
講演会・各種研究会 26-29年度_循環器内科_研究会・講演会

氏　　名 演　　　題 発表学会名等 発表年月日 会　場

岡部　浩祐、百名　洋平 第２７回　心臓性急性研究会 H26.12.20 品　川

菊池　幹、鬼塚　健

相良　洋治、川村奈津美

宮田　健二、折口　秀樹

毛利　正博、山本　英雄

吉村　仁、野間　充

多治見　司

吉村　仁 飯塚医師会学術講演会 H26.5.22

吉村　仁 八幡地区病診連携の会 H26.8.1 千草ホテル

折口　秀樹 第154回　北筑カンファレンス H26.6.8 北九州市

折口　秀樹 平成26年度病態栄養実践講座Ⅱ H26.8.9 アクロス福岡

折口　秀樹 心血管セレクトカンファレンス H26.9.12 北九州市

折口　秀樹 第20回福岡山口臨床不整脈研究会 H26.11.7 北九州市

折口　秀樹 第51回循環器カンファレンス21 H26.11.19 佐世保市

折口　秀樹 第8回長崎心臓リハビリテーション研究会 H26.11.29 佐世保市

折口　秀樹 北筑カンファレンス H27.1.21 北九州市

折口　秀樹 第2回臼杵・心不全と生活習慣を考える会 H27.1.30 臼杵市

折口　秀樹 第6回FACET H27.2.13 福岡市

折口　秀樹 ハートを守る心臓リハビリconferebce H27.2.27 岐阜市

毛利　正博 第23回日本心血管インターベンション治療学会総会 H26.7.24-26 名古屋

（合同セッション）

毛利　正博 第９回八幡循環器疾患地域連携協議会 H26.8.28 北九州

予防医療としての心臓リハビリテーション

カテールアブレーション困難流室路起源VPCの薬物療法を考える

心房細動と心臓シハビリテーション

多職種参加による心臓リハビリテーションの実際

慢性腎臓病患者における高カリウム血症、症候性除脈とレニン・
アンジオテンシン系阻害薬の関係に関する検討

リバーロキサバンの安全性、有効性ー使用経験からの考察ー のがみプレジデ
ントホテル

心房細動の診療ー安全、確実を目指してー

心腎関連を考えた心疾患管理－薬・運動・栄養の視点から－

心臓機能と心臓リハビリテーション

不整脈疾患の診療連携

心臓リハビリテーションでの栄養管理

包括的な心臓リハビリテーションを目指すために

『コンコーダンス心臓リハビリテーション』～患者中心型から患者
参加型へ～

心臓リハビリテーション専門施設で提供される運動プログラムへ
の参加が困難な症例の院外運動療法（合同セッション）

北九州市における循環器診療連携
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氏　　名 演　　　題 発表学会名等 発表年月日 会　場

毛利　正博 第10回八幡循環器疾患地域連携協議会 H27.2.5 北九州

伊藤　浩司 心臓もびっくり！～お味噌のお話 小郡市生涯学習講座　たなばた学遊倶楽部開講式 2015.6.4 小　郡

伊藤　浩司 大動脈弁疾患について 東芝超音波学術セミナー2015（夏）in 北九州 2015.8.8 北九州

伊藤　浩司 みそで長生き？～みその意外な効能に迫る～ NHKカルチャースクール 2015.12.13 大　分

伊藤　浩司 心臓にやさしい味噌で長生き！（できるかも？）、 JCHO南海医療センター　健康講座 2016.3.25 佐　伯

味噌と自律神経の意外な関係

折口　秀樹 フレイル・サルコペニア予防の栄養管理を考える 第18回福岡NST研究会 2015.4.17 福　岡

～循環器内科医の立場から～

折口　秀樹 慢性心不全と心臓リハビリテーション The 32nd Live Demonstration in Kokura 2015.5.17 北九州

サルコペニア/フレイルと栄養療法

折口　秀樹 ストラテジック心臓リハビリテーション 第9回徳島心臓リハビリテーション研究会 2015.5.18 徳　島

～導入と継続のために～

折口　秀樹 テーラーメイド心臓リハビリテーション 第9回循環器疾患とリハビリテーション懇話会 2015.6.20 岐　阜

～これからの先制医療の時代に向けて～

折口　秀樹 心臓リハビリテーションの質を高めるために 第27回東海心臓リハビリテーション研究会 2015.7.25 名古屋

折口　秀樹 不整脈疾患患者に対する心臓リハビリテーション 眉山学術シンポジウム 2015.8.15 徳　島

折口　秀樹 腎臓リハビリテーション 第8回北九州「心・腎連携」を考える会 2015.8.25 北九州

～薬物・運動・食事の包括的アプローチ～

折口　秀樹 地域を元気にする心臓リハビリテーション しもつけ地域医療セミナー 2015.9.12 高　知

折口　秀樹 心臓リハビリテーションの多様性 九州医療センター　地域医師のための 2015.9.26 福　岡

折口　秀樹 生涯研修セミナー

折口　秀樹 心疾患の運動療法を考える 熊本ハートケアフォーラム 2015.11.9 熊　本

折口　秀樹 心房細動治療の考え方 エドキサバン講演会in 八幡 2015.11.17 北九州

カテーテルアブレーション・抗凝固療法を含めて

折口　秀樹 糖尿病は心疾患である 第163回北筑カンファレンス 2015.11.18 北九州

折口　秀樹 高齢者心不全のパラダイム 上天草市循環器疾患学術講演会 2015.11.27 天　草

～薬物療法と心臓リハビリテーション～

折口　秀樹 心臓リハビリテーションの使命　‐Science & Practice‐ 第20回福岡心臓リハビリテーション研究会 2016.5.27 福　岡

折口　秀樹
心房細動カテーテルアブレーション治療での抗凝固療法の
管理について

地域における不整脈診療を考える会 2016.6.28 北九州

折口　秀樹 心臓リハビリテーションでの医療安全 第22回日本心臓リハビリテーション学会 2016.7.16 東　京

折口　秀樹 第1回日本心臓リハビリテーション学会九州地方会概要報告 第22回日本心臓リハビリテーション学会

折口　秀樹 心不全での心臓リハビリテーションの役割 第24回玄海心不全カンファレンス 2016.8.26 北九州

折口　秀樹 生活習慣病と心血管病 第168回北筑カンファレンス 2016.9.28 北九州

折口　秀樹 運動負荷試験の意義と心臓リハビリテーションへの応用 第26回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 2016.10.11 横　浜

折口　秀樹 心臓リハビリテーションの基礎と実践 田川医師会学術講演会 2016.11.30 田　川

長寿社会と心血管病
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氏　　名 演　　　題 発表学会名等 発表年月日 会　場

折口秀樹　新垣真美　安藤幸子　生田由希　大島ゆかり　上田知
穂　鍬塚圭子　辻郷裕美　冨田美砂

心房細動カテーテルアブレーション治療クリニカルパスの
新規作成

第17回日本クリニカルパス学会 2016.11.26 金　沢

折口　秀樹 フレイル高齢者の心房細動治療の課題 香月・木屋瀬　生活習慣病フォーラム 2017.2.8 北九州

折口　秀樹 抗凝固療法と心臓リハビリテーション 心臓リハビリテーションセミナーin遠賀中間 2017.3.9 遠　賀

百名洋平 右冠動脈入口部病変の再狭窄に対しPCIを施行した一例 PCI Expert Meeting in Kitakyushu 2016.9.28 北九州

百名洋平 失神の1年後に植込み型ループレコーダーにて診断しえた徐脈頻脈症候群の一例北九州失神カンファレンス 2016.11.17 北九州

田所　知命
的確な検査による低侵襲な治療を選択し得た僧帽弁閉鎖
不全症の1例（Award受賞）

北九州循環器懇談会（小倉）

北九州

折口秀樹　 フレイルへの介入と予防　－糖尿病との関わり－ 第9回遠賀中間循環器連携セミナー 2017.4.17 遠賀郡

折口秀樹　 血管疾患の予防 心血管疾患としての糖尿病　Kyushu PRvent in 2017 2017.4.23 福岡市

折口秀樹　、菊池　幹
心房細動カテーテルアブレーション治療に関する前期高齢者と後
期高齢者の比較検討

第59回日本老年医学会 2017.6.16 名古屋市

折口秀樹　
Onco-Cardiology －腫瘍循環器病学という新しい分野について
－

第173回北筑カンファレンス 2017/7/26 北九州市

折口秀樹　 フレイル高齢者の抗凝固療法の課題 八幡内科医会 2017.9.21 北九州市

折口秀樹　 シームレスな高齢者薬物療法を目指して 八幡薬剤師会研修会 2017.9.28 北九州市

折口秀樹　 検査値の見かた 北九州地区検査値記載のある処方箋に関する研修会 2017.10.16 北九州市

折口秀樹　
シンポジウム「心リハにおける多職種の調和：現状と展望」地域
包括的な多職種協働と「常若」の未来

第３回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会 2017.10.29 鹿児島市

折口秀樹　 コメディカルセッション　心臓リハビリテーション 心不全患者の心臓リハビリテーションARIA2017 2017.11.23 福岡市

上田知恵　折口秀樹　安藤幸子　赤木篤子　永島万紗美　鍬塚圭
子　辻郷裕美　冨田美砂　山田弥生

心房細動カテーテルアブレーションクリニカルパスの評価と課題 第18回日本クリニカルパス学会 2017.12.1 大阪市

折口秀樹　 加齢に伴う障害の予防改善と健康寿命延伸への期待 平成２９年度第２回日本健康運動指導士会福岡県支部研修会 2017.12.3 北九州市

折口秀樹　 心肺運動負荷試験の基礎 第１７回フクダ電子心臓リハビリテーション開設セミナー 2017.12.10 徳山市

折口秀樹　 心臓リハビリテーションの今後の展開 福岡西部地区医療連携講演会 2018.1.24 福岡市
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氏　　名 演　　　題 発表学会名等 発表年月日 会　場

折口秀樹　
心房細動のTotal Management －心臓リハビリテーションの可能
性を含めて－

循環器疾患Total Care Conference 2018.1.30 松山市

折口秀樹　 高齢者の薬物療法を考える 八幡内科医会　シリーズ勉強会 2018.2.13 北九州市

阿部名月　折口秀樹他
JCHO九州病院におけるポリファーマシーカンファレンスの取り組
み

第28回日本老年医学会九州地方会 2018.3.3 沖縄市

末松文博　折口秀樹他
医師と薬剤師が協働して、地域で取り組むポリファーマシー対策
～北九州高齢者薬物療法研究会の立ち上げと取り組み・その１
～

第28回日本老年医学会九州地方会 2018.3.3 沖縄市

小倉秀美　折口秀樹他
医師を対象としたポリファーマシー対策に対するアンケート調査
～北九州高齢者薬物療法研究会の立ち上げと取り組み・その１
～

第29回日本老年医学会九州地方会 2018.3.3 沖縄市

伊藤浩司、宮田健二、毛利正博 各季節における血圧、心拍数と習慣的味噌汁摂取との関連 第6回臨床高血圧フォーラム　 2017.5.12-13 岡山

伊藤浩司 習慣的味噌汁摂取は寒冷期の心拍数上昇を抑制する 第4回みそサイエンス研究会総会　 2017.6.6 東京

伊藤浩司
塩と血圧の関係と味噌と血圧の関係は似て非なるもの？
一杯の味噌汁に秘められた可能性

第3回Hypertension Round Rable Discussion 2017.7.3 遠賀郡

伊藤浩司 みそ汁摂取量と血圧および心拍数の関係 第65回丸紅食料味噌会 2017.7.18 東京

伊藤浩司 医療現場からの「味噌汁と血圧・心拍数」 H29年度第2回中央味噌研究所技術講習会　三重県桑名市 2017.9.21 三重

児島啓介，百名洋平，菊池幹
非医療従事者により一次救命処置が施行され完全社会復帰を果
たした冠攣縮性狭心症による心室細動の一例

第30回　心臓性急死研究会 2017.12.16 東京

百名洋平 心房細動診断の最前線 直方不整脈セミナー 2018.1.26 直方

百名洋平，宮崎秀明（臨床工学室），菊池幹 当院におけるMRI対応デバイス植込みとMRI撮影の現状と課題 第10回　植込みデバイス関連冬季大会 2018.2.10-12 横浜

百名洋平
Micra経カテーテルペーシングシステムを用いた徐脈性心房細動
の2症例

第3回　COSMOSの会 2018.2.16 北九州


