coronary 

atheroma changes by 3-D IVUS and 

subsequent cardiovascular events. 

Hirohata A,Yamamoto K,Ohara M,

H a y a sh i d a  A , Yo sh i o k a  R ,

N i s h i d a  T , M o r i k a w a  T ,

Karashima T,Togi K,Takushi H,

Ohe T. 

ESC Congress 2016 2016年8月 

イタリア ローマ 

 

Impact of Serum EPA/AA Ratio and 

In-stent Neoatherosclerosis:An Optical 

Coherence Tomography study. 

森川喬生 

ESC Congress 2016 2016年8月 

イタリア ローマ 

 

Less invasive approach for multivessel 

coronary artery disease. Hybrid 

coronary revascularization of 

multivessel MICS-CABG？ 

Sakaguchi T 

World Congress of ICS 2016年

10月 京都 

 

Concomitant resection of the left 

atrial appendage and tricuspid 

annuloplasty during minimally 

invasive aortic valve replacement. 

Kondo N,Totsugawa T,Hiraoka A,

Tamura K,Yoshitaka H,Sakaguchi T.  

ISMICS 2016 Winter Workshop 

2016年10月 京都 

 

Minimally invasive double valve 

replacement via right mini-thoracotomy.  

Totsugawa T,Hiraoka A,Tamura 

K,Yoshitaka H,Sakaguchi T. 

ISMICS 2016 Winter Workshop 

2016年10月 京都 

 

Minimally invasive aortic valve 

replacement and concomitant septal 

myectomy for the treatment of aortic 

stenosis with systolic anterior 

movement of the mitral valve. 

Totsugawa T,Hiraoka A,Tamura K,

Yoshitaka H,Sakaguchi T. 

ISMICS 2016 Winter Workshop 

2016年10月 京都 

 

Minimally Invasive Surgical Repair of 

Combined Right Ventricular Pseudoaneurysm

 and Atrial Septal Defect through 

bilateral mini-thoracotomies. 

Hari Y,Sakaguchi T,Hiraoka A,

T a m u r a  K , T o t s u g a w a  T ,

Chikazawa G,Yoshitaka H.  

ISMICS 2016 Winter Workshop 

2016年10月 京都 

 



業  績 

 

“ Reverse wire technique ”  using 

Multi-functional Probing Catheter was 

useful for Bifurcation Lesion. 

廣畑 敦 

ESC Congress 2016 2016年10

月 アメリカ ワシントンDC 

 

大腿動脈穿刺部直上から総腸骨動脈まで

閉塞しているlongCTO 

吉岡 亮 

Kochi EVT Workshop 2016 

2016年1月 高知 

 

左小開胸によるMICS-CABGの検討 

坂口太一、都津川敏範、田村健太

郎、 平岡有努、近沢元太、石田敦

久、吉鷹秀範 

第46回日本心臓血管外科学会学

術総会（シンポジウム） 2016年

2月 名古屋 

 

Surgical and conservative treatment 

for acute type A aortic dissection in 

octogenarians. 

近藤庸夫、田村健太郎、平岡有努、

都津川敏範、近沢元太、坂口太一、

吉鷹秀範 

第46回日本心臓血管外科学会学

術総会 2016年2月 名古屋 

 

人工血管感染の検討 

石田敦久、近沢元太、前田和樹、

平岡有努、入澤友輔、鈴木康太、

津島義正、田村健太郎、都津川敏

範、坂口太一、吉鷹秀範 

第46回日本心臓血管外科学会学

術総会 2016年2月 名古屋 

 

EVAR後の瘤拡大に対する外科的治療とそ

の中期成績 

吉鷹秀範、坂口太一、近沢元太、

平岡有努、田村健太郎、都津川敏

範、津島義正、石田敦久、入澤友

輔、鈴木康太、前田和樹 

第46回日本心臓血管外科学会学

術総会 2016年2月 名古屋 

 

TAVIの早期成績からみた重症大動脈弁狭

窄症に対する至適治療戦略と今後の展望 

近沢元太、平岡有努、鈴木康太、

入澤友輔、吉田俊伸、鎌田康彦、

山本桂三、石田敦久、田村健太郎、

都津川敏範、齋藤和也、坂口太一、

吉鷹秀範 

第46回日本心臓血管外科学会学

術総会（シンポジウム） 2016年

2月 名古屋 

 

コメンテーター 

坂口太一 

中四国心臓血管外科セミナー

2016年2月 岡山 

 

Presentation Award 1（コメンテーター）

山本桂三 

JET 2016 2016年2月 福岡 

 

共同企画ライブ2「BK」（コメンテーター） 

山本桂三 

JET 2016 2016年2月 福岡 

 

皮膚科、形成外科がない地域医療支援病

院におけるフットケア看護外来の立ち上

げ 

大賀由花、大宮照明、清水一紀 

第 11 回日本フットケア学会 



業  績 

 

2016年2月 神戸 

 

Electrical Storm症例の治療法と予後の

検討 

大原美奈子 

第8回植え込み型デバイス冬季大

会 2016年2月 小倉 

 

新規に生じた心房内伝導遅延を、心エコ

ー図併用下のペースメーカクリニックで

診断し、AV delay調整にて臨床症状の改

善をみた1例 

林田晃寛 

第8回植え込み型デバイス冬季大

会 2016年2月 小倉 

 

A case of stenting for left carotid 

artery bypass graft stenos is after 

TEVAR and debranching surgery. 

吉岡 亮 

JET 2016 2016年2月 福岡 

 

A success case of coil embolization to 

ruptured bronchial artery pseudoaneurysm

 with mediastinal hematoma and 

hemothorax． 

吉岡 亮 

JET 2016 2016年2月 福岡 

 

スクラブライブ1 Crosser（コメンテー

ター） 

吉岡 亮 

JET 2016 2016年2月 福岡 

 

コメンテーター 

山本桂三 

中国四国ライブ  in 倉敷 2016

年2月 倉敷 

IVUSコメンテーター・PCIライブデモンス

トレーション 

廣畑 敦 

中四国PCIライブデモンストレー

ション 2016年2月 倉敷 

 

Ultimasterの使用経験 

本条崇行 

termo講演会 2016年2月 岡山 

 

HMII植込み後駆動停止を来たし緊急ポン

プ交換にて救命し得た1例 

平岡有努、戸田宏一、仲村輝也、

宮川 繁、吉川泰司、福嶌五月、

齋藤俊輔、堂前圭太郎、澤 芳樹 

第44回人工心臓と補助循環懇話

会 2016年3月 宮城 

 

Rapid Inhibition of Platelet 

Aggregation with Loading Dose of 20 mg 

Prasugrel versus 300 mg Clopidogrel in 

Japanese Acute Myocardial Infarction 

Patients. 

吉岡 亮 

第80回日本循環器学会学術集会

2016年3月 仙台 

 

コメンテーター ライブデモンストレー

ション ライブ中継5 

廣畑 敦 

Friends PCI live  2016年 3月 

東京 

 

Impact of Serum EPA/AA Ratio and 

In-stent Neoatherosclerosis:An Optical 

Coherence Tomography study． 

森川喬生 

第80回日本循環器学会学術集会 



業  績 

 

2016年3月 仙台 

 

当院におけるPCI strategy 

西田 剛 

Domestic PCI Strategy Symposium

 in Okayama 2016年3月 岡山 

 

Case presentation. 

森川喬生 

岡山心血管造影研究会 2016年3

月 岡山 

 

慢性B型大動脈解離に対するTEVAR後急性

A型大動脈解離を発症した 

近藤庸夫、近沢元太、平岡有努、

田村健太郎、都津川敏範、石田敦

久、坂口太一、吉鷹秀範 

第 24回日本大動脈外科研究会 

2016年4月 大阪  

 

Minimally invasive approach can be a 

routine procedure for heart valve 

surgeries. 

坂口太一、都津川敏範 

第116回日本外科学会定期学術集

会（インターナショナルシンポジ

ウム） 2016年4月 大阪 

 

脈波伝達速度指標にて大動脈弁逆流の重

症度を予測する 

澤紙秀太 

第113回日本内科学会総会・講演

会 2016年4月 東京 

 

たこつぼ型心筋症様の臨床経過をたどり、

そのまま心尖部が瘤化した1例 

辛島千尋 

第 27 回日本心エコー図学会 

2016年4月 大阪 

 

胸部大動脈瘤治療（TEVAR,人工血管置換

術）後の左心-動脈カップリング変化の経

胸壁心エコー図による検討 

辛島千尋 

第 27 回日本心エコー図学会 

2016年4月 大阪 

 

右室壁運動障害が診断に有用であった重

症TCMの1例 

由利卓也 

第 27 回日本心エコー図学会 

2016年4月 大阪 

 

大動脈弁狭窄症における外科的及び経カ

テーテル的大動脈弁置換術の術後有効弁

口面積の比較検討 

澤紙秀太 

第 27 回日本心エコー図学会 

2016年4月 大阪 

 

弁膜症の再手術 

林田晃寛 

第 27 回日本心エコー図学会 

2016年4月 大阪 

 

IVUSコメンテーター PCIライブデモン

ストレーション 

廣畑 敦 

KCJL 2016年4月 京都 

 

Impact of Serum EPA/AA Ratio and 

In-stent Neoatherosclerosis:An Optical 

Coherence Tomography study. 

森川喬生 

中国地区心血管画像研究会 

2016年4月 岡山 



業  績 

 

日常臨床の正常心電図、異常心電図 

林田晃寛 

心電図サロン 2016年4月 岡山 

 

Contact Force Sensing Catheterが有効

であったWPW症候群の1例 

大原美奈子 

第 23回中国四国不整脈研究会 

2016年4月 高松 

 

大動脈弁のCT診断：自己弁、人工弁およ

び術前計測 

津野田雅敏、杉本 央、小林 誠

第75回日本医学放射線学会総会 

2016年4月 横浜  

 

弓部人工血管置換術後の人工血管リーク

に対するTEVAR実施例の検討 

大月優貴、平岡有努、田村健太郎、

都津川敏範、石田敦久、坂口太一、

近沢元太、吉鷹秀範 

第44回日本血管外科学会学術総

会 2016年5月 東京 

 

術後遠隔期合併症と追加治療介入の観点

からみたAAAの至適治療と今後の展望に

関する臨床的検討 

近沢元太、平岡有努、入澤友輔、

都津川敏範、石田敦久、田村健太

郎、坂口太一、吉鷹秀範 

第44回日本血管外科学会学術総

会 (シンポジウム ) 2016年5月 

東京 

 

偽腔開存型DeBakey I型急性大動脈解離

に 対 す る total arch replacement + 

elephant trunk techniqueと術後TEVAR

の早期介入 

田村健太郎、平岡有努、都津川敏

範、近沢元太、坂口太一、吉鷹秀

範 

第44回日本血管外科学会学術総

会（ポスター）2016年5月 東京 

 

ステントグラフト術後の瘤拡大に対する

簡便な外科的治療（3No法） 

吉鷹秀範、近沢元太、平岡有努、

田村健太郎、石田敦久、都津川敏

範、入澤友輔、前田和樹、鈴木康

太、近藤庸夫、大月優貴、土屋 豪、

波里陽介、坂口太一 

第44回日本血管外科学会学術総

会（ビデオセッション） 2016年

5月 東京 

 

カットダウンによるEVAR後の鼠径部合併

症0を目指して‐PEVARの導入‐ 

吉鷹秀範、近沢元太、平岡有努、

田村健太郎、石田敦久、都津川敏

範、坂口太一 

第44回日本血管外科学会学術総

会（ビデオプレゼーション） 

2016年5月 東京 

 

費用対効果でハイリスクは評価できる

か？ 

吉鷹秀範、近沢元太、平岡有努、

田村健太郎、石田敦久、都津川敏

範、坂口太一 

第44回日本血管外科学会学術総

会 2016年5月 東京 

 

当院における下肢潰瘍・壊疽病変を有す

る慢性透析症例に対する治療の検討 

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、
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前田和樹、平岡有努、吉鷹秀範 

第44回日本血管外科学会学術総

会（ポスター） 2016年5月 東

京 

 

切断を宣告された難治性糖尿病足潰瘍の

治療経験 

石田敦久、近沢元太、前田和樹、

横山佳代、中山孔美、池田陽子、

齋藤和也 

第8回日本下肢救済・足病学会学

術集会 2016年5月 東京 

 

心不全コントロールに難渋した拡張型心

筋症の1例 

由利卓也 

第114回日本内科学会中国地方会 

2016年5月 岡山 

 

重症大動脈弁狭窄症に対するCoreValve

使用の経験 

吉鷹秀範、近沢元太、山本桂三、

坂口太一、平岡有努、吉田俊伸、

川内崇矢、林田晃寛、石井智子、

津野田雅敏 

第108回日本循環器学会中国四国

合同地方会 2016年6月 松江 

 

一般講演8 症例報告 心脳関連疾患 

debranching TEVAR後、左総頚動脈バイパ

ス狭窄にステントを留置した1例 

山本桂三 

第3回日本心血管脳卒中学会学術

集会 2016年6月 東京 

 

イメージングコメンテーター PCIライ

ブデモンストレーション 

廣畑 敦 

 iPOPライブデモンストレーショ

ン 2016年6月 和歌山 

 

右上大静脈欠損型左上大静脈遺残を合併

した徐脈頻脈症候群に対してペースメー

カー植え込み術を施行した1例 

松本健佑 

第108回日本循環器学会中国・四

国合同地方会 2016年6月 島根 

 

急性冠症候群に類似した症状で発症した、

特発性縦隔型気管支動脈瘤破裂の1例 

吉岡 亮 

第7回中国地区血管内治療研究会 

2016年6月 岡山 

 

診断に難渋した血栓化した偽腔をほとん

ど伴わないULP型大動脈解離の2例 

小林 誠、杉本 央、津野田雅敏 

第126回日本医学放射線学会中国

四国地方会 2016年6月 広島 

 

コメンテーター 

坂口太一 

日本低侵襲心臓手術学会 2016

年7月 大阪 

 

当院におけるRITA-RA I composite graft

を用いたCABGの早期成績 

田村健太郎、平岡有努、都津川敏

範、近沢元太、坂口太一、吉鷹秀

範 

第21回日本冠動脈外科学会総会 

2016年7月 福岡 

 

多枝病変に対する低侵襲外科治療戦略

-Hybrid or 多枝MICS-CABG ?‐ 

坂口太一、都津川敏範、田村健太
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郎、平岡有努、近沢元太、石田敦

久、吉鷹秀範 

第21回日本冠動脈外科学会総会

（ワークショップ） 2016年7月 

福岡 

 

Therapeutic Strategy for severe AS 

complicated with CAD in The Sakakibara 

Heart Institute of Okayama. 

Yo sh i t a k a  H , Ya m a mo t o  K ,

Sakaguch i  T ,Ch ikaz awa G ,

Yoshida T,Hiraoka A,Hayashida A,

Kawauchi T,Ishii S,Tsunoda M 

第7回日本経カテーテル心臓弁治

療学会学術集会（ TVT2016） 

2016年7月 大阪 

 

心尖部アプローチ経カテーテル大動脈弁

留置術に低侵襲冠動脈バイパス術を同時

施行した1例 

土屋 豪、坂口太一、近沢元太、

平岡有努、山本桂三、吉田俊伸、

川内崇矢、石井智子、津野田雅敏、

吉鷹秀範 

第7回日本経カテーテル心臓弁治

療学会学術集会（JTVT2016） 

2016年7月 大阪 

 

IVUSコメンテーター PCIライブデモン

ストレーション 

廣畑 敦 

TOPIC 2016年7月 東京 

 

ライブコメンテーター フォーカスビデ

オライブ「分岐部２」 

廣畑 敦 

日本心血管インターベンション治

療学会  2016年7月 東京 

Short and middle term outcome 

forischemic cases of the superior 

mesenteric artery. 

吉岡 亮 

CVIT 2016 2016年7月 東京 

 

腹腔動脈、上腸間膜動脈閉塞を伴うileus

に対してSMAへのPTAが有効であった1例 

本条崇行 

CVIT 2016 2016年7月 東京 

 

当院におけるエキシマレーザーの臨床成

績 

吉田俊伸 

CVIT 2016 2016年7月 東京 

 

QT症候群とBrugada 症候群の心電図 QT

延長症候群とBrugada症候群の心電図 

大江 透 

第63回日本不整脈心電学会学術

大会 2016年7月 札幌 

 

Masked atrial contraction detected by 

pulmonary venous flow in patients with 

pacemaker． 

林田晃寛 

第63回日本不整脈心電学会学術

大会 2016年7月 札幌 

 

The efficacy of rhythm control for 

persistent atrial fibrillation with 

heart failure. 

大原美奈子 

第63回日本不整脈心電学会学術

大会 2016年7月 札幌 

 

Nifekalant is useful to determine the 

endpoint of catheter ablation for 
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persistent atrial fibrillation. 

松本健佑 

第63回日本不整脈心電学会学術

大会 2016年7月 札幌 

 

パネルディスカッション 重複障害に対

する新しいチーム編成 

吉田俊伸 

第22回日本心臓リハビリテーシ

ョン学会学術集会 2016年7月 

東京 

 

Clinical Outcomes in Patients 

Undergoing PCI for Unprotected Left 

Main Coronary Artery. 

西田 剛 

第25回日本心血管インターベン

ション治療学会総会 2016年7月 

東京 

 

Relationship between Serum High 

Sensitive CRP and Profression of 

In-stent neoatherosclerosis :insight 

from Optical Coherence Tomography 

Analysis. 

森川喬生 

第25回日本心血管インターベン

ション治療学会総会 2016年7月 

東京 

 

Case presentation. 

森川喬生 

TOPIC 2016 2016年7月 東京 

 

分岐部病変におけるリバースワイヤーテ

クニックの有用性 

由利卓也 

岡山心血管造影研究会 2016年7

月 岡山 

 

パ ネ ル デ ィス カ ッ ショ ン 1  術中

Complicationの解決法 PD1-4）僧帽弁形

成術後に TAVIを行う際のコツ～術前

rotational CTから得られる Ideal Co 

Planar Viewについて～ 

山本桂三 

Japan Transcatheter Valve 

Therapies（JTVT）2016 2016

年8月 大阪 

 

IVUSコメンテーター PCIライブデモン

ストレーション 

廣畑 敦 

播磨PCIライブデモンストレーシ

ョン 2016年8月 姫路 

 

当院における経カテーテル的大動脈弁置

換術の早期臨床成績 

近沢元太、平岡有努、都津川敏範、

田村健太郎、石田敦久、坂口太一、

吉鷹秀範 

第69回日本胸部外科学会学術定

期集会 2016年9月 岡山 

 

Therapeutic Strategy for severe AS 

complicated with CAD. 

Yo sh i t a k a  H , Ya m a mo t o  K ,

Sakaguch i  T ,Ch ikaz awa G ,

Yoshida T,Hiraoka A,Hayashida A,

Kawauchi T,Ishii S,Tsunoda M 

第69回日本胸部外科学会学術定

期集会（ワークショップ） 2016

年9月 岡山 

 

弓部大動脈病変に対する治療戦略の変遷

とpropensity-score matchingによる治
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療成績の検討 

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69回日本胸部外科学会学術定

期集会 2016年9月 岡山 

 

冠動脈病変狭窄率・還流心筋量がCABG術

中グラフト血流量に与える影響 

平岡有努、福嶌五月、戸田宏一、

仲村輝也、宮川 繁、吉川泰司、

齋藤俊輔、堂前圭太郎、澤 芳樹 

第69回日本胸部外科学会学術定

期集会 2016年9月 岡山 

 

心筋梗塞後の難治性心不全 

林田晃寛 

第64回日本心臓病学会学術集会 

2016年9月 東京 

 

原因不明の失神に対するアプローチ（コ

メンテーター） 

大原美奈子 

植込み型心電計の可能性 2016

年9月 岡山 

 

超高齢女性の急性心筋梗塞に対し、ELCA

とperfusion baloonの併用でTIMI3を得

た1例 

辛島千尋 

第23回日本心血管インターベン

ション治療学会 中国四国地方会 

2016年9月 岡山 

 

分岐部病変に対しリバースワイヤーテク

ニックが有用だった3例 

由利卓也 

第23回日本心血管インターベン

ション治療学会 中国四国地方会 

2016年9月 岡山 

 

腹腔動脈、上腸間膜動脈閉塞を伴う腸閉

塞に対してのEVT 

吉岡 亮 

第20回岡山末梢血管カンファレ

ンス 2016年9月 岡山 

 

急性期病院から在宅へつなぐために各専

門職のできること 

由利卓也 

在宅医療介護連携カンファレンス 

2016年9月 岡山 

 

孤立性深大腿動脈瘤の手術経験 

石田敦久、近沢元太、坂口太一、

都津川敏範、平岡有努、田村健太

郎、吉鷹秀範 

第57回日本脈管学会総会（ポスタ

ー） 2016年10月 奈良 

 

PCI Live Case Transmission/PCI Live 

Case Transmission 2（パネリスト） 

廣畑 敦 

CCT 2016年10月 神戸 

 

TF-TAVIにてValve-inValveを行った1例 

吉田俊伸 

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2016 

2016年10月 京都 

 

The change of cardiovascular function 

after total arch replacement(TAR)or 

thoracic endovascular aortic repair(TEVAR)

 for thoracic aortic aneurysm. 

辛島千尋 

第20回日本心不全学会学術集会 
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2016年10月 札幌 

 

Juglar venous pulsation as a maker of 

elevated CVP. 

林田晃寛 

第20回日本心不全学会学術集会 

2016年10月 札幌 

 

Contact Force Sensing Catheterが有効

であったWPW症候群の1例 

大原美奈子 

第28回カテーテルアブレーショ

ン関連秋季大会  2016年 10月 

福岡 

 

速伝導路に順行伝導を認めない房室結節

リエントリー性頻拍に対して遅伝導路を

焼灼した1例 

松本健佑 

第28回カテーテルアブレーショ

ン関連秋季大会  2016年 10月 

福岡 

 

PTSMA時エコーでの観察が有用であった1

例 

吉田俊伸 

東京HOCMフォーラム 2016年

10月 東京 

 

腹腔動脈、上腸間膜動脈閉塞に夜激烈な

腹部虚血症状に対し、EVTで症状改善し得

た1例 

吉岡 亮 

第10回JPR 2016年10月 東京 

 

機械的胸骨圧迫装置(LUCAS 2) の使用経

験 カテ室におけるPCPS確立までの有用

性について 

津島義正 

第44回日本救急医学会(ポスター) 

2016年11月 東京 

 

肺水腫を伴う重症大動脈弁狭窄症に合併

した 腹部大動脈瘤切迫破裂に対し、同時

に血管内治療を行い救命し得た1例 

波里陽介、吉鷹秀範、平岡有努、

田村健太郎、都津川敏範、近沢元

太、坂口太一 

第 54回日本人工臓器学会大会 

2016年11月 米子 

 

穿刺によるEVAR（PEVAR）の有用性の検討 

大月優貴、平岡有努、近沢元太、

石田敦久、田村健太郎、坂口太一、

吉鷹秀範 

第 54回日本人工臓器学会大会 

2016年11月 米子 

 

EVTライブ4（コメンテーター） 

山本桂三 

ARIA 2016 2016年11月 福岡 

 

IVUSコメンテーター・PCIライブデモンス

トレーション 

廣畑 敦 

ARIA2016 2016年11月 福岡 

 

特発性上腸間膜動脈解離による腸管虚血

に対し、緊急上腸間膜動脈ステント留置

術を施行した1例 

吉岡 亮 

ARIA 2016 2016年11月 福岡 

 

Every Image Tells a Story -An images is 

worth 1,000 words. 

吉岡 亮 
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ARIA 2016 2016年11月 福岡 

 

Case presentation. 

森川喬生 

ARIA 2016 2016年11月 福岡 

 

Perforation! 

吉岡 亮 

第7回足守会 2016年11月 福山 

 

当院における血管内治療時の血管穿孔、

血管破裂合併症例、及びそのbail out法 

吉岡 亮 

START 2016 EVT live demonstration

2016年11月 西条 

 

Case 2（コメンテーター） 

吉岡 亮 

START 2016 EVT live demonstration

2016年11月 西条 

 

コメンテーター 

坂口太一 

第30回日本冠疾患学会 2016年

12月 東京 

 

診断に苦慮した初発心室細動の1例 

澤紙秀太 

第29回心臓性急死研究会 2016

年12月 東京 

 

右房梗塞・右室梗塞を合併した右心不全

に対し右房ペーシングが有用であった1

例 

澤紙秀太 

第109回日本循環器学会中国地方

会 2016年12月 倉敷 

 

当院紹介及び相談症例 

吉岡 亮 

近森病院ワークショップ 2016

年12月 高知 

 

大動脈四尖弁の3例 

杉本 央、小林 誠、津野田雅敏

第127回日本医学放射線学会中国

四国地方会 2016年12月 徳島 
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Role of IVUS in complex cases -How do 

I optimize stent results? 

廣畑 敦 

ASEAN Master the Complex 

PCI Forum 2016年6月 ベトナ

ム ホーチミン 

 

OCT vs IVUS ‐In what setting? 

廣畑 敦 

ASEAN Master the Complex 

PCI Forum 2016年6月 ベトナ

ム ホーチミン 

 

Role of Imaging Modality in CTO PCI． 

廣畑 敦 

AICT Congress 2016 2016年9

月 台湾 台北 

 

IVUS Image Interpretation (Through 

IVUS Image compendium) and IVUS 

measurements in practice． 

廣畑 敦 

IVUS expert meeting 2016年

12月 インド デリー 

 

ASOと生活習慣病 血管外科医の立場か

ら 

石田敦久 

ASOフォーラム 2016年1月 東 

京 

 

静脈疾患について 

石田敦久 

府中地区医師会学術講演会 特別

講演 2016年1月 広島 

 

内科医に必要な糖尿病と妊娠の知識 

清水一紀 

第32回中村区糖尿病研究会2016 

年1月 名古屋 

 

By-Hormonal theoryに基づいた糖尿病薬

物治療の実際 

清水一紀 

第5回糖尿病UP TO DATE 2016

年1月 松山 

 

AMI後の糖尿病薬物治療の実際 

清水一紀 

Cardiovascular Meeting  2016

年1月 岡山 

 

DPP4と糖尿病合併心血管病～最近の話題

～ 

清水一紀 

第5回透析心血管病連携カンファ

ランス 2016年2月 岡山 

 

糖尿病治療のトレンド 

清水一紀 

三木会 2016年2月 岡山 

 

Basic course 7． 

吉岡 亮 

JET 2016 2016年2月 福岡 

 

講  演 
２０１６年 
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循環器身体所見の基礎から応用まで 

林田晃寛 

岡山県内科医会 2016年2月  

岡山 

 

心臓病の予防と治療 

吉田俊伸 

市民講演会 2016年2月 岡山 

 

僧帽弁形成術における術中経食道心エコ

ーの役割 

林田晃寛 

第2回中国四国心臓血管外科セミ

ナー 2016年2月 岡山 

 

切らない心臓血管外科手術 

吉鷹秀範 

第14回岡山県西部循環器勉強会 

2016年3月 笠岡 

 

糖尿病チーム医療の現状と課題 

岡﨑 悟 

べーリンガー社内研修会 2016

年3月 岡山 

 

ビクトーザの使用経験 

岡﨑 悟 

ノボノルディスクファーマ社内研

修会 2016年3月 岡山 

 

ACSにおけるFFR  

廣畑 敦 

Friends PCI live 2016年3月 

東京 

 

Tandem 病変評価  

廣畑 敦 

Friends PCI live 2016年3月 

東京 

 

Live Lecture Course Session 2 ． 

廣畑 敦 

Friends PCI live 2016年3月 

東京 

 

当院との連携に役立つ糖尿病と心臓病の

知識 

清水一紀 

西大寺地区糖尿病勉強会 2016

年3月 岡山 

 

DPP4と心疾患up to date 

清水一紀 

松江糖尿病談話会 2016年3月 

松江 

 

糖尿病医として知っておきたい冠動脈硬

化症の知識 

清水一紀 

Diabetes Skill Up Seminar 

2016年3月 岡山 

 

話せばわかる外来インスリン療法 

清水一紀 

これからのインスリン療法を考え

る会 2016年4月 京都 

 

多面的なSGLT2阻害剤の可能性 

清水一紀 

糖尿病と心臓病を考える会 

2016年4月 岡山 

 

症例から学ぶ糖尿病治療の考え方 

岡﨑 悟 

田辺三菱製薬社内研修会 2016

年5月 岡山 



業  績 

 

シンポジウム 糖尿病医療連携における

CDEJの役割と展望 

清水一紀 

第59回日本糖尿病学会 2016年5

月 京都 

 

経口糖尿病薬のup to date 

清水一紀 

Diabetes Skill Up Seminar 

2016年5月 岡山 

 

心不全の身体所見 

林田晃寛 

三金会 2016年5月 岡山 

 

地方循環器専門病院におけるTAVI 

吉鷹秀範 

第29回日本胸部外科学会教育施

設協議会学術集会・総会 2016年

6月 千葉 

 

低侵襲心臓外科手術の現状と展望 

坂口太一 

第41回日本外科系連合学会 シ

ンポジウム 2016年6月 大阪 

 

深部静脈血栓症に関して 

石田敦久 

岡山ハンズオンセミナー 特別講 

演 2016年6月 岡山 

 

深部静脈血栓症に関して 

石田敦久 

岡山東地区プライマリケア懇親会 

基調講演 2016年6月 岡山 

 

Opening Remarks． 

岡﨑 悟 

第４回Diabetes Meeting 2016

年6月 岡山  

 

ランチョンセミナー7 ATISの治療戦略 

「循環器領域における予後管理～最適な

抗血栓療法を目指して～」 

山本桂三 

第3回日本心血管脳卒中学会学術

集会 2016年6月 東京 

 

シンポジウム6 ～末梢動脈狭窄（頚動

脈・四肢動脈・冠動脈）に対する抗血栓

薬の最適化～「日本人に最適化した動脈

硬化性疾患患者への抗血栓療法」 

山本桂三 

第3回日本心血管脳卒中学会学術

集会 2016年6月 東京 

 

本当は怖い食事の話 

清水一紀 

日本メディカル給食研修会 

2016年6月 福岡 

 

グルカゴンを標的とした糖尿病治療の有

用性 

清水一紀 

臨床研究のための課外授業 

2016年6月 岡山 

 

糖尿病症例検討 

清水一紀 

東備地区糖尿病勉強会 2016年6

月 赤磐 

 

当院のSAP療法の実際 

清水一紀 



業  績 

 

糖尿病の先端研究を臨床に応用す

るための研究会 2016年6月 岡

山 

 

臨床医のための課外授業～糖尿病薬物治

療～ 

清水一紀 

安芸内科医会学術講演 2016年6

月 広島 

 

糖尿病合併症の診断と治療 

清水一紀 

第4回Diabetes Meeting 2016年

6月 岡山 

 

右室仮性瘤に対するMICSアプローチ 

坂口太一 

WEP 2016 2016年7月 大阪 

 

僧帽弁形成術における人工弁輪の選択 

坂口太一 

第49回日本胸部外科学会九州地

方会  ランチョンセミナー 

2016年7月 鹿児島 

 

糖尿病治療の進め方 

岡﨑 悟 

アステラス講演会 2016年7月 

岡山 

 

Practical Workshop for Intervention 

Fellows Part 2 ガイドワイヤー 

廣畑 敦 

TOPIC 2016年7月 東京 

 

シンポジウム 妊娠について 

清水一紀 

第4回日本糖尿病療養指導学術集

会 2016年7月 京都 

 

1型糖尿病におけるSAP療法 

清水一紀 

第7回糖尿病治療技術の進歩2016

年7月 高知 

 

糖尿病薬物治療最前線～SAP療法を含め

て～ 

清水一紀 

第6回水島地域糖尿病医療を考え

る会 2016年7月 倉敷 

 

各病院における糖尿病透析予防の取り組

み 

清水一紀 

第 9回糖尿病薬物治療研究会 

2016年7月 松山 

 

糖尿病患者におけるLH比の意義について

の検討 

清水一紀 

第19回愛媛糖尿病懇話会 2016

年7月 松山 

 

糖尿病と妊娠の気になる関係 

清水一紀 

臨床のための課外授業～糖尿病と

妊娠編～ 2016年7月 鳥取 

 

ペースメーカと心エコー 

林田晃寛 

岡山心エコー研究会 2016年7月 

岡山 

 

さまよいAV delay 

林田晃寛 



業  績 

 

一般社団法人日本心エコー図学会

第25回夏期講習会 2016年7月 

神戸 

 

実臨床における抗凝固療法 

大原美奈子 

綾歌地区医師会講演会 2016年7

月 綾歌 

 

AAA治療に対する最近の考え方 

吉鷹秀範 

第47回日本血管外科学会中国四

国地方会 会長講演 2016年8月 

岡山 

 

動脈硬化の早期診断は可能か 

清水一紀 

見える動脈硬化研究会 2016年8

月 岡山 

 

SAP療法から見た適切なインスリン治療

法 

清水一紀 

Innovative Diabetes Treatments 

Symposium 2016年8月 岡山 

 

SGLT2阻害薬の臨床での活かし方 

清水一紀 

尾道地区病診連携セミナー

「SGLT2阻害薬の臨床での活か

し方」 2016年8月 尾道 

 

心疾患合併糖尿病患者の糖尿病薬物治療

清水一紀 

Diabetes Expert Seminar 2016

年8月 浜松 

 

見える動脈硬化 ‐画像診断で見る動脈

硬化- 

津野田雅敏 

2016年8月 岡山 

 

冠動脈多枝病変に対するMICS-CABG． 

坂口太一 

第 2回心血管研究フォーラム 

2016年9月 札幌 

 

DVTの診断・治療と最近の治療経験 

石田敦久 

岡山心血管病懇話会 特別講演 

2016年9月 岡山 

 

MICS AVRのすべて‐術前から術後まで‐ 

都津川敏範 

Edwards Heart Valve Seminar 

2016年9月 東京 

 

切らずに治す心臓血管外科手術 

吉鷹秀範 

岡山外科医会 2016年9月 岡山 

 

低侵襲心臓手術における基本手技 ‐右

小開胸僧帽弁手術の実際‐ 

坂口太一 

第69回日本胸部外科学会定期学

術集会  卒後教育セミナー 

2016年9月 岡山 

 

シンポジウム「下肢救済：中四国の力を

結集しよう」 講演1「下肢救済における

循環器内科医の役割」 

山本桂三 

第1回日本下肢救済・足病学会中

国四国地方会学術集会 2016年9

月 高松 



業  績 

 

冠動脈疾患合併症例に対する抗凝固療法

廣畑 敦 

第6回病診連携循環器疾患懇話会 

2016年9月 岡山 

 

冠動脈ステント治療後の抗血栓薬を考え

る～抗血小板剤、NOACも含めて～ 

廣畑 敦 

岡山県薬剤師会北地区 学術講演

会 2016年9月 津山 

 

ボーラスインスリンの基本と応用 

清水一紀 

ヒューマログ20周年記念講演会 

インスリンの今とこれから 一般

講演 2016年9月 岡山 

 

インスリンの進化を理解したインスリン

治療を目指して 

清水一紀 

インスリンの適正使用を考える会  

2016年9月 岡山 

 

プライマリーケア医の弁膜症のみかた 

林田晃寛 

天久の社ハートセミナー 2016

年9月 那覇 

 

心房細動とその治療方針 

松本健佑 

岡山心血管病Face to Face懇話会 

2016年9月 岡山 

 

ご紹介いただいた急性心筋梗塞症例 当

院での治療の流れ 急性期治療からリハ

ビリテーションまで 

吉岡 亮 

第6回病診連携循環器疾患懇話会 

2016年9月 岡山 

 

急性心筋梗塞の診断と治療 

吉田俊伸 

急性心筋梗塞地域医療連携体制推

進研修会 2016年9月 岡山 

 

日本人に最適化した動脈硬化性疾患患者

への抗血栓療法 

山本桂三 

日本ベーリンガーインゲルハイム

社内講演会 2016年9月 岡山 

 

ペースメーカと心エコー 

林田晃寛 

岩国心エコーセミナー 2016年9

月 岩国 

 

糖尿病と下肢病変（難渋した症例を中心

に) 

石田敦久 

第6回下肢血管病の無侵襲診断を

考える会 2016年10月 岡山 

 

切らずに治す心臓血管外科手術 

吉鷹秀範 

第225回岡山市医師会循環器疾患

研究会 2016年10月 岡山 

 

糖尿病あれこれ 

岡﨑 悟 

岡山西南ロータリークラブ 卓話 

2016年10月 岡山 

 

高齢者糖尿病の治療をどうするか 

岡﨑 悟 



業  績 

 

第50回美作医会  2016年10月 

岡山 

 

international Joint Session/Complex 

intervention from the Middle East 

Session 1: Complex coronary cases． 

廣畑 敦 

CCT 2016年10月 神戸 

 

高齢者の高血圧をいかに治療するべき

か？～心血管イベント抑制のために～ 

廣畑 敦 

高齢者高血圧と健康寿命を考える

会 2016年10月 岡山 

 

糖尿病チーム医療とSGLT2阻害剤を用い

た治療の深い関係 

清水一紀 

高知糖尿病地域医療カンファラン

ス 2016年10月 高知 

 

低血糖を起こさない糖尿病薬物療法の実

践 

清水一紀 

Diabetes Symposium in Miyazaki 

2016年10月 宮崎 

 

心疾患合併糖尿病の糖尿病薬物治療 

清水一紀 

高松エリア糖尿病治療カンファラ

ンス 2016年10月 高松 

 

心疾患を合併した糖尿病治療 

清水一紀 

笠岡医師会学術講演会 2016年

10月 笠岡 

 

複雑僧帽弁形成術 循環器内科医の役割 

林田晃寛 

第7回日本心臓弁膜症学会 2016

年10月 札幌 

 

急性心筋梗塞の診断と治療 

吉田俊伸 

急性心筋梗塞地域医療連携体制推

進研修会（薬剤師対象） 2016年

10月 岡山 

 

血栓性病変に対する治療戦略 

森川喬生 

大分市医師会立アルメイダ病院院

内講演会 2016年10月 大分 

 

自分でできる心臓病の予防 

吉岡 亮 

心臓病センター榊原病院秋祭り 

2016年10月 岡山 

 

心房細動および静脈血栓症の治療 

本条崇行 

第9回医療連携勉強会 2016年10

月 岡山 

 

Atrial functiona MR． 

Sakaguchi T 

Mitral Academy Japan 2016年

11月 東京 

 

小切開手術の体外循環 

坂口太一 

第 54回日本人工臓器学会大会 

体外循環・補助循環教育セミナー 

2016年11月 米子 

 

「Opening  Remarks」糖尿病患者の個別

化治療について考える 



業  績 

 

岡﨑 悟 

Next Stage of Diabetes Care 

2016年11月 岡山 

 

DPP-4からみた糖尿病と心臓病の連関 

清水一紀 

全国講演会 糖尿病治療のゴール

に向けて講演②  2016年 11月 

大阪 

 

心疾患を合併した糖尿病薬物治療 

清水一紀 

岩国医療センター学術講演会 

2016年11月 岩国 

 

糖尿病薬が教えてくれる体の不思議 

清水一紀 

第 14回東備糖尿病治療懇話会 

2016年11月 備前 

 

糖尿病性心筋症について考える 

清水一紀 

松江糖尿病談話会 2016年11月 

松江 

 

SGLT2阻害剤の適正使用を考える 

清水一紀 

Opinion Leaders Conference in 

中国 2016年11月 広島 

 

インスリン発見95年 現在求められてい

るインスリン治療を考える 

清水一紀 

実践インスリン治療講演会 

2016年11月 宇部 

 

心疾患を合併した糖尿病薬物療法 

清水一紀 

赤磐医師会学術講演会 2016年

11月 赤磐 

 

急性心筋梗塞の診断と治療 

吉田俊伸 

急性心筋梗塞地域医療連携体制推

進研修会（在宅医療従事者対象）

2016年11月 岡山 

 

HFpEFとHFrEF 

林田晃寛 

エコー淡路 2016  2016年 11月 

淡路 

 

心不全の薬物治療を心エコー指標で決め

る 

林田晃寛 

エコー淡路 2016  2016年 11月 

淡路 

 

再度見た目で心不全を診断する 

吉岡 亮 

第8回救急セミナー 2016年11月 

岡山 

 

脂質異常症と冠動脈疾患について 

松本健佑 

Medical Salon in Okayama（4th）

2016年11月 岡山 

 

日常臨床の正常心電図、異常心電図 

林田晃寛 

心電図サロン 2016年11月 岡

山 

 

心臓病の予防と治療 

吉岡 亮 



業  績 

 

瀬戸町住民勉強会 2016年11月 

岡山 

 

身体所見でみる心臓病 

林田晃寛 

福岡東部心血管セミナー 2016

年11月 福岡 

 

不整脈の治療について 

松本健佑 

日本ベーリンガーインゲルハイム

社内講演会 2016年11月 岡山 

 

チーム医療における合併症予防 

坂口太一 

第22回日本体外循環技術医学会 

第22回中国地方会秋季セミナー 

2016年12月 岡山 

 

心疾患合併糖尿病の薬物治療 

清水一紀 

循環器医で考える糖尿病治療

2016年12月 下関 

 

糖尿病と妊娠の気になる関係 

清水一紀 

第1回筑後糖尿病・妊娠セミナー 

2016年12月 久留米 

 

CGM・CSIIの活用法とスキルアップのため

の活用術～腎不全・透析症例を含めて～ 

清水一紀 

第6回MIND研究会 2016年12月 

広島 

 

糖尿病薬が教えてくれる体の不思議 

清水一紀 

MEDICAL FORUM 岡 山 2016 

2016年12月 岡山 

 

右心系の計測と評価 

林田晃寛 

エコー九州 2016 2016年12月 

福岡 

 

TAVIについて 

山本桂三 

興和創薬株式会社社内ゼミ 

2016年12月 岡山 

 

CRT non-responderの原因と対策 

林田晃寛 

CRTの適正使用を考える 2016

年12月 大阪 

 

適正な中心静脈圧とは？ 

林田晃寛 

体外循環セミナー 2016年12月 

岡山 

 

心臓病の予防と治療 

吉岡 亮 

瀬戸町市民講演  2016年 12月 

岡山 

 

 

  


