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論文発表
２０１７年

Concomitant septal myectomy during minimally invasive aortic valve replacement
through a right mini-thoracotomy for the
treatment of aortic stenosis with systolic
anterior motion of the mitral valve.
Totsugawa T, Suzuki K, Hiraoka A,
Tamura K, Yoshitaka H, Sakaguchi
T.
Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2017;
65: 657-660
Easy Placement of Annular Sutures During
Minimally Invasive Aortic Valve Replacement.
Totsugawa T, Hiraoka A, Tamura K,
Yoshitaka H,Sakaguchi T.
Innovations (Phila). 2017; 12: 227229
Clamp Ablation of Pulmonary Veins During
Minimally Invasive Aortic Valve Replacement.
Totsugawa T, Hiraoka A, Tamura K,
Yoshitaka H, Sakaguchi T.
Ann Thorac Surg. 2017; 104: e471e473
Changes in the amount of physical activity
in minimally invasive cardiac surgery.
Nakajima
M,
Totsugawa
T,
Sakaguchi T, Yuguchi S, Matsuo T,
Ujikawa T, Morisawa T, Takahashi
T.
J Phys Ther Sci. 2017; 29: 20352038
Adaptive servo-ventilation suppresses
elevation of C-reactive protein and
sympathetic activity in acute uncomplicated type B aortic dissection.
Hiraoka A, Suzuki K, Chikazawa G,
Nogami S, Sakaguchi T, Yoshitaka
H.
Interact Cardiovasc Thorac Surg.
2017; 24: 27-33

Preoperative Coil Embolization of Side
Branches and Postoperative Antifibrinolytic
Therapy in Endovascular Aneurysm Repair:
A Propensity Score Analysis.
Hiraoka A, Chikazawa G, Ishida A,
Totsugawa T, Tamura K, Sakaguchi
T, Yoshitaka H.
J Vasc Interv Radio. 2017; 28:
550-557
Objective analysis of midterm outcomes of
conventional and hybrid aortic arch repair
by propensity-score matching.
Hiraoka
A,
Chikazawa
G,
Totsugawa T, Tamura K, Ishida A,
Sakaguchi T, Yoshitaka H.
J Thorac Cardiovasc Surg. 2017;
154: 100-106
Quantity and quality of graft flow in
coronary artery bypass grafting is associated with cardiac computed tomography
study-based anatomical and functional
parameters.
Hiraoka
A,
Fukushima
S,
Miyagawa S, Yoshikawa Y, Saito S,
Domae K, Sakaguchi T, Toda K,
Sawa Y.
Eur J Cardiothorac Surg. 2017; 52:
909-916
The prognostic impact of distal anastomotic new entry after acute type I aortic
dissection repair.
Tamura K, Chikazawa G, Hiraoka A,
Totsugawa
T,
Sakaguchi
T,
Yoshitaka H.
Eur J Cardiovasc Surg. 2017; 52:
867-873
Aortic arch banding procedure for proxymal
type 1 endoleak after thoracic endovascular aneurysm repair with the chimney
technique.

業績
Chikazawa G, Hiraoka A, Inoue K,
Tamura K, Sakaguchi T, Yoshitaka
H.
J Vasc Surg Cases Innov Tech. 2017;
3: 228-231
Caseous calcification of the mitral
annulus.
Sakaguchi T, Totsugawa T, Tamura
K, Hiraoka A, Inoue K.
Eur Heart J Cardiovasc Imaging.
Epub 2017
Replacement of the Thoracoabdominal Aorta
after Endovascular Abdominal Aneurysm
Repair for Ruptured Infected Aneurysm: A
Case Report.
Kondo N, Tamura K, Sakaguchi T,
Chikazawa G, Yoshitaka H.
Ann Vasc Dis. 2017; 10: 63-65
Left Atrial Appendage Resection During
Minimally Invasive Aortic Valve Surgery
via Right Minithoracotomy.
Kondo N, Totsugawa T, Hiraoka A,
Tamura K, Yoshitaka H, Sakaguchi
T.
Innovations. 2017; 12: 378-379
A lower eicosapentaenoic acid/arachidonic
acid ratio is associated with in-hospital
fatal arrhythmic events in patients with
acute myocardial infarction: a J-MINUET
substudy.
Hashimoto T, Ako J, Nakao K,
Ozaki Y, Kimura K, Noguchi T,
Yasuda S, Suwa S, Fujimoto K,
Nakama Y, Morita T, Shimizu W,
Saito Y, Hirohata A, Morita Y, Inoue
T, Okamura A, Uematsu M, Hirata
K, Tanabe K, Shibata Y, Owa M,
Tsujita K, Funayama H, Kokubu N,
Kozuma K, Uemura S, Toubaru T,
Saku K, Ohshima S, Nakai M,
Nishimura K, Miyamoto Y, Ogawa
H, Ishihara M.
J-MINUET investigators. Heart
Vessels. Epub 2017
Paravalvular leakages between sewing cuffs
after the second surgery for double valve
replacement:evaluation by three-dimensional
color-Doppler transesophageal echocardiography.

Takushi H, Hayashida A, Kagiyama
N, Toki M, Hirohata A, Yamamoto K,
Yoshida K.
J Echocardiogr. Epub 2017
Off-hours presentation does not affect
in-hospital mortality of Japanese patients
with acute myocardial infarction: J-MINUET
substudy.
Ogita M, Suwa S, Ebina H, Nakao K,
Ozaki Y, Kimura K, Ako J, Noguchi
T, Yasuda S, Fujimoto K, Nakama Y,
Morita T, Shimizu W, Saito Y,
Hirohata A, Morita Y, Inoue T,
Okamura A, Uematsu M, Hirata K,
Tanabe K, Shibata Y, Owa M,
Hokimoto S, Funayama H, Kokubu
N, Kozuma K, Uemura S, Toubaru T,
Saku K, Oshima S, Nishimura K,
Miyamoto Y, Ishihara M.
J-MINUET investigators.J Cardiol.
2017; 70: 553-558
Prolapse Volume to Prolapse Height Ratio
for Differentiating Barlow's Disease From
Fibroelastic Deficiency.
Kagiyama N, Toki M, Hayashida A,
Ohara M, Hirohata A, Yamamoto K,
Totsugawa T, Sakaguchi T, Yoshida
K, Isobe M.
Circ J. 2017; 81: 1730-1735
The effect of negative remodeling on
fractional flow reserve after cardiac
transplantation.
Fearon WF, Felix R, Hirohata A,
Sakurai R, Jose PO, Yamasaki M,
Nakamura M, Fitzgerald PJ,
Valantine HA, Yock PG, Yeung AC.
Int J Cardiol. 2017; 241: 283-287
Insufficient Leaflet Remodeling in Patients With Atrial Fibrillation: Association With the Severity of Mitral
Regurgitation.
Kagiyama N, Hayashida A, Toki M,
Fukuda S, Ohara M, Hirohata A,
Yamamoto K, Isobe M, Yoshida K.
Circ Cardiovasc Imaging. 2017; 10:
e00541
Left ventricular myocardial function
assessed by three-dimensional speckle
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tracking echocardiography in Takotsubo
cardiomyopathy.
Kobayashi Y, Okura H, Kobayashi Y,
Fukuda S, Hirohata A, Yoshida K.
Echocardiography. 2017; 34: 523529
Importance of detailed distribution of
branches in giant coronary aneurysm.
Kagiyama N, Nakazato T, Yoshida
K, Sakaguchi T.
Eur J Cardiothorac Surg. 2017; 51:
394
Left ventricular myocardial function
assessed by three-dimensional speckle
tracking echocardiography in Takotsubo
cardiomyopathy.
Kobayashi Y, Okura H, Kobayashi Y,
Fukuda S, Hirohata A, Yoshida K.
Echocardiography. 2017; 34: 523529
Acute improvement of endothelial functions
after oral ingestion of isohumulones,
bitter components of beer.
Tomita J, Mochizuki S, Fujimoto S,
Kashihara N, Akasaka T, Tanimoto
M, Yoshida K.
Biochem Biophys Res Commun.
2017; 484: 740-745
Additive value of nicorandil on ATP for
further inducing hyperemia in patients
with an intermediate coronary artery
stenosis.
Kobayashi Y, Okura H, Neishi Y,
Higa T, Kobayashi Y, Uemura S,
Yoshida K.
Coron Artery Dis. 2017; 28: 104-109
Complete right bundle branch block and
QRS-T discordance can be the initial clue
to detect S-ICD ineligibility.
Tachibana M, Nishii N, Morimoto Y,
Kawada S, Miyoshi A, Sugiyama H,
Nakagawa
K,
Watanabe
A,
Nakamura K, Morita H, Ito H.
J Cardiol. 2017; 70: 23-28
Exercise stress test reveals ineligibility
for subcutaneous implantable cardioverter

defibrillator in patients with Brugada
syndrome.
Tachibana M, Nishii N, Morita H,
Nakagawa
K,
Watanabe
A,
Nakamura K, Ito H.
J Cardiovasc Electrophysiol. 2017;
28: 1454-1459
Importance of detailed distribution of
branches in giant coronary aneurysm.
Kagiyama N, Nakazao T, Yoshida K,
Sakaguchi T.
Eur J Cardiovasc Surg. 2017; 51:
394
岡山市医師会における災害に向けての取り組
み
榊原 敬
岡山市医師会報. 2017; 210: 36-43
女性医師支援 当院での取組み
榊原 敬
岡山県医師会女医部会報. 2017; 24:
6-8
心不全の知識を再確認する まだ必要？
Swan-Ganzカテーテル
林田晃寛
心エコー. 2017; 18: 622-628
冠動脈疾患急性治療後の糖代謝異常患者にお
けるIL-6の運動時急性応答 －血糖変動・骨格
筋指数との関連性についての予備検証－
石原広大、湯口 聡、垣内梨恵子、大
畑拓也、武井智恵子、森沢知之、清水
一紀
理学療法学. 2017; 44: 426-432
患者教育のツールとしてSMBGを用いる
清水一紀
DM ensemble. 2017; 6: 9-14
実地医家が知っておくべき弁膜症術後患者の
合併症とその管理
橘 元見、林田晃寛
Medical Practice. 2017; 34: 20132020
「Q&Aでおさえるvascular imaging最重要ポ
イント」 -大動脈切迫破裂,破裂のCTでの見き
わめ方を教えてください津野田雅敏
臨床画像. 2017; 33: 292-293
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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
臨床放射線. 2017; 62: 165-168
Type Ⅱ エ ン ド リ ー ク へ の 対 処 法
Open-conversion
吉鷹秀範(分担執筆)
ステントグラフトの大技・小技 ‐胸
腹部大動脈瘤へのワンランクアップ

の対処術-，西巻博(編). 114-115, メデ
ィカルビュー社, 東京, 2017（単行本）
Type Ⅴ エンドリークへの対処法 総論
吉鷹秀範(分担執筆)
ステントグラフトの大技・小技 ‐胸
腹部大動脈瘤へのワンランクアップ
の対処術‐，西巻博(編). 122-123, メ
ディカルビュー社, 東京, 2017（単行
本）

学会発表
２０１７年
The weaving eaflet technique for necochordal mitral valve repair.
Sakaguchi T, Totsugawa T, Tamura
K, Hiraoka A, Chikazawa G, Ishida
A, Yoshitaka H.
AATS Mitral Conclave 2017年4月
ニューヨーク
Left Main & Bifurcation PCI(コメンテータ
ー)
吉田俊伸
TCTAP2017 2017年4月 ソウル
PCI ライブ(コメンテーター)
廣畑 敦
TCT Asia PAcific 2017年4月
ル

ソウ

Mesurment VO2 in patients with heart
failure during 6-Mitute walk tests and
CPX.
吉田俊伸
EuroPrevent2017 2017 年 4月 ス
ペイン
One Case of the Overestimating of the
Stenosis by Coronary-Pulmonary Artery
Fistula.
本条崇行
TCTAP2017 2017年4月 ソウル
Exercise stress test reveals the ineligibility of S-ICD indication in the patients with Brugada syndrome．

橘 元見
Heart Rhythm Society's 38th Annual Scientific Sessions ポスター
2017年5月 シカゴ
Bilateral clamp ablation of pulmonary
veins during minimally invasive aortic
valve replacement via a right minithoracotomy.
Totsugawa T, Hiraoka A, Tamura K,
Yoshitaka H, Sakaguchi T.
ISMICS Annual Scientific Meeting
2017 2017年6月 ローマ
Minimally invasive transaortic mitral
decalcification for extended aortic valve
calcifications.
Totsugawa T, Kuinose M, Hiraoka A,
Tamura K, Yoshitaka H, Sakaguchi
T.
ISMICS Annual Scientific Meeting
2017 2017年6月 ローマ
A stentless Strategy using Directional
Rotational Atherectomy for the Ostium
lesions.
廣畑 敦
TCT 2017年10月 デンバー
Preoperative Anterior Leaflet Tethering
Predicts Outcome of Mitral Valve Repair
for Posterior Leaflet Prolapse.
Sakaguchi
T,
Totsugawa
T,
Kagiyama N, Toki M, Hiraoka A,

業績
Hayashida A, Totsugawa T, Tamura
K, Chikazawa G, Yoshitaka H,
Yoshida K.
AHA - American Heart Association
2017年11月 ロサンゼルス
Case Presentation 1.(パネリスト)
山本桂三
Complex PCI 2017年11月 ソウル
Case PresentationⅡ.(パネリスト)
吉田俊伸
Complex PCI 2017年11月 ソウル
Case Presentation Ⅳ.(パネリスト)
吉岡 亮
Complex PCI 2017年11月 ソウル
ライブコメンテーター
廣畑 敦
Complex PCI 2017年12月
TAVI弁を3個使用した症例の経験
吉鷹秀範
TREND
InterConference
2017年2月 埼玉

ソウル

2017

上腕動脈送血を併用した急性A型解離手術の
成績
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
第47回日本心臓血管外科学会学術総
会 2017年2月 東京
中長期成績からみた弓部大動脈病変に対す
る統合的治療戦略の検討
平岡有努、近沢元太、都津川敏範、田
村健太郎、石田敦久、坂口太一、吉鷹
秀範
第47回日本心臓血管外科学会学術総
会 2017年2月 東京
3D image fusionを併用したPEVARとcut down
EVARとの比較検討
大月優貴、平岡有努、近沢元太、石田
敦久、田村健太郎、都津川敏範、坂口
太一、吉鷹秀範
第47回日本心臓血管外科学会学術総
会 2017年2月 東京
安全な経カテーテル的大動脈弁留置術

(TAVI) をめざして(TAVI100例の経験から)
吉鷹秀範、近沢元太、坂口太一、平岡
有努、山本桂三、吉田俊伸、石井智子、
津野田雅敏、都津川敏範、田村健太郎、
近藤庸夫、大月優貴、土屋 豪、波里
陽介
第47回日本心臓血管外科学会学術総
会 2017年2月 東京
後尖病変に対する新しい人工腱索移植法 Extended Neochord Weaving Technique
坂口太一
第47回日本心臓血管外科学会学術総
会 2017年2月 東京
Live Demonstration2(コメンテーター)
山本桂三
JET 2017 2017年2月 東京
Perirheralists be Ambitious サテライト
シンポジウム3(コメンテーター)
吉岡 亮
JET 2017 2017年2月 東京
スクラブライブ8 サテライトシンポジウム
3(コメンテーター)
吉岡 亮
JET 2017 2017年2月 東京
State of the Art ： SHD Intervention in
Aortic/Mitral Valve(コメンテーター)
山本桂三
TREND
Interconference
2017
2017年2月 埼玉
心筋梗塞慢性期に右室リードの閾値が変動
した1例
大原美奈子
第9回植込み型デバイス研究会
2017年2月 大阪
Complete Exclusion by using Three Covered
Stents of Recurrent Hepatic Artery Aneurysm.
吉岡 亮
JET 2017 2017年2月 東京
2尖弁重症ASに対するTAVIの経験
吉鷹秀範
第26回岡山心臓血管外科手術手技研
究会 2017年2月 岡山

業績
当院における大動脈領域のEVT
吉岡 亮
岡山PAD研究会 2017年2月

岡山

Jugular venous pulsation is a maker of
elevated central venous pressure.
林田晃寛
第 81 回 日 本 循 環 器 学 会 学 術 集 会
2017年3月 金沢
Relative Change in Plasma Volume in Acute
Phase in a Predictor or Mrtality in Acute
Heart Failure.
由利卓也
第 81 回 日 本 循 環 器 学 会 学 術 集 会
2017年3月 金沢
Minimally invasive transaortic mitral
decalcification for extended aortic valve
calcifications.
Totsugawa T，Kuinose M，Hiraoka
A ， Tamura K ， Yoshitaka H ，
Sakaguchi T
第 81 回 日 本 循 環 器 学 会 学 術 集 会
2017年3月 金沢
Live Demonstration(コメンテーター)
山本桂三
中 国 四 国 ラ イ ブ in 倉 敷 2017
2017年3月 倉敷
IVUS(コメンテーター)
廣畑 敦
中国四国ライブ in 倉敷
月 倉敷

2017年3

コレステロール塞栓症について
吉岡 亮
第21回岡山末梢血管カンファレンス
2017年3月 岡山
当院でのPCSK9阻害薬の使用例
西田 剛
スペシャルレクチャー PCSK9阻害
薬をどう使うか？ 2017年3月 岡
山
SAPIEN3 症例検討2(コメンテーター)
吉鷹秀範
SAPIEN3 User Meeting 西日本地方
会 2017年3月 大阪

EVAR後に追加手術を行った症例の検討
吉鷹秀範、近沢元太、平岡有努、田村
健太郎、石田敦久、近藤庸夫、大月優
貴、土屋 豪、波里陽介、坂口太一
第 45 回 日 本 血 管 外 科 学 会 学 術 総 会
2017年4月 広島
臓器虚血を伴う急性A型解離症例の治療戦略
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
第 45 回 日 本 血 管 外 科 学 会 学 術 総 会
2017年4月 広島
EVAR first strategiesによる破裂性腹部大
動脈瘤の臨床成績
近沢元太、平岡有努、田村健太郎、近
藤庸夫、波里陽介、大月優貴、土屋 豪、
石田敦久、坂口太一、吉鷹秀範
第 45 回 日 本 血 管 外 科 学 会 学 術 総 会
2017年4月 広島
EVAR後type2エンドリークによる瘤径拡大に
対する簡便な修復手術 -3 No method橘 仁志、平岡有努、石田敦久、田村
健太郎、坂口太一、近沢元太、吉鷹秀
範
第 45 回 日 本 血 管 外 科 学 会 学 術 総 会
2017年4月 広島
感染性腹部大動脈瘤の治療～open conversionを見据えたEVAR～
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 45 回 日 本 血 管 外 科 学 会 学 術 総 会
2017年4月 広島
人工血管内シャント作成を行う前に行う、自
家静脈を使用した内シャント作成
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 45 回 日 本 血 管 外 科 学 会 学 術 総 会
2017年4月 広島
広範囲弓部大動脈瘤に対するGelewave Siena
graftを用いた二期的再建
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 45 回 日 本 血 管 外 科 学 会 学 術 総 会

業績
2017年4月

広島

IFU適応外に対するEVARの中長期成績の検討
−IFU適応外は瘤拡大のリスク因子か？−
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 45 回 日 本 血 管 外 科 学 会 学 術 総 会
2017年4月 広島
局所麻酔下でのPEVARの有用性の検討～日帰
りPEVARを目指して～
大月優貴、平岡有努、近沢元太、石田
敦久、田村健太郎、都津川敏範、坂口
太一、吉鷹秀範
第 45 回 日 本 血 管 外 科 学 会 学 術 総 会
2017年4月 広島
当院における IIIb逆行性大動脈解離に対す
る治療成績
阪本浩助、田村健太郎、平岡有努、近
沢元太、石田敦久、吉鷹秀範
第 45 回 日 本 血 管 外 科 学 会 学 術 総 会
2017年4月 広島
感染性心内膜炎診断における経胸壁心エコ
ー図の役割
林田晃寛
第28回日本心エコー図学会 2017年
4月 名古屋
肥大型心筋症にdiscrete型弁下狭窄を合併
した1例
由利卓也
第28回日本心エコー図学会 2017年
4月 名古屋
PCIライブ(コメンテーター)
廣畑 敦
KCJL 2017年4月 京都
“治し、そして支える医療・介護連携”の実
現に向けて～北部地域医療・介護連携の心得
～ 事前アンケートから読み取れること
山本桂三
第3回岡山市北部地域病診医介ネット
ワーク会議 2017年4月 岡山
三尖弁輪7時方向への通電で房室ブロックを
生じた劇症型心筋炎後の1例
大原美奈子
第24回中国四国不整脈研究会 2017
年4月 高松

症例検討
吉岡 亮
第3回岡山市北部地域病診医介ネット
ワーク会議 2017年4月 岡山
PCI、抗血小板薬/抗凝固薬について
吉田俊伸
バイエル社内ゼミ 2017年4月
山

岡

CRTが奏功しなかった症例における検討と考
察
松本健佑
メドトロニック研究会 2017年4月
岡山
経食道超音波にて診断したTAVI後僧帽弁逸
脱の1例
由利卓也
第8回弁膜症のカテーテル治療研究会
2017年4月 岡山
エンドリーク 外科医の視点から −術前塞
栓術と術後開腹手術−
吉鷹秀範、近沢元太、平岡有努、石田
敦久、田村健太郎、都津川敏範、坂口
太一
第46回日本IVR学会総会 2017年5
月 岡山
当院における時間を必要とした救肢例
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9回日本下肢救済・足病学会学術集
会 2017年5月 福岡
SAPをどのように使うか
清水一紀、村田 敬
第60回日本糖尿病学会 スポンサー
ドセミナー 2017年5月 名古屋
右心系ドプラの超絶テクニック
林田晃寛
第90回日本超音波医学会
月 栃木
医師に伝わるレポートの書き方
林田晃寛
第90回日本超音波医学会
月 栃木

2017年5

2017年5

業績
劇症型心筋炎の1例
井上航一、林田晃寛、平岡有努、十倉
大輔、坂口太一
第 5回 岡山 心 不全 の会 2017年 5月
岡山
カテーテルに関連したと考えられる、 認知
症を有する脳梗塞後患者の深部静脈血栓症
に対する治療経験
阪本浩助、近沢元太、石田敦久
第37回日本静脈学会総会 2017年6
月 徳島
イメージング(コメンテーター)
廣畑 敦
和歌山医大 iPOP Live
和歌山

2017年6月

Combined Minimally Invasive Repair of
Adult Form of Scimitar Syndrome and Organic Mitral Regurgitation.
井上航一、平岡有努、吉鷹秀範、近沢
元太、都津川敏範、田村健太郎、阪本
浩助、坂口太一
第 60 回 関 西 胸 部 外 科 学 会 学 術 集 会
2017年6月 大阪
TAVI後PVLのARにより心不全を繰り返すため
開心術を施行した1例
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110回日本循環器学会中国・四国合
同地方会 2017年6月 高知
心臓血管肉腫の1例
小林 誠
第128回日本医学放射線学会
年6月 岡山

2017

高齢者ASに対するMICS AVRの侵襲度と安全性
を考える
都津川敏範、杭ノ瀬昌彦、平岡有努、
田村健太郎、吉鷹秀範、坂口太一
第 60 回 関 西 胸 部 外 科 学 会 学 術 集 会
2017年6月 大阪
胸部外科この10年の進歩 ‐大動脈弁疾患坂口太一
第 60 回 関 西 胸 部 外 科 学 会 学 術 集 会
2017年6月 大阪

ショックを伴うTAVR後PVEに対し、SAVRを施
行し救命し得た1例
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 60 回 関 西 胸 部 外 科 学 会 学 術 集 会
2017年6月 大阪
狭小弁輪のためTAVR不適となった 高齢者に
対して、右肋間小開胸で 弁輪拡大と大動脈
弁置換術を施行した1例
阪本浩助、都津川敏範、平岡有努、田
村健太郎、近沢元太、坂口太一、吉鷹
秀範
第 60 回 関 西 胸 部 外 科 学 会 学 術 集 会
2017年6月 大阪
大動脈基部置換術後に急性下壁心筋梗塞を
合併した1例
松本健佑
第 116 回 日 本 内 科 学 会 中 国 地 方 会
2017年6月 山口
PTSMA時エコーでの観察が有用であった1例
吉田俊伸
第110回日本循環器学会中国四国合同
地方会 2017年6月 高知
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110回日本循環器学会中国四国合同
地方会 2017年6月 高知
持続する腹痛を主訴とする腹腔動脈解離に
対して保存的に加療を行った1例
本条崇行
第110回日本循環器学会中国四国合同
地方会 2017年6月 高知
多枝MICS-CABGの検討
坂口太一
第22回日本冠動脈外科学会学術大会
2017年7月 大阪
肋間小開胸下による心尖部血栓除去の2例
土屋 豪、吉鷹秀範、田村健太郎、都
津川敏範、近沢元太、平岡有努、坂口
太一
第2回日本低侵襲心臓手術学会学術集
会 2017年7月 東京

業績
カテーテルアブレーション後の右肺静脈高
度狭窄に対し、右開胸MICSアプローチにて
Sutureless techniqueによる修復術を行った
1例
井上航一、平岡有努、吉鷹秀範、近沢
元太、都津川敏範、田村健太郎、坂口
太一
第2回日本低侵襲心臓手術学会学術集
会 2017年7月 東京
MICSにおける輸血、心房細動
坂口太一
第2回日本低侵襲心臓手術学会学術集
会 2017年7月 東京
バルーン断裂によりTAVI弁の展開も、体外へ
の回収も困難となった１例
吉鷹秀範、近藤庸夫、平岡有努、近沢
元太、坂口太一、吉田俊伸、山本桂三、
石井智子、津野田雅敏
第8回日本経カテーテル心臓弁膜症治
療学会学術集会 2017年7月 東京
ショックを伴うTAVR後PVEに対し、SAVRを施
行した1例
井上航一、平岡有努、吉鷹秀範、近沢
元太、都津川敏範、田村健太郎、坂口
太一
第8回日本経カテーテル心臓弁膜症治
療学会学術集会 2017年7月 東京
IVUS(コメンテーター)
廣畑 敦
TOPIC 2017 2017年7月
コメンテーター
吉岡 亮
第26回CVIT 2017
都

東京

2017年7月

京

妊娠について
清水一紀、小久保敦子
第4回日本糖尿病療養指導学術集会
2017年7月 京都
三尖弁輪7時方向への通電で房室ブロックを
生じた劇症型心筋炎後の1例
大原美奈子
カテーテルアブレーション関連秋季
大会 2017年7月 札幌
維持透析患者におけるPCIによる冠血行再建

後の予後
吉田俊伸
第26回日本心血管インターベンショ
ン 治 療 学 会 学 術 集 会 (CVIT2017)
2017年7月 京都
Comparison of clinical outcomes after PCI
vs CABG in patients with unprotected left
main coronary artery.
西田 剛
26回日本心血管インターベンション
治療学会学術集会(CVIT2017) 2017
年7月 京都
LM分岐部病変とLAD CTOを伴ったRCAのSTEMI
に 対 し て IABP 補 助 下 に ELCA と Perfusion
balloonにて再潅流を得た1例
西田 剛
TOPIC2017 2017年7月 東京
鑑別が困難であったLong RP頻拍の1例
松本健佑
アブレーション関連秋季大会 2017
年7月 札幌
超高齢心不全患者のマネージメント
吉田俊伸
第23回心臓リハビリテーション学会
学術集会 2017年7月 岐阜
Cases in Which Unexpected Dissection was
Occurred in Side Branches after Stenting
and Causing Myocardial Infarction.
本条崇行
TOPIC2017 2017年7月 東京
EVAR後ステントグラフト脚のmigrationにて
type1bEL生じた3例
近藤庸夫、井上航一、橘 仁志、阪本
浩助、大月優貴、波里陽介、土屋 豪、
平岡有努、田村健太郎、都津川敏範、
石田敦久、近沢元太、坂口太一、吉鷹
秀範
第11回中国四国ステントグラフト・ト
ラ ブ ル シ ュ ー テ ィ ン グ (TS) 研 究 会
2017年7月 高知
症例検討
吉岡 亮
名古屋共立病院ワークショップ
2017年7月 名古屋

業績
当院でのcutting balloonの使用例
西田 剛
Lesion preparationを考える
年7月 愛媛

2017

心血管障害の予防における人間ドックの活
用法
清水一紀
第58回人間ドック学会 シンポジウ
ム 2017年8月 大宮
ステントグラフト感染に対し、グラフト摘出
＋リファンピシン浸漬グラフトによる胸腹
部置換＋大網充填術を要した2例
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
第48回日本血管外科学会中国四国地
方会 2017年8月 松山
回 収 不 能 と な っ た TAVI 弁 を TEVAR で
exclusionし救命できた1例
近藤庸夫、井上航一、橘 仁志、阪本
浩助、大月優貴、波里陽介、土屋 豪、
平岡有努、田村健太郎、都津川敏範、
石田敦久、近沢元太、坂口太一、吉鷹
秀範
第48回日本血管外科学会中国四国地
方会 2017年8月 松山
イメージングで見る冠動脈プラーク
廣畑 敦
見える動脈硬化研究会 2017年8月
岡山
当院での経験したAZURCX 18の成績
吉岡 亮
テルモAZUR研究会 2017年8月
山

秀範
第70回日本胸部外科学会定期学術集
会 2017年9月 札幌
弓部大動脈瘤に対するHybrid手術 −Total
arch replacement Elephant trunk + TEVAR
の治療成績−
波里陽介、平岡有努、田村健太郎、都
津川敏範、石田敦久、近沢元太、坂口
太一、吉鷹秀範
第70回日本胸部外科学会定期学術集
会 2017年9月 札幌
当院における低侵襲冠動脈バイパス術
(MICS-CABG)の早期成績
土屋 豪、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、坂口太一
第70回日本胸部外科学会定期学術集
会 2017年9月 札幌
Beating Endoventricular Spiral Plication
for Severe Ischemic Cardiomyopathy.
平岡有努、杭ノ瀬昌彦、都津川敏範、
近沢元太、田村健太郎、吉鷹秀範、坂
口太一
第70回日本胸部外科学会定期学術集
会 2017年9月 札幌
低心機能大動脈弁狭窄症に対するMosaic生
体弁による大動脈弁置換術の長期成績及び、
術後心機能改善に影響する因子の検討
井上航一、平岡有努、吉鷹秀範、近沢
元太、都津川敏範、田村健太郎、坂口
太一
第70回日本胸部外科学会定期学術集
会 2017年9月 札幌

岡

右肋間小開胸による低侵襲大動脈弁置換術
に併せて行うラジオ波クランプを用いた両
側肺静脈隔離術
都津川敏範、平岡有努、田村健太郎、
吉鷹秀範、坂口太一
第70回日本胸部外科学会定期学術集
会 2017年9月 札幌
高齢化社会の弓部大動脈手術における
Frailty/ADLに基づくrisk scoreの有用性
平岡有努、齋藤和也、近沢元太、都津
川敏範、田村健太郎、坂口太一、吉鷹

HOCMに対する右小開胸MICSアプローチによ
る経左房経僧帽弁中隔心筋切除術
坂口太一、都津川敏範、田村健太郎、
平岡有努力、近沢元太、石田敦久、吉
鷹秀範
第70回日本胸部外科学会定期学術集
会 2017年9月 札幌
急性右室梗塞患者に対する右心バイパス
(RHB)を用いた緊急冠動脈バイパス術の麻酔
経験
三浦由紀子、岡田 修、石井智子
第22回日本心臓血管麻酔学会学術大

業績
会

2017年9月

CCT2017

栃木

僧帽弁逆流を外科におくるタイミング
林田晃寛
第65回日本心臓病学会 2017年9月
大阪
A non-responder of CRT despite complete
left bundle branch block.
松本健佑
第64回日本不整脈心電学会学術大会
2017年9月 横浜
Assessment of Long Term Outcomes after
Cardiac Resynchronization Therapy.
大原美奈子
第64回日本不整脈心電学会学術大会
2017年9月 横浜
Factors for ineligibility of candidates
for S-ICDs in patients with Brugada
syndrome.
橘 元見
第64回日本不整脈心電学会学術大会
シンポジウム 2017年9月 横浜
ビデオライブ4
吉岡 亮
第2回日本下肢救済足病学会中国四国
地方会 2017年9月 岡山
最新の抗血小板剤療法について
廣畑 敦
岡山OKAY IVUS研究会
月 岡山

2017年9

当院における下肢静脈瘤血管内レーザー焼
灼 術 EHIT (endovenous heat-induced
thrombus)症例の検討
石田敦久、近沢元太、大月優貴、波里
陽介、平岡有努、田村健太郎、都津川
敏範、坂口太一、吉鷹秀範、住友 泉、
河田順子、佐古田悦子、福田秀一郎、
鷺沢 薫、有高進悟
第58回日本脈管学会総会 2017年10
月 名古屋
回 収 不 能 と な っ た TAVI 弁 を TEVAR で
exclusionし、危機を回避した1例
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

2017年10月

IVUS(コメンテーター)
廣畑 敦
CCT 2017年10月

神戸

神戸

当院におけるSAPの活用
清水一紀
第 17 回 日 本 先 進 糖 尿 病 治 療 研 究 会
2017年10月 新潟
VVIペーシングからAAIペーシングにするこ
とでKussmaul徴候が消失した1例
林田晃寛
第21回日本心不全学会 2017年10月
秋田
左前下行枝に対するPCI後にPTSMAを行った1
例
吉田俊伸
東 京 HOCMフ ォ ー ラ ム 2017 2017
年10月 東京
糖尿病足病変に関して
石田敦久
第6回下肢血管病の無侵襲診断法を考
える会 2017年10月 岡山
穿刺TAVI、成功率100％をめざして
吉鷹秀範、近沢元太、平岡有努、山本
桂三、吉田俊伸、林田晃寛、石井智子、
津野田雅敏、坂口太一
第6回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
2017 2017年11月 博多
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、都津川敏範、田
村健太郎、石田敦久、坂口太一、吉鷹
秀範
第79回日本臨床外科学会総会 2017
年11月 東京
僧帽弁後尖逸脱に対する弁形成の成績は術
前の前尖tetheringに影響される
坂口太一
第8回日本心臓弁膜症学会 2017年
11月 東京
IVUS(コメンテーター)
廣畑 敦

業績
ARIA

2017年11月

博多

TAVI後圧較差の増大を認めた1例
吉田俊伸
ストラクチャークラブ・ジャパン
2017 2017年11月 福岡
BAVで見極めた後天性二尖弁の1例
本条崇行
ストラクチャークラブ・ジャパン
2017 2017年11月 福岡
心房細動と抗凝固療法
橘 元見
第9回岡山心血管病地域包括ケア研究
会 2017年11月 岡山
当院におけるインスリンデグルテク/アスパ
ルト配合注への変更症例の検討
能美幸信、福田哲也、清水一紀、岡崎
悟
第55回日本糖尿病学会中国四国地方
会 2017年11月 岡山
当院でのPCSK9阻害薬の使用経験
西田 剛
脂質異常フォーラム PCSK9阻害薬
を使いこなす 2017年11月 岡山
大動脈弁輪膿瘍を合併した大動脈弁位感染
性心内膜炎に対してFreestyle弁を用い大動

講

脈基部置換術を施行した１例
橘 仁志、平岡有努、石田敦久、田村
健太郎、都津川敏範、近沢元太、吉鷹
秀範、坂口太一
第111回日本循環器学会中国地方会
2017年12月 倉敷
EVAR 後 、 遠 隔 期 に ス テ ン ト グ ラ フ ト の
migrationによるエンドリークを起こし、 瘤
拡大を来し破裂した1例
阪本浩助、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111回日本循環器学会中国地方会
2017年12月 倉敷
TAVI後に生じた遅発性弁血栓症の1例
津野田雅敏
第 129 回 日 本 医 学 放 射 線 学 会 中
国・四国地方会 2017年12月 岡山
心筋症の1例
杉本 央
第54回岡山画像診断懇話会
12月 岡山

2017年

心室細動を繰り返した冠攣縮性狭心症の1例
由利卓也
第30回心臓急死研究会 2017年12月
東京

演

２０１７年
糖尿病あれこれ
岡﨑 悟
庄内地区愛育委員会講演会
1月 玉野

2017年

心血管疾患周術期の糖尿病管理
清水一紀
ヒューマログWebストリーミング全
国講演会 2017年1月 広島
シンビットの使用経験
松本健佑

トーアエイヨー社内セミナー
年1月 岡山

2017

診察の仕方基本編（視診、触診、聴診）
林田晃寛
第14回循環器physical examination
講習会 2017年1月 神戸
当院における低侵襲心臓手術の取り組み
坂口太一
第60回新潟心血管治療研究会 2017
年2月 新潟

業績
AAA治療、Open vs EVARの時代は終わった!?
吉鷹秀範
第47回日本心臓血管外科学会学術総
会 ランチョンセミナー 2017年2
月 東京
糖尿病薬が教えてくれる体の不思議
清水一紀
浜田市医師会学術講演会 2017年2
月 浜田
心不全における頚静脈のみかた
林田晃寛
京都循環器臨床研究会 2017年2月
京都
抗血小板剤投与後のPRU低下作用に関する検
討
吉岡 亮
Expert Meeting for PCI 2017年2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 2017年2月 玉野
形成できる僧帽弁逆流を見逃すな
林田晃寛
第1回山陽心エコーカンファレンス
2017年2月 広島
心臓手術は究極のチームプレー
坂口太一
TERUMO good fellow's meeting
2017年3月 大阪
SGLT2阻害薬について
岡﨑 悟
日本べーリンガーインゲルハイム社
内研修会 2017年3月 岡山
～Xience Alpineの適正使用について～
山本桂三
第 14 回 Xience Alpine Course@
Sakakibara Heart Institute of
Okayama Course Director 2017
年3月 岡山
～Xience Alpineの適正使用について～
山本桂三

第14回Xience Alpine Course
術者 2017年3月 岡山

講演、

糖尿病と心臓病について考える：Diabetic
cardiomyopathyとは
清水一紀
長崎心血管イベント抑制のための治
療戦略 2017年3月 長崎
糖尿病薬が教えてくれる体の不思議
清水一紀
米 子 Diabetes Discussion Meeting
2017年3月 米子
これからの糖尿病臨床のターゲット～心不全
と認知症～
清水一紀
東 備 糖 尿 病 セ ミ ナ ー 2017 年 3 月
備前
糖尿病薬が教えてくれる体の不思議
清水一紀
西大寺地区糖尿病勉強会 2017年3
月 岡山
聞いて得するインスリンの話
清水一紀
第 97 回 玉 島 薬 剤 師 薬 薬 連 携 勉 強 会
2017年3月 倉敷
糖尿病専門医からみるSGLT2阻害剤の位置づ
け
清水一紀
YAMAGUCHI 糖 尿 病 WEBシン ポジ
ウム 2017年3月 山口
最新のPCIの話題
廣畑 敦
周東総合病院院内講演会
月 山口

2017年3

心不全における頚静脈のみかた
林田晃寛
岡山循環器 physical examination講
習会 2017年3月 岡山
TAVIによる大動脈弁狭窄症の最新の治療につ
いて
山本桂三
大塚製薬循環器セミナー 2017年3
月 岡山

業績
心臓外科の幕開け
榊原 敬
岡山中央ロータリークラブ
4月 岡山

2017年

AVPを用いたステントグラフト内挿術時の血
管塞栓術
吉鷹秀範
第 45 回 日 本 血 管 外 科 学 会 学 術 総 会
ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー 2017 年 4 月
広島
ステントグラフト治療におけるPoor Access
routeへの対応
吉鷹秀範
Cook Z Conference 2017年4月 広
島
EVAR後の瘤拡大に対する簡便な外科的治療
(3No法）
吉鷹秀範
BRUE Summit 2017年4月 岡山
イカスインスリン療法
清水一紀
大阪インスリン治療セミナー
年4月 堺

2017

知っとけば役に立つ糖尿病と妊娠の話
清水一紀
第 21 回 糖 尿 病 教 育 者 ア カ デ ミ ー
2017年4月 名古屋
糖尿病患者の認知症診断のアプローチと課題
清水一紀
第5回Diabetes Meeting 2017年4月
岡山

大動脈瘤治療、日帰りでできる!?
吉鷹秀範
第12回広島大動脈ステントグラフト
カンファレンス 2017年5月 広島
それは突然やってくる!～心筋梗塞について
～
西田 剛
第7回市民公開心臓病教室 2017年5
月 岡山
心臓病の予防と治療について
西田 剛
総社市住民勉強会 2017年5月
社
MICSの標準化をめざして
坂口太一
第11回和歌山CVセミナー
月 和歌山

総

2017年6

Importance of performing TAP with MICS-MV
repair. Why and How?
坂口太一
Asia-Pacific Heart Valve Meeting
2017年6月 東京
症例から学ぶ糖尿病治療薬の選択
岡﨑 悟
田 辺 三 菱 社 内 研 修 会 2017 年 6 月
岡山
SAPの実際
清水一紀
第1回瀬戸内インスリンポンプセミナ
ー 2017年6月 岡山

低血糖を起こさない糖尿病薬物療法の実践
清水一紀
Diabetes Meeting in Hyuga 2017
年4月 日向

カテーテルアブレーションと榊原病院での抗
凝固療法について
大原美奈子
バ イ エ ル 社 内 勉 強 会 2017 年 6 月
岡山

イメージングで見る冠動脈プラーク
廣畑 敦
喜多医師会講演会 2017年4月
媛

心房細動の最新の治療方針
松本健佑
京都府立医科大学岡山支部会
年6月 岡山

冠動脈多指病変に対するMICS-CABG
坂口太一
神戸循環器疾患治療セミナー
年5月 神戸

愛

2017

右心不全と肺高血圧の心エコー図
林田晃寛
第43回香川心エコー研究会
6月 高松

2017

2017年

業績
人工弁不全のみかた
林田晃寛
第5回SHD心エコー図講習会
年6月 東京

2017

林田晃寛
第26回日本心エコー図学会夏期講習
会 2017年7月 神戸

モニター心電図で分かること分からないこと
松本健佑
救急セミナー 2017年6月 岡山

心機能低下症例における心房細動カテーテル
アブレーション
松本健佑
ベーリンガー社内セミナー 2017年
7月 岡山

MICS-CABGの導入に際して ‐Tips and Pitfalls‐
坂口太一
第22回日本冠動脈外科学会学術大会
2017年7月 大阪

心エコーで正しい測定を行うためには
林田晃寛
エコー九州2017 2017年7月 福岡

Pitfalls of MICS MV repair
坂口太一
MICS workshp 2017年7月

東京

切らずに治す心臓血管外科手術
吉鷹秀範
牧港中央病院 心臓血管外科
ナー 2017年7月 沖縄

セミ

高齢者糖尿病の治療をどうするか
岡﨑 悟
糖尿病療養指導のための勉強会
2017年7月 米子
今からの糖尿病に必要な心不全と認知症の知
識
清水一紀
第6回糖尿病の先端研究を臨床に応用
するための研究会 2017年7月 岡
山
糖尿病と妊娠の気になる関係
清水一紀
Insulin Skill Up Seminar
月 福岡

2017年7

内科臨床のピットフォール‐糖尿病と妊娠‐
清水一紀
第 19 回 滋 賀 糖 尿 病 治 療 フ ォ ー ラ ム
2017年7月 彦根
HOCMの病態と治療
吉田俊伸
トーアエイヨー社内ゼミ
月 岡山
TAVIをガイドする心エコー

2017年7

糖尿病治療薬の使い方
岡﨑 悟
アステラス社内講演会
岡山

2017年8月

循環器内科によるコイル塞栓術の現状
山本桂三
テルモAZUR研究会 2017年8月 岡山
TAVIについて
山本桂三
興和創薬社内ゼミ
山

2017年8月

岡

SGLT2阻害剤は動脈硬化を予防するか？
清水一紀
見える動脈硬化研究会 2017年8月
岡山
症例から見るSGLT2阻害剤の多彩な効果
清水一紀
第4回専門医から学ぶ総合診療講演会
2017年8月 佐賀
当院でのアブレーション治療 抗凝固療法に
ついて
松本健佑
第一三共社内セミナー 2017年8月
岡山
AAA治療に対する最近の考え方
吉鷹秀範
血管外科アカデミー ランチョンセ
ミナー 2017年9月 那須
電気メスを用いたsemiskeletonize法による
BITA採取
坂口太一

業績
MICS CABG summit
東京
PVLに対する外科治療の工夫
坂口太一
第1回弁周囲逆流研究会
札幌

2017 年 9 月

2017年9月

大動脈治療に対する最近の考え方
吉鷹秀範
第 4 回 KEIO Aortic Technology
Symposium 2017年9月 東京
糖尿病薬物療法 ‐最近のトレンド‐
清水一紀
三 木 会 学 術 講 演 会 2017 年 9 月
岡山
心音、心雑音のみかた
林田晃寛
岡山県医師会講演会
岡山
水利尿と心不全治療
山本桂三
大塚製薬社内web勉強会
岡山

2017 年 9 月

2017年9月

Case Presentation
山本桂三
第 16 回 Xience Alpine Course
@Sakakibara Heart Institute of
Okayama 2017年9月 岡山
血小板剤投与後のPRU低下作用に関する検討
吉岡 亮
第7回病診連携循環器疾患懇話会
2017年9月 岡山
EvolutRの使用経験
吉鷹秀範
Evolut R Implanters Meeting in
Chugoku Shikoku 2017年10月 岡
山
直視下MICSにおけるcryoICE Maze手術
坂口太一
CCT surgical 2017 2017 年 10 月
神戸
ASV療法における多職種チームの重要性
平岡有努

ASVリサーチフォーラム ランチョ
ンセミナー 2017年10月 大阪
糖尿病治療の今昔
岡﨑 悟
MSD社内講演会

2017年10月

岡山

高齢者糖尿病の治療をどうするか
岡﨑 悟
第50回美作医会 2017年10月

津山

糖尿病と妊娠が開く世界
清水一紀
石川県妊娠糖尿病研究会特別講演
2017年10月 金沢
心臓リハビリテーションの取り組み
吉田俊伸
児島臨床医の集い 2017年10月
敷

倉

特別講演II 最新のカテーテル治療（冠動脈、
弁膜症から運動器まで）と、かかりつけ医に
よるカテ後の薬物療法について
山本桂三
第6回循環器先端医療セミナー
2017年10月 岡山
心不全と心房細動
林田晃寛
心房細動を考える会
福岡

2017年 10 月

末梢血管疾患における薬物療法の重要性
山本桂三
サ ノ フ ィ 学 術 講 演 会 2017年 10 月
岡山
当院における動脈塞栓術の現況
山本桂三
岡山市医師会循環器疾患研究会
2017年10月 岡山
胸部腹部の視診触診
林田晃寛
第15回循環器physical examination
講習会 2017年10月 神戸
当院における非保護左主幹部病変に対する
PCIとCABGの治療成績の比較
西田 剛
第24回榊原フォーラム 2017年10月

業績
岡山
Moving from OPCAB to MICS-CABG
坂口太一
Medtronic surgical advisary meeting 2017年11月 東京
高齢化社会における糖尿病治療を考える
清水一紀
Diabetes Symposium in 山陽小野田
2017 2017年11月 小野田

心臓病の予防と治療
吉田俊伸
南区住民勉強会

2017年11月

岡山

左室肥大
林田晃寛
エコー淡路2017

2017年11月

淡路

むくみの見方(とくに右心不全)
林田晃寛
エコー淡路2017 2017年11月

淡路

CGM実例から見る血糖変動をロジックする
清水一紀
中海糖尿病研究会 2017年11月 米
子

心不全

高齢化社会における糖尿病治療を考える
清水一紀
腎臓と糖尿病学術講演会 2017年11
月 広島

冠動脈多指病変に対するMICS-CABG
坂口太一
松山心臓病研究会 2017年12月
山

糖尿病と認知症
清水一紀
第15回きさいや南予CDE研修会特別
講演 2017年11月 宇和島

冠動脈血行再建におけるハイブリッド治療の
現状と展望
坂口太一
第31回日本冠疾患学会学術集会 ラ
ンチョンセミナー 2017年12月 大
阪

糖尿病と妊娠が開く世界
清水一紀
倉敷成人病センター糖尿病勉強会
2017年11月 倉敷
心臓病の予防と治療について
西田 剛
玉野市住民勉強会 2017年11月
野

玉

心房細動とカテーテルアブレーション
松本健佑
ヴィオラの会 2017年11月 岡山
心房細動について
松本健佑
ベーリンガー社内セミナー
11月 岡山

2017年

心不全を合併した心房細動の治療経験
松本健佑
第10回医療連携勉強会 2017年11月
岡山

吉田俊伸
大塚製薬社内セミナー
岡山

2017年11月

低侵襲心臓外科手術の現状と展望
坂口太一
第60回広島循環器病研究会
12月 広島

松

2017年

糖尿病と妊娠～歴史から今後の展望～
清水一紀
埼玉医科大学GDM勉強会 2017年
12月 埼玉
高齢化社会における糖尿病治療を考える
清水一紀
第 475 回 徳 島 県 中 部 臨 床 研 究 会
2017年12月 吉野川
弁膜症と心臓聴診
林田晃寛
岡山県臨床検査技師会
岡山

2017年12月

