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小岩屋 宏、福島 裕介、相良 秀一郎、仲間 達也、松山 明彦、足利 敬一、
栗山 根廣、柴田 剛徳、

循環器内科平成 27 年度業績集（2015）
冠動脈インターベンション後に劇的に改善した急性虚血性僧帽弁逆流の一例：リアル
タイム 3D 心エコー図による僧帽弁形態の解析
第 118 回日本循環器学会九州地方会

平成 27 年 6 月 27 日 福岡市

5. 桑原 大門、渡邉 望、竹井 達郎、柳田 洋平、西野 峻 緒方 健二、木村 俊之、
仲間 達也、古堅 真、小岩屋 宏 足利 敬一、 栗山 根廣、松山 明彦、柴田 剛徳
バルサルバ洞限局解離に合併した急性大動脈弁逆流に対 Bentall 手術を施行した 2 例
第 118 回日本循環器学会九州地方会

平成 27 年 6 月 27 日 福岡市

6. 仲間 達也、緒方 健二、竹井 達郎、安里 哲矢、門岡 浩介、柴田 剛徳
超高齢者の大動脈閉塞を原因とした重症下肢虚血患者に対して血管内治療が奏功し
た一例
第 4 回下肢救済・足病学会 九州地方会 スポンサードセミナー
平成 27 年 9 月 26 日 福岡市
7. 柴田 剛徳
症例提示 ビデオライブ 3
第 22 回日本心血管インターベンション治療学会 九州・沖縄地方会
平成 27 年 11 月 12 日～14 日

那覇市

8. 仲間 達也、緒方 健二、柴田 剛徳
Video-live demonstration of Aorto-iliac lesion
第 22 回日本心血管インターベンション治療学会 九州・沖縄地方会
平成 27 年 11 月 12 日～14 日

那覇市

9. 松浦 広英、栗山 根廣、中島 夏奈、合力 悠平、桑原 大門、竹井 達郎、
柳田 洋平、西野 峻、吉岡 吾郎、安里 哲矢、門岡 浩介、緒方 健二、星山 禎、
仲間 達也、古堅 真、小岩屋 宏、渡邉 望、松山 明彦、足利 敬一、柴田 剛徳
左前下行枝入口部病変へのローターブレーションにより左回旋枝に冠解離・血腫が
生じステントで bail out した症例
第 22 回日本心血管インターベンション治療学会 九州・沖縄地方会
平成 27 年 11 月 12 日～14 日

那覇市

10. 安里 哲矢、仲間 達也、中島 夏奈、合力 悠平、柳田 洋平、竹井 達郎、

循環器内科平成 27 年度業績集（2015）
桑原 大門、西野 峻、吉岡 吾郎、門岡 浩介、緒方 健二、星山 禎、松浦 広英、
古堅 真、小岩屋 宏、松山 明彦、渡邉 望、足利 敬一、栗山 根廣、柴田 剛徳
総大腿動脈石灰化病変に対し hand guided crosser が有効であった 1 例
第 22 回日本心血管インターベンション治療学会 九州・沖縄地方会
平成 27 年 11 月 12 日～14 日

那覇市

11. 合力 悠平、柳田 洋平、中島 夏奈、桑原 大門、竹井 達郎、西野 峻、吉岡 吾郎、
安里 哲矢、門岡 浩介、緒方 健二、星山 禎、仲間 達也、松浦 広英、古堅 真、
小岩屋 宏、松山 明彦、渡邊 望、足利 敬一、栗山 根廣、柴田 剛徳
冠動脈インターベーション後に劇的に改善した虚血性僧帽弁逆流の一例
第 22 回日本心血管インターベンション治療学会 九州・沖縄地方会
平成 27 年 11 月 12 日～14 日

那覇市

12. 門岡 浩介、仲間 達也、中島 夏奈、合力 悠平、桑原 大門、竹井 達郎、
柳田 洋平、西野 峻、安里 哲矢、吉岡 吾郎、緒方 健二、星山 禎、松浦 広英、
古堅 真、小岩屋 宏、渡邊 望、栗山 根廣、松山 明彦、柴田 剛徳
薬物治療抵抗性の深部下肢静脈血栓症に対し、カテーテル血栓溶解療法が有効であっ
た1 例
第 119 回日本循環器学会 九州地方会

平成 27 年 12 月 5 日 福岡市

13. 吉岡 吾郎、中島 夏奈、足利 敬一、桑原 大門、合力 悠平、竹井 達郎、柳田 洋
平、西野 峻、安里 哲矢、門岡 浩介、緒方 健二、松浦 広英、木村 俊之、仲間 達
也、古堅 真、小岩屋 宏、松山 明彦、渡邉 望、栗山 根廣、柴田 剛徳
急性心筋梗塞に、肺病変による肺高血圧の合併が疑われた一例
第 119 回日本循環器学会 九州地方会

平成 27 年 12 月 5 日 福岡市

14. 中島 夏奈、足利 敬一、桑原 大門、合力 悠平、竹井 達郎、柳田 洋平、西野 峻、
安里 哲矢、門岡 浩介、吉岡 吾郎、緒方 健二、松浦 広英、木村 俊之、仲間 達也、
古堅 真、小岩屋 宏、松山 明彦、渡邉 望、栗山 根廣、柴田 剛徳
高周波カテーテルアブレーション術直後に急性腹症を発症し，早期診断により救命し
得た一例
第 119 回日本循環器学会 九州地方会
Case report Award 優秀賞受賞

平成 27 年 12 月 5 日 福岡市

循環器内科平成 27 年度業績集（2015）
研究会
1. 渡邉 望
塞栓症と心エコー図
第 18 回大分心臓超音波セミナー

平成 27 年 1 月 30 日 大分市

2. 仲間 達也
Fighting against peripheral arterial diseases
Kagoshima Foot Conference (KAGOSHIMA FC)

平成27 年2 月13 日 鹿児島市

3. 木村 俊之
急性心筋梗塞の致死的合併症〜ER における心エコー図の役割
第 17 回宮崎心エコー研究会

平成 27 年 2 月 19 日 宮崎市

4. 西野 峻、渡邉 望、柴田 剛徳
緊急冠動脈形成術後虚血性僧帽弁逆流のダイナミクスおよび予後との関連について
の検討
第 17 回宮崎心エコー研究会

平成 27 年 2 月 19 日 宮崎市

5. 仲間 達也
Current and Future Status of Endovascular Therapy
北九州循環器勉強会

平成 27 年 2 月 25 日 北九州市

6. 仲間 達也、柴田 剛徳、緒方 健二
Clinical impact of the endovascular therapy for patients with critical limb
ischemia -from single center registry第 9 回宮崎血管内治療懇話会

平成 27 年 2 月 27 日 宮崎市

7. 渡邉 望
循環器疾患の診断治療における心エコー図検査の役割：宮崎市郡医師会病院心臓病セ
ンターにおける現状と展望
第 55 回宮崎インターベンション研究会
8. 柴田 剛徳
Promus Premier 4.0mm

平成 27 年 3 月 2 日 宮崎市

循環器内科平成 27 年度業績集（2015）
九州トランスラディアール研究会レクチャー

平成 27 年 3 月 6 日 佐賀県嬉野市

9. 柴田 剛徳
PCI 手技上の工夫とトラブルシューティング
阪神 YES クラブ研究会

平成 27 年 3 月 21 日 大阪市

10. 小岩屋、宏、栗山 根廣、柴田 剛徳
当院における Drug coated balloon; DCB の使用経験
DCB Seminar in MIYAZAKI

2015 年 3 月 25 日 宮崎市

11. 小岩屋 宏、足利 敬一、桑原 大門、竹井 達郎、柳田 洋平、西野 峻、木村 俊之、
仲間 達也、古堅 真、渡邉 望、栗山 根廣、松山 明彦、柴田 剛徳
非弁膜症性心房細動患者における PCI 後の 3 剤併用療法
～Novel oral anticoagulants (NOAC)の有効性
宮崎新規抗凝固薬勉強会

2015 年 4 月 10 日 宮崎市

12. 柴田 剛徳
当院での循環器診療 心臓病に特化した急性期医療への取り組み
第 20 回宮崎市郡医師会病院循環器セミナー

平成 27 年 4 月 14 日 宮崎市

13. 渡邉 望
救急の心エコー図（ハンズオン）
、基本断面・ワンルックエコー（ハンズオン）
第 20 回宮崎市郡医師会病院循環器セミナー

平成 27 年 4 月 14 日 宮崎市

14. 小岩屋 宏、栗山 根廣、渡邉 望、西野 峻、仲間 達也、柴田 剛徳
In-stent neoatherosclerosis can be a possible mechanism of the impaired flow after
re-percutaneous coronary intervention for the in-stent restenosis
TERUMO 研究会 Nobori Update/Nobori の可能性を追求する！
2015 年 5 月 8 日 宮崎市
15. 西野 峻
Nobori update
TERUMO 研究会 Nobori Update/Nobori の可能性を追求する！
2015 年 5 月 8 日 宮崎市
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16. 渡邉 望
弁膜症の心エコー図最前線：Heart Valve Team としての役割
九州弁膜症カンファレンス

平成 27 年 5 月 9 日 長崎市

17. 渡邉 望
心筋梗塞の心エコー図：壁運動の診かた
第 2 回実地医家のための心エコー図勉強会

平成 27 年 5 月 15 日 宮崎市

18. 古堅 真
高齢にして初回の心不全を呈した mid-ventricular obstruction の一例
第 6 回 ストラクチャークラブ九州支部会学術講演会 平成 27 年 6 月 14 日 福岡市
19. 仲間 達也
Various puncture technique with Medikit puncture needle
第 4 回スレンダークラブジャパンワークショップ in 東可児
ランチョンセミナー

平成 27 年 6 月 26 日～27 日 岐阜県可児市

20. 仲間 達也
Recent “novel challenges” for me
Small conference of endovascular treatment in Fukuoka
平成 27 年 7 月 4 日 福岡市
21. 小岩屋 宏、足利 敬一、仲間 達也、渡邉 望、栗山 根廣、柴田 剛徳
非弁膜症性心房細動患者に対する PCI 後の 3 剤併用療法
～Non-vitamin K oral anticoagulants(NOAC)への期待
第 2 回宮崎医療連携カンファレンス

2015 年 7 月 17 日 宮崎市

22. 西野 峻、渡邉 望、柴田 剛徳、古川 貢之、矢野 光洋
症候性重症大動脈弁狭窄の院内発症心筋梗塞に対し上行大動脈・弁置換、冠動脈
バイパスおよび僧帽弁形成術を施行した一例
第 18 回宮崎心エコー研究会
23. 仲間 達也、柴田 剛徳

平成 27 年 7 月 27 日 宮崎市

循環器内科平成 27 年度業績集（2015）
Current and future treatment for F-P ISR lesion
Endovascular Quintessence (EQ)

平成 27 年 8 月 1 日 福岡市

24. 渡邉 望
実地医科のための心エコー図勉強会
宮崎生協病院心エコー図スキルアップセミナー（ハンズオン）
平成 27 年 8 月 7 日 宮崎市
25. 西野 峻、渡邉 望、柴田 剛徳、古川 貢之、矢野 光洋
症候性重症大動脈弁狭窄の院内発症心筋梗塞に対し上行大動脈・弁置換、冠動脈
バイパスおよび僧帽弁形成術を施行した一例
第 2 回岡山循環器フォーラム

平成 27 年 8 月 21 日 岡山市

26. 西野 峻、渡邉 望、足利 敬一、栗山 根廣、柴田 剛徳
急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈形成術がもたらす左室リモデリング動態と
虚血性僧帽弁逆流のダイナミクスおよび予後との関連についての検討
第 13 回先進心血管エコー研究会

平成 27 年 8 月 23 日 大阪市

27. 緒方 健二 仲間 達也 柴田 剛徳
当院での重症下肢虚血に対する血管内治療
第 98 回宮崎市郡医師会病院心臓病研究会

平成 26 年 8 月 24 日 宮崎市

28. 渡邉 望
虚血性僧帽弁逆流の 2D/3D 心エコー図診断：救急病院の現場から
第 59 回循環器診療セミナーin 西宮

平成 27 年 9 月 3 日 兵庫県西宮市

29. 小岩屋 宏、栗山 根廣、柴田 剛徳
Paclitaxel coated balloon 治療後のステント内再々狭窄の独立危険因子
; 至適前拡張と Geographic mismatch の重要性
DCB セミナー in 九州

2015 年 9 月 26 日 福岡市

30. 小岩屋 宏、仲間 達也、緒方 健二、柴田 剛徳
総腸骨動脈完全閉塞に対する EVT 後の慢性期に仮性動脈瘤を来たし、コイル塞栓術
で治療し得た一例

循環器内科平成 27 年度業績集（2015）
第 9 回 JPR 研究会

2015 年 10 月 3 日 東京都

31. 栗山 根廣、柴田 剛徳
24 時間血圧コントロールを目指して
第 100 回宮崎市郡医師会病院心臓病研究会

平成 27 年 10 月 20 日 宮崎市

32. 渡邉 望
弁膜症の 2D/3D 心エコー図：Heart Valve Team 中核としての役割
平成 27 年 10 月 23 日 京都市

循環器診療を考える会～心エコー図を中心に～
33. 渡邉 望
弁膜症を診る
第 3 回実地医家のための心エコー図勉強会

平成 27 年 10 月 30 日 宮崎市

34. 吉岡 吾郎
当院におけるトホグリフロジンの使用経験
第 101 回宮崎市郡医師会病院心臓病研究会

平成 26 年 11 月 16 日 宮崎市

35. 小岩屋 宏、足利 敬一、仲間 達也、古堅 真、渡邉 望、栗山 根廣、柴田 剛徳
当院における静脈血栓塞栓症(VTE)治療～Non-vitamin K oral anticoagulant
(NOAC)の使用経験
宮崎血栓塞栓症研究会

2015 年 11 月 18 日 宮崎市

36. 松浦 広英、柴田 剛徳
冠動脈拡張症での急性冠症候群に対する PCI
Young fellowship case conference

平成 27 年 12 月 5 日 福岡市

37. 松浦 広英、柴田 剛徳
ステント内に湧き上がる血栓 どう対応するか？
Fukuoka cardioLogy conference for Young interventionists
平成 27 年 12 月 17 日 福岡市
38. 小岩屋 宏、足利 敬一、渡邉 望、柴田 剛徳

循環器内科平成 27 年度業績集（2015）
当院における静脈血栓塞栓症(VTE)治療の変遷～Non-vitamin K oral anticoagulant
(NOAC)への期待
宮崎血栓塞栓症研究会

2015 年 12 月 19 日 福岡市

発表その他
1. 柴田 剛徳
Standardization of Rota Burr Manipulation
浜田医療センター循環器内科勉強会

平成 27 年 1 月 19 日 山口県浜田市

2. 柴田 剛徳
DES 時代の NSE と DCB
グッドマン高槻病院ワークショップ

平成 27 年 2 月 3 日 大阪府高槻市

3. 柴田 剛徳
PCI テクニック（small group discussion）
日本 PCI フェローコース

平成 27 年 2 月 6 日 京都市

4. 柴田 剛徳
Standardization of Rota Burr Manipulation
岡山赤十字病院循環器内科勉強会

平成 27 年 3 月 5 日 岡山市

5. 柴田 剛徳
Standardization of Rota Burr Manipulation
公立置賜総合病院循環器内科勉強会

平成 27 年 3 月 10 日 山形県置賜市

6. 柴田 剛徳
Logical Rota Burr Manipulation and techniques for calcified lesions
日本医大循環器勉強会

平成 27 年 3 月 18 日 東京都

7. 柴田 剛徳
Standardization of Rota Burr Manipulation
牧港中央病院循環器勉強会
8. 柴田 剛徳

平成 27 年 3 月 31 日 沖縄県浦添市

循環器内科平成 27 年度業績集（2015）
Standardization of Rota Burr Manipulation
平成 27 年 4 月 7 日 福岡県宗像市

宗像水光会病院循環器勉強会
9. 柴田 剛徳

当院での循環器診療－チーム医療としての取り組み
関西医科大学附属滝井病院 Abbott X-pert Forum
平成 27 年 4 月 16 日 大阪府守口市
10. 柴田 剛徳
Standardization of Rota Burr Manipulation
平成 27 年 6 月 5 日 鹿児島市

天陽会中央病院循環器勉強会
11. 仲間 達也、柴田 剛徳

Current and future status of the Endovascular treatment
Cordis Miyazaki Course ランチョンセミナー

平成 27 年 6 月 5 日 宮崎市

12. 仲間 達也、柴田 剛徳
SFA treatment up to date
岡村記念病院ライブ ランチョンセミナー 平成27 年6 月10 日 静岡県駿東郡清水町
13. 柴田 剛徳
PCI の手技上の工夫とトラブルシューティング
千早総合病院循環器勉強会

平成 27 年 6 月 23 日 福岡市

14. 柴田 剛徳
ロータブレーターの基本手技
佐久医療センター循環器勉強会

平成 27 年 8 月 4 日 長野県佐久市

15. 柴田 剛徳
Standardization of Rota Burr Manipulation
沖縄県立中部病院循環器勉強会
16. 柴田 剛徳
PCI の合併症と循環器チーム医療

平成 27 年 8 月 21 日 沖縄県うるま市

循環器内科平成 27 年度業績集（2015）
岩国医療センター循環器勉強会

平成 27 年 9 月 15 日 山口県岩国市

17. 柴田 剛徳
Rotablator 2015
香川県立中央病院循環器勉強会

平成 27 年 9 月 25 日 高松市

18. 柴田 剛徳
PCI トラブルシューティングと当院心臓病センター
三田市民病院ワークショップ

平成 27 年 10 月 6 日 兵庫県三田市

19. 柴田 剛徳
Debulking Strategy for Complex Calcified Lesions
大和清和病院循環器ワークショップ

平成 27 年 10 月 9 日 神奈川県大和市

20. 柴田 剛徳
当院での循環器診療
秋田大学循環器ワークショップ

平成 27 年 10 月 26 日 秋田市

21. 仲間 達也、柴田 剛徳
AI and SFA treatment up to date –How to open complex CTO
山形県立中央病院 ワークショップ レクチャー

平成 27 年 11 月 2 日 山形市

22. 仲間 達也、柴田 剛徳
SFA and BTK treatment up to date
平塚ワークショップ ミッドナイトレクチャー

平成 27 年 11 月 12 日 東京都

23. 仲間 達也
膝下 EVT を理解しよう！！
COOK 販売店向けレクチャー 上級編

平成 27 年 11 月 21 日 東京都

24. 柴田 剛徳
Strategy of severe calcified lesion and ROTA wire Elite
NTT 東日本関東病院ワークショップ

平成 27 年 12 月 8 日 東京都

循環器内科平成 27 年度業績集（2015）
25. 柴田 剛徳
Strategy of severe calcified lesion
横浜栄共済病院ワークショップ

平成 27 年 12 月 16 日 東京都

26. 仲間 達也、柴田 剛徳
Current and future status of the Endovascular treatment
Cordis Miyazaki Course イブニングセミナー

平成 27 年 12 月 18 日 宮崎市

27. 柴田 剛徳
心臓病について
宮崎市郡医師会病院ブラックジャックセミナー

平成 27 年 12 月 19 日 宮崎市

28. 中島 夏奈
医師になって
宮崎市郡医師会病院ブラックジャックセミナー

平成 27 年 12 月 19 日 宮崎市

講演
1. 柴田 剛徳
PCI 手技上の工夫とトラブルシューティング
Abbott X-pert Forum in Fukui

平成 27 年 1 月 23 日 福井市

2. 柴田 剛徳
カテーテル治療の歴史
カネカメディカル記念講演会

平成 27 年 1 月 29 日 大阪市

3. 柴田 剛徳
当院での循環器診療 心臓病に特化した急性期医療への取り組み
KITEN の会 平成 27 年 3 月 14 日 宮崎市
4. 柴田 剛徳
Debulking Strategy for Complex Calcified Lesions
ボストンサイエンティフィックジャパン埼玉ロータブレーター講演会
平成 27 年 3 月 23 日 浦和市

循環器内科平成 27 年度業績集（2015）
5. 柴田 剛徳
Debulking Strategy for Complex Calcified Lesions
平成 27 年 4 月 11 日 三重県伊勢市

三重ハートセンターライブ講演会
6. 柴田 剛徳

PCI の手技上の工夫とトラブルシューティング
オーバスネイチ特別講演 PCR

平成 27 年 5 月 20 日 フランス パリ

7. 柴田 剛徳
PCI の手技上の諸問題
長崎インターベンションセミナー

平成 27 年 7 月 8 日 長崎市

8. 柴田 剛徳
宮崎に求められる循環器医療を目指して
第一回地域連携講演会（岩手医科大学附属病院） 平成 27 年 7 月 15 日 盛岡市
9. 渡邉 望
腎臓内科医のための心エコー図：ハンズオンセミナー
宮崎大学第一内科人グループ同門会

平成 27 年 7 月 18 日 宮崎市

10. 柴田 剛徳
Standardization of Rota Burr Manipulation
東京ロータブレーター講演会

平成 27 年 8 月 3 日 東京都

11. 渡邉 望
Heart Valve Team 中核としての 2D/3D 心エコー図の役割
第 2 回岡山循環器フォーラム

平成 27 年 8 月 21 日 岡山市

12. 柴田 剛徳
心臓病の症状とは
第 7 回宮崎循環器市民講座

平成 27 年 9 月 12 日 宮崎市

13. 渡邉 望
心臓病になりやすい人となりにくい人のお話

循環器内科平成 27 年度業績集（2015）
第 7 回宮崎循環器市民講座

平成 27 年 9 月 12 日 宮崎市

14. 足利 敬一
「心房細動って治療が必要なの？」～腎機能低下時の注意点～
第 51 回宮崎地区泌尿器科医学術講演会

平成 27 年 8 月 20 日 宮崎市

15. 足利 敬一
Last Step 症状を取り除く
心房細動トータルマネジメント講演会

平成 27 年 9 月 8 日 宮崎市

16. 柴田 剛徳
Xience Alpine の適応とトラブルシューティング
TAVI＆PCI new device セミナー

平成 27 年 9 月 24 日 那覇市

17. 柴田 剛徳
循環器診療最前線
天草郡市医師会二部学術講演会

平成 27 年 10 月 14 日 熊本県牛深市

18. 柴田 剛徳
あなたの心臓大丈夫ですか？
第 42 回建築とガスを語る集い 2015 年ガスフォーラム
平成 27 年 10 月 16 日 宮崎市
19. 柴田 剛徳
抗血小板治療の最新情報
Thrombus Expert Meeting

平成 27 年 10 月 17 日 東京都

20. 足利 敬一
不整脈診療における薬物療法～抗不整脈薬と抗凝固薬～
第 124 回延岡薬学会学術講演会

平成 27 年 11 月 9 日 延岡市

21. 足利 敬一
周術期の抗凝固療法 ～高周波カテーテルアブレーションを中心に～
宮崎市郡内科医会学術講演会

平成 27 年 11 月 16 日 宮崎市

循環器内科平成 27 年度業績集（2015）

22. 渡邉 望
女性医師としての歩み：自分を活かし、活かされるために
第 12 回秋桜会

平成 27 年 11 月 21 日 秋田市

23. 足利 敬一
心房細動アブレーションの New デバイス
宮崎循環器疾患医療連携カンファレンス

平成 27 年 11 月 27 日 宮崎市

24. 仲間 達也
災害医療について
宮崎公立大学 特別講義

平成 27 年 12 月 4 日 宮崎市

25. 柴田 剛徳
PCI 治療と抗血小板療法における Update
Thrombus Expert Meeting

平成 27 年 12 月 6 日 熊本市

26. 柴田 剛徳
PCI のトラブルシューティングと Xience Alpine の適応
SWAT@Kumamoto

平成 27 年 12 月 12 日 熊本市

