演題

演者

山田航希、梶原光嗣、仲里淳、高
80歳以上超高齢者急性心筋梗塞の治療戦略の検
橋孝典、近藤承一、和気稔、平田
討
一仁
The effect of percutaneous coronary intervention Jun Nakazato, Koji Kajiwara,
on clinical outcome in
Takanori Takahashi, Minoru Wake,
elderly patient with acute myocardial infarction
Shoichi Kondo, Kazuhito Hirata

学会
第104回日本内科学会講演会
2007.4 大阪
The 16th annual meeting of the
Japanese society of interventional
cardiology 2007.6 Ｋｏｒｉｙａｍａ．

当初原因不明の肺高血圧症を呈しボセンタンが有
服部英敏、梶原光嗣、和気稔、近
効であった真性多血症の一例
藤承一、高橋孝典、平田一仁

第102回日本循環器学会九州地方
会 2007.8 宮崎

急性冠症候群と鑑別を要しコイル塞栓術で治療し 梶原光嗣、高良博明、和気稔、近
えた両側冠動脈肺動脈瘻の一例
藤承一、平田一仁

平成19年度九州合同地方会第4回
JACCT&第14回JSIC 2007.8 熊
本

The clinical predictors of in-hospital mortality in
infective endocarditis

Jun Nakazato, Koji Kajiwara,
Takanori Takahashi, Minoru Wake,
Shoichi Kondo, Kazuhito Hirata

The 72nd annual scientific meeting
of the Japanese Circulation
Society 2008.3 福岡

沖縄県立中部病院における循環器後期研修

平田一仁

第24回小倉ライブフェローシップ
コース 2007.5 北九州

魅力ある循環器後期研修とは

平田一仁

平成19年度JACCT/JSIC九州合
同地方会サテライトシンポジウム
2007.8 熊本

0.010システムへのサイズダウンが著明な石灰化
を伴う右冠動脈高度狭窄のバルーン通過に有効 平田一仁、他
であった透析患者の1例

平成20年度ＪＡＣＣＴ ＪＳＩＣ九州合
同地方会 長崎

Ｐｒｉｍａｒｙ Ｃｈｙｌｏｐｅｒｉｃａｒｄｉｕｍの2症例

服部英敏、平田一仁、他

第105回日本循環器学会九州地方
会 熊本

Primary Chylopericardiumの２症例

服部英敏 平田一仁、他

沖縄ハート

下壁心筋梗塞をきたした急性Ａ型大動脈解離の1
松本学、平田一仁、他
例

沖縄ハート

呼吸苦を主訴に心不全を疑われ、離島より緊急搬 中山剛志、仲里淳、和気稔、梶原
送された重症大動脈狭窄症の1例
光嗣、平田一仁

第107回沖縄県医師会医学会総会
2009. 1.17

劇症型心筋炎14例の臨床経過と急性期管理の検 嶋崎鉄兵、仲里淳、和気稔、梶原
討
光嗣、平田一仁

第107回沖縄県医師会医学会総会
2009. 1.17

急性心筋梗塞を合併した急性大動脈解離の２症
例

仲里淳、平田一仁他

九州虚血性心疾患研究会 平成
21年7月11日

ＨＩＶ感染者の急性冠症候群に対してインターベン
仲里淳、平田一仁他
ションを施行した症例

ＣＶＩＴ九州地方会 2009.8.29 宮
崎

A case of successful PCI using Dio and Ansel
sheeth for long and tourtous RIMA-SVG
composite bypass graft stenosis

Jun Nakazato, K Hirata. et al

第19回日本心血管インターベン
ション治療学会 2010.8.22 仙台

血栓処理に難渋したＡＭＩの1例

仲里淳、平田一仁他

第55回沖縄県心血管インターベン
ション研究会 2009.12.11

Ｓｔａｎｆｏｒｄ Ａ型およびＢ型大動脈解離の臨床像
の差異について

平田一仁、他

第58回日本心臓病学会学術総会
2010.9 東京

ＡＣＳにおけるＲｏｔａｂｌａｔｏｒの使用経験

和気稔、平田一仁他

ＣＶＩＴ九州地方会 2010.7.31 嬉
野

ＰＣＩ Ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐ ＬＩＶＥミニレクチャー「ガイドワ
和気稔、平田一仁他
イヤーテクニック」

第27回ＬＩＶＥ ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｏｎ ｉｎ
Ｋｏｋｕｒａ 2010.5.15

CTO症例

和気稔、平田一仁他

第4回九州Intervention Young
fellowship 2010.8.7 福岡

ＰＣＩトラブルシューティング

和気稔、平田一仁他

第2回九州Unite for
Interventionalist 2010.10.16 福岡

演題

演者

学会

Ｃｙｐｈｅｒ ｓｔｅｎｔ留置後のvery late thrombosisの4
高橋孝典、平田一仁他
例の検討

九州虚血性心疾患研究会
2010.7.24 北九州

骨髄異形成症（ＭＤＳ）に合併した不安定狭心症
の1例

第290回内科学会九州地方会
2010.8.28佐賀

高橋孝典、平田一仁他

弁輪部より生じた仮性心室瘤を伴う人工僧帽弁感
下高原淳一、平田一仁他
染性心内膜炎の1例

第108回日本循環器学会九州地方
会 2010.6 福岡

著明な血圧変動を来した 僧帽弁閉鎖不全症の一
下高原淳一、平田一仁他
例

沖縄ハート記念講演会、
2010.12.20

静脈グラフトに責任病変を有するＡＣＳ症例

第34回九州虚血性心疾患研究会
2011年7月、北九州

下高原淳一、平田一仁他

挿入したステントの外側に潰瘍を形成し亜急性ス
下高原淳一、平田一仁他
テント血栓症となった急性冠症候群の1例

第18回に本心血管インターベン
ション治療学会九州地方会
2010.8.26

右室梗塞をともなった上行大動脈解離後におこっ
杉田周一、平田一仁他
た右心不全の1例

第108回日本循環器学会九州地方
会 2010.6 福岡

受傷後21年目に三尖弁置換術を施行した外傷性
桑原謙典、平田一仁他
三尖弁閉鎖不全症の1例

第1０９回日本循環器学会九州地
方会 2010.12 長崎

ガイドカテーテルによる血栓吸引とＰＩＴが奏功した
福山梓子、平田一仁他
急性肺動脈血栓栓塞症の1例

沖縄県心血管インターベンション
研究会2010那覇市

重症心不全を合併した心臓原発リンパ腫の1例

杉田周一、平田一仁他

第292回日本内科学会九州地方会
2011 1 29 福岡

総腸骨動脈完全閉塞病変-デバイス通過に難渋
下症例-

和気稔、平田一仁他

第60回沖縄県心血管インターベン
ション研究会 2011.1.21 南風原
町

右室優位の心筋炎を発症しPFOによる遷延性低
酸素血症を呈し、重症循環不全に陥った１例

高橋孝典 福山梓子 桑原謙典
下高原淳一 仲里淳 和氣稔 平
田一仁

日本心臓病学会 2011年９月２３
日

薬剤抵抗性重症心不全に対し心臓再同期療法が 高橋孝典 桑原謙典 福山梓子
有効だった症例
仲里淳 和氣稔 平田一仁

沖縄ハート 2011年9月5日 沖縄
県南風原町

カテーテル治療が奏功した急性肺動脈血栓塞栓
症の一例

第１１０回 循環器学会九州地方会
2011. 6. 25 アクロス福岡

福山梓子 桑原謙典 平田一仁
和気稔 仲里淳 高橋孝典

僧帽弁再置換術後に人工弁周囲逆流のために僧 桑原謙典、平田一仁、福山梓子、
帽弁再々置換術を施行した一例
和気稔、高橋孝典、仲里淳、本竹
秀光
急性心筋梗塞に対する緊急PCI直後に、原因不明 桑原謙典、平田一仁、福山梓子、
の心タンポナーデを生じた1例
和気稔、高橋孝典、仲里淳
Sinus rhythm is a predictor for long-term
improvement in percutaneous transmitral
commisurotomy.

第１１０回日本循環器学会 九州地
方会、2011.006.25 アクロス福岡

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
2011.08.27鹿児島県 城山観光ホテ
ル
Nakazato J, Hirata K, Wake M,
The 76nd annual scientific meeting
Takahashi T, Yagi N, Shimotakahara of the Japanese Circulation
J
Society. March 2012, Fukuoka

長期経過にて多源性単形性心室頻拍と進行性の 桑原謙典、平田一仁他
右心不全を呈したＡＲＶＤの1例

第112回日本循環器学会九州地方
会 2012.6.30 宜野湾市

全身性強皮症(SSc)に伴う心筋線維化による右心 久保田修司、平田一仁他
不全を来した一例

第112回日本循環器学会九州地方
会 2012.6.30 宜野湾市

Electrocardiographic Changes in Patients with
Hirata K et al. Poster presentation Chicago 3/25 2012. The abstract
Acute Aortic Dissection．-incidence,patterns and at American College of Cardiology received the recognition of “the
underlying mechanisms in 280 cases- .
2012,
highest ranking abstract submitted
from Japan” and the poster was
elected as a semifinalist of the
poster award
治療に苦慮したＡＣＳの1例

和気稔、平田一仁他

第6回九州インターベンション
young fellowship 2012.8.4 福岡

演題

演者

学会

大動脈血栓症に起因した急性下肢虚血の1例

和気稔、平田一仁他

沖縄県心血管インターベンション
研究会2012.8.6南風町

左内胸動脈グラフト中間部の高度狭窄病変に多
逸するPCIに難渋した１例

仲里淳、平田一仁他

第１９回日本心血管インターベン
ション治療学会
九州地方会
2012.9.1 大分

radial arteryの急性血栓閉塞に対し、DIOを用いて 久保田修司、平田一仁他
血栓吸引を施行した一例

第１９回日本心血管インターベン
ション治療学会
九州地方会
2012.9.1 大分

狭心症を併発した手術ハイリスク大動脈弁狭窄症 屋宜宣仁、平田一仁他
に対し、PCIおよび経静脈的経皮的大動脈弁形成
術を施行した１例

第１９回日本心血管インターベン
ション治療学会
九州地方会
2012.9.1 大分

胸腺腫に対する放射線療法による収縮性心膜炎 中山泉、平田一仁他
と赤芽球ろうに対する長期輸血による心ヘモクロ
マトーシスを合併した稀有な一剖検例

第６０回日本心臓病学会学術集会
２０１２.９．１４－１６ 金沢

ピルジカイニド中毒によりBrugada症候群様の
福山梓子、平田一仁他
coved tｙpe ST上昇が観察された透析患者の一例

第６０回日本心臓病学会学術集会
２０１２.９．１４－１６ 金沢

Effusive constrictive pericarditisの一例（Case
Report Award優秀賞受賞）

第１１３回日本循環器学会九州地
方会 2012.12.8 熊本

中山泉、平田一仁他

起立性低血圧、巨舌、心不全を契機に発見された 廣澤孝信、高橋孝典、平田一仁他 第１１３回日本循環器学会九州地
アミロイドーシスの一例
方会 2012.12.8 熊本
Effusive constrictive pericarditisの一例（日循地方 中山泉、平田一仁他
沖縄ハート 2013.4.6那覇市
会発表を改変）
Surgery versus endovascular revascularization
for initial management of acute limb ischemia.

Nakazato J, Hirata K, Wake M et al. CVIT 2013 総会 神戸

急性下肢動脈閉塞症に対してPITカテーテルなど 仲里淳、和気稔、平田一仁他
を用いたカテーテルインターベンション治療が奏功
した症例

CVIT 九州地方会 2013 久留米

Mortality Risk Factors in Chronic Kidney Disease Nakazato J, Wake M, Hirata K et al 2013年３月日本循環器学会総会
Patients with Infective Endocarditis.
東京
緑膿菌が起因菌であった感染性心内膜炎の一例 福山梓子、平田一仁、和気稔他

経皮的心肺補助装置(PCPS)の使用にて救命可能 安里哲也、屋宜宣仁、和気稔、平
であった急性心筋梗塞の1例
田一仁他

第115回日本循環器学会九州地方
会 佐賀市 2013/12/7
第61回日本心臓病学会学術集会
2013年9月20日
熊本市
第114回日本循環器学会九州地方
会

安里哲也、屋宜宣仁、和気稔、平
田一仁他

第115回日本循環器学会九州地方
会

安里哲也、屋宜宣仁、和気稔、平
胸部大動脈血栓症による急性下肢虚血に対して 田一仁他
血管内治療を施行した一例

第 20 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

デバイス植込み時におけるイソプロピルアルコー 高橋孝典、和気稔、平田一仁他
ル清拭の有用性

2014年2月21日 第6回植込みデ
バイス関連冬季大会

心室細動を合併した左室緻密化障害の一例

偶然に発見された乳頭状線維弾性腫の一例

福山梓子、平田一仁、和気稔他

PITを含む複合的肺動脈インターベンションが著効 旭大悟 和氣稔 安里哲矢 平良良 第20回日本心血管インターベン
した急性肺血栓塞栓症の1例
集 福山梓子 屋宜宣仁 仲里淳 ション治療学会九州・沖縄地方
高橋孝典 平田一仁 東浦渉 高良 会
博明

演題

演者

学会

急性広範心筋梗塞後の心不全管理に難渋してい 屋宜宣仁 安里哲矢 平良良集 沖縄心不全研究会(2013.4.19)
る1例
福山梓子 仲里淳 高橋孝典
和氣稔 平田一仁 中須昭雄
安元浩	
  天願俊穂	
  本竹秀光
Initial Results of Percutaneous trans-septal Nobuhito Yagi, Tetsuya Asato,
第22回 日本心血管インターベン
balloon aortic valvuloplasty using Inoue balloon in Ryosyu Taira, Asako Fukuyama,
ション治療学会総会(2013.7.11~13
high risk aortic stenosis
Jun Nakazato, Takanori Takahashi, 神戸）
Minoru Wake, Kazuhito Hirata
LAD CTO病変に対し，LCX経由のRetrograde
approachにてPCIを施行した1例

屋宜宣仁 安里哲矢 平良良集 福 第20回 日本心血管インターベン
山梓子 仲里淳 高橋孝典 和気稔 ション治療学会九州・沖縄地方会
平田一仁
(2013.8.30~31 久留米）

大腸腫瘍術後に急激な呼吸不全を呈した肺動脈 中山泉 屋宜宣仁 安里哲矢 久
微小腫瘍塞栓による急性右心不全の一剖検例
保田修司 平良良集 福山梓子
仲里淳 高橋孝典 和気稔 平田
一仁

第61回 日本心臓病学会学術集
会(2013.9.20~22 熊本)

マラソン中2度の心肺停止を来した潜在性閉塞性 久保田修司 和気稔 安里哲矢
肥大型心筋症の1例
中山泉 平良良集 福山梓子 屋
宜宣仁 仲里淳 高橋孝典 平田
一仁
A case of Left internal mammary artery lesions Nobuhito Yagi, Tetsuya Asato,
presenting with cardiogenic shock
Ryosyu Taira, Asako Fukuyama,
Jun Nakazato, Takanori Takahashi,
Minoru Wake, Kazuhito Hirata

第61回 日本心臓病学会学術集
会(2013.9.20~22 熊本)

Complex Cardiovascular
Therapeutics 2013(2013.10.17~19
Kobe)

下大静脈フィルター閉塞に対し血管内治療を施行 屋宜宣仁 安里哲矢 平良良集 福 沖縄県心血管インターベンション
した1例
山梓子 仲里淳 高橋孝典 和気稔 研究会(2014.2.10)
平田一仁 伊良波朝敬 山田絵美
理 東浦渉 高良博明 安谷正

Hybrid Surgical and Endovascular Intervention for
Acute Limb Ischemia due to Tumor Embolism of
the Abdominal Aorta Originated from the Lung
Tumor (Pleomorphic Carcinoma) which extended
to the left atrium via the pulmonary vein

Nobuhito Yagi 1, Takahiro Murakami
2
, Wataru Higashiura 3, Hiroaki
Takara 3, Akio Nakasu 4, Hiroshi
Yasumoto 4,Toshiho Tengan 4,
Fuminori Kunishima 5, Tetsuya
Asato 1,Ryosyu Taira 1, Asako
Fukuyama 1, Jun Nakazato 1,

American College of Cardiology
63rd Annual Scientific
Session(2014.3.29~31
WASHINGTON, USA)

右冠動脈起始異常患者の治療方針決定に苦慮し 平良良集、高橋孝典、和気稔、平 2013年12月7日 第115回日本循
た１例
田一仁他
環器学会 九州地方会
一般市中病院における急性大動脈解離の実態

平田一仁、和気稔他

日本レオロジー学会総会ランチオ
ンセミナー 栃木県日光市 平成25
年11月

心筋梗塞とは？「身近な誰かが倒れたら」

座長 平田一仁

沖縄県医師会市民講座那覇市、
パシフィックホテル 平成26年2月1
日

Additional Wiping of the Skin With 70% Isopropyl Takanori
Takahashi,
Junichi American Heart Association's
Alcohol Just Before Routine Povidone-Iodine Shimotakahara, Nobuhito Yagi, Jun 2014
Scientific
Sessions
Antisepsis
Reduces
Cardiac
Implantable Nakazato, Tadayoshi Miyagi, Minoru 2014.11.17 Chicago, Illinois, USA
Electronic Device Infections
Wake, and Kazuhito Hirata

演題

演者

学会

Clinical Predictors for Inappropriate Initial Kazuhito
Hirata 、 Takanori American College of Cardiology
Diagnosis of Acute Type A Aortic Dissection in Takahashi, Junichi Shimotakahara, Scientific Session, San Diego CA,
the Emergency Room.
Nobuhito Yagi, Jun Nakazato, USA March 15, 2015
Tadayoshi Miyagi, Minoru Wake, Ｔｓ
ｕｙｏｓｈｉ Ｒ Ｔａｋａｒａ， Ｔｏｓｈｉｈｏ
Ｔｅｎｇａｎ
Clinical Predictors Related to Delayed Diagnosis Kazuhito
Hirata 、 Takanori American College of Cardiology
of Acute Aortic Dissection in the Emergency Takahashi, Junichi Shimotakahara, Scientific Session, San Diego CA,
Room.
Nobuhito Yagi, Jun Nakazato, USA March 15, 2015
Tadayoshi Miyagi, Minoru Wake, Ｔｓ
ｕｙｏｓｈｉ Ｒ Ｔａｋａｒａ， Ｔｏｓｈｉｈｏ
Ｔｅｎｇａｎ
急性広範前壁心筋梗塞後の重症心不全に対して 會田哲郎、屋宜宜仁、和気稔、平
左室形成術及び僧帽弁・三尖弁形成術を施行した 田一仁他
1例

第６４回日本心臓病学会学術集会
２０１４年９月 仙台市

Klebsiella pneumoniaeによる感染性心内膜炎の3
例

第６４回日本心臓病学会学術集会
２０１４年９月 仙台市

安里哲矢、和気稔、平田一仁他

診断されにくい急性Ａ型大動脈解離の臨床像につ 平田一仁 和気稔他、
いての検討

第６４回日本心臓病学会学術集会
２０１４年９月 仙台市

Klebsiella Pneumoniae による人工弁心内膜炎の１ 廣澤孝信 和気稔、平田一仁他
例

第116回日本循環器学会九州地方
会

高度房室ブロック、心室中隔穿孔を合併した感染 安里 哲矢、和気稔、平田一仁 他 第116回日本循環器学会九州地方
性心内膜炎の一例
会
巨大食道裂孔ヘルニアによる圧排に起因した左 島袋祐士、和気稔、平田一仁 他
心室中部閉塞のため失神を起こしたと考えられる
一例
貧血を契機に判明した感染性心膜炎の1例

第116回日本循環器学会九州地方
会

矢野裕之，仲里 淳，安里哲也，平 第305回日本内科学会九州地方会
良良集，福山梓子，屋宜宜仁，和 2014年4月 熊本
気 稔，高橋考典，平田一仁、玉城
和光

心肺蘇生後の低体温療法中に、低体温利尿に夜 森英輝、宮城唯良、島袋祐士、廣
難治性尿崩症をきたした1例
澤孝信、下高原純一、屋宜宜仁、
高橋孝典、和気稔、平田一仁

第308回日本内科学会九州地方会
2015年1月 福岡

Successful percutaneous retrieval of entrapped Nakazato J, Wake M, Hirata K et al. TCT 2014, Washington D.C. U.S.A.
coronary guide wire in a severely calcified lesion.
The vascular team approach for acute limb Nakazato J, Wake M, Hirata K et al. ＣＶＩＴ 2014， Ｎａｇｏｙａ
ischemia –from our hospital experience緊急PCI時に、造影剤アナフィラキシーショッ 廣澤孝信、島袋祐士、下高原純
第21回日本心血管インターベン
クと冠動脈攣縮、ステント内血栓症の出現で治 一、屋宜宜仁、仲里淳、宮城唯良、 ション治療学会	
 九州沖縄地方会
療に難渋したKounis症候群の一例
高橋孝典、和気稔、平田一仁
急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈インターベンション直後に急性ステント血栓症を発症した
島袋 祐士、和気稔、平田一仁他 第21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
バイパスグラフトの仮性動脈瘤に対する
Covered	
 stentの使用経験

廣澤孝信、島袋祐士、下高原純
第21回日本心血管インターベン
一、屋宜宜仁、仲里淳、宮城唯良、 ション治療学会	
 九州沖縄地方会
高橋孝典、和気稔、平田一仁

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis
(EGPA) with cardiac involvement:a case report

Tetsuro Aita*, Genta Uehara*,
Kiyoshi Kinjo* & Kazuhito Hirata*

ACP日本支部年次総会 2014年5
月 京都市

演題

演者

学会

Combined Percutaneous Transcatheter Aspiration Yagi N, Wake M, Hirata K et al
Thrombectomy and Pulse Infusion Thrombolysis
for Massive Subacute Inferior Vena Cava
Thrombosis With IVC Filter Occlusion

Yagi N, Wake M, Hirata K et
al CVIT 2014, Nagoya

バイパスグラフト閉塞による急性下肢虚血の症例 和気 稔 他

第1回 Ryukyus Joint
Endovascular Therapeutics
１４/05/07 沖縄県医師会

２０

繰り返す心不全のため僧帽弁置換術後にCRT-P 廣澤孝信、和気稔、平田一仁他
を要した1例

沖縄急性心不全カンファレンス
2014/07/04 沖縄クリニカルシミュ
レーションセンター

心肺蘇生術による外傷性肝損傷から出血性ショッ 宮城 唯良、和気稔、平田一仁他
クを併発した急性心筋梗塞の一例

第223回沖縄ハート 2014年7月7
日 沖縄県医師会館

Shepherd’s crookのRCA病変に対するRotablator 和気稔、平田一仁他
症例

OKINAWA Rota Night
2014/8/20 那覇市

Successful Endovascular Therapy for Acute Deep 屋宜宣仁、和気稔、平田一仁
Vein Thrombosis

Complex
Cardiovascular
Therapeutics 2014 2014年 10月
31日 神戸

当院におけるトルバプタン(Samsca®)使用経験

屋宜宣仁

八重山心不全研究会 2014年11
月13日 石垣市

このPHは改善しますか？

島袋祐士、和気稔、平田一仁 他

第一回肺高血圧研究会 2014年
11月21日 沖縄県医師会館

