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肘部流出路閉塞にかかわる諸問題
野島武久
2018.5.19

第 7 回究道会

透析シャントトラブル

～感染

大阪市北区 TKP ガーデンシティ東梅田

グラフト穿刺 閉塞

血管石灰化

薬物療法 を中心に～

野島武久
2017.11.19

第 6 回地域のシャントを考える会 神戸市垂水区

シーサイドホテル舞子ヴィラ

ご紹介いただいた症例から透析シャントを考える
野島武久
2017.11.19

第 6 回地域のシャントを考える会 神戸市垂水区

シーサイドホテル舞子ヴィラ

エコー下 PTA
野島武久
2017.11.11

第 6 回究道会

大阪市北区天満橋

大阪 OAP タワー

AVG 作製手術 video presentation
野島武久
2017.11.5 第 2 回 Vascular Access Conference 東京都新宿区

東京オペラシティ

AVF 作製手術 video presentation
野島武久
2017.4.9 第 1 回 Vascular Access Conference 大阪市

新大阪丸ビル

透析シャントトラブル・仮性瘤・感染
野島武久
2016.11.19

第 5 回地域のシャントを考える会 神戸市垂水区

シーサイドホテル舞子ヴィラ

ご紹介いただいた症例から透析シャントを考える
野島武久
2016.11.19

第 5 回地域のシャントを考える会 神戸市垂水区

シーサイドホテル 舞子ヴィラ

～すべて見せます！！

ノーカット、無修正 AVF～

野島武久
2016.10.29

第 4 回究道会

大阪市北区天満橋

大阪 OAP タワー

シャント作製と合併症治療 ～シャントケアと pitfalls～
野島武久
2016. 9.10

奈良透析合同勉強会

奈良県北葛城郡王寺町

リーベル王寺

VAIVT における leakage と spasm への対応策
野島武久、本宮康樹、井出孝夫
2016. 3.26

第 3 回大阪 VAIVT 研究会 大阪市 グランフロント大阪

アクセス治療に難渋した難治性ネフローゼ症候群の一例
野島武久
2016. 1.28 第 4 回兵庫 VAIVT カンファレンス 神戸市

三宮ターミナルホテル

バスキュラーアクセス作製に苦慮している慢性 MRSA 感染の一症例
野島武久
2015.11.28 第 2 回 大阪市北区天満橋

大阪 OAP タワー

ご紹介いただいた症例から透析シャントを考える
野島武久
2015.10. 3 第 4 回地域のシャントを考える会 神戸市垂水区 シーサイドホテル

舞子ヴィラ

難治性シャント肢浮腫の一症例
野島武久
2015. 4.11 大阪市北区天満橋

大阪 OAP タワー

血栓閉塞内シャントに対する治療法の工夫と変遷
野島武久、本宮康樹、井出孝夫
2015. 3. 7 第 20 回バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会

血栓閉塞 AVF/AVG に対する治療法の工夫と変遷
野島武久、本宮康樹、井出孝夫

渋谷区津田ホール

2015. 3.28 第 2 回大阪 VAIVT 研究会 大阪市天王寺区

あべのハルカス

バスキュラーアクセスの歴史的変遷と現況
野島武久
2015. 2.14 第 40 回明石・西神戸透析懇話会 神戸市垂水区 シーサイドホテル舞子ビラ神戸

ご紹介いただいた症例から透析シャントを考える
野島武久
2014.10.25 地域のシャントを考える会

神戸市垂水区

シーサイドホテル舞子ヴィラ

神戸市垂水区

シーサイドホテル舞子ヴィラ

透析シャントエコーへの誘い
野島武久
2014.10.15 地域のシャントを考える会

AVG 作製後急性閉塞に対して VAIVT を行った症例
野島武久
2014.9.27 第 2 回関西 VAIVT セミナー 大阪市北区梅田

大阪駅前コンベンションルーム

総合司会
野島武久
2014.7.3 第 3 回兵庫 VAIVT カンファレンス 神戸市

三宮研修センター

過剰血流に対する Graft Inclusion Technique
野島武久、本宮康樹、井出孝夫
2014.3.1 第 19 回バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会

東京都渋谷区千駄ヶ谷 津田ホール

無床診療所でのブラッドアクセス作成の工夫
本宮康樹、田中賢治、益田眞理、大貫雅弘、本宮善恢、野島武久
2014.3.1 第 19 回バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会

東京都渋谷区千駄ヶ谷 津田ホール

バスキュラーアクセスを共に考え、共に守る
野島武久
2014.2.15 第 8 回明石・西神戸透析懇話会 兵庫県明石市

グリーンヒルホテル明石

血栓閉塞内シャントに対する経皮的血栓除去方法の工夫
野島武久、井出孝夫、本宮康樹
2014.2.8 第 1 回大阪 VAIVT 研究会 大阪市 グランフロント大阪北館タワーC

シャント治療のあれこれ

～当科での工夫～

野島武久
2013.7.27 第 3７回明石・西神戸透析懇話会 神戸市垂水区 舞子ビラ

野島武久
2013.4.25 第 2 回兵庫 VAIVT カンファレンス 神戸市中央区 三宮ターミナルホテル

AVG 血栓閉塞に随伴した前腕虚血に対して経皮的血管形成術を行った一例
野島武久
2012.12.14 第 3 回 VAIVT カンファレンス姫路 姫路市

姫路日航ホテル

症例提示１
野島武久
2012.9.28 兵庫 VAIVT カンファレンス 神戸市中央区

三宮ターミナルホテル

VAIVT 難渋症例に対する対処方法
野島武久
2011.9.22 第 2 回 VAIVT カンファレンス姫路 姫路市

姫路日航ホテル

静脈高血圧症に対する治療戦略
野島武久、本宮康樹
2011/3/5 第１６回バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会

ＶＡＩＶＴ難渋症例
野島武久
2010/7/22 第３回 関西 VAIVT カンファレンス 大阪市

当科でのＰＡＤに対するＥＶＴ
野島武久

マルビル

東京都

千駄ヶ谷

津田ホール

2010/6/10 第１回 ＫＶSＩＣ 大阪市 丸ビル

心筋梗塞発症約２ヶ月後の慢性期に心嚢内出血を認めた左室瘤の１例
酢谷保夫、伊藤靖、藤田俊哉、水田博之、江原重幸、百々まゆみ、満谷進、吉崎和幸、野島武久、曽根田純一
2009/12/19 第１９０回

日本内科学会近畿地方会 神戸市 神戸国際会議場

治療に難渋しているＶＡＩＶＴ症例
野島武久
2009/12/10 第２回 関西 VAIVT カンファレンス 大阪市

マルビル

当科でのアクセス関連治療
野島武久
2009/6/18 第１回 関西 VAIVT カンファレンス 大阪市

マルビル

静脈高血圧症に対する治療症例の検討
野島武久、曽根田純一
2008/10/25 第１２回アクセス研究会 山形県 月岡ホテル

当科におけるアクセス関連治療初期成績
野島武久、曽根田純一
2008/1/26 第２６回明石・西神戸透析懇話会 明石市

グリーンヒルホテル 明石

同一術者による内シャント関連手術ならびに PTA 施行症例の検討
野島武久、曽根田純一
2007/10/11 第１１回アクセス研究会 千葉県、浦安市

浦安ブライトンホテル

Long-Tapered PTA balloon である”Resolution SD"の使用経験
野島武久、曽根田純一
2007/10/11 第１１回アクセス研究会 千葉県、浦安市

浦安ブライトンホテル

当科におけるバスキュラーアクセス関連手術
野島武久、曽根田純一
2007/1/27 第２４回明石・西神戸透析懇話会 明石市

グリーンヒルホテル

成人型大動脈縮窄症の１治験例
野島武久、曽根田純一
2003/11/28 第４３回兵庫県心臓外科懇話会（HSHS)

神戸市中央区北野町

新神戸オリエンタルホテル

心筋梗塞後左室自由壁破裂の１７例の経験
金田敏夫、家村順三、小川達也、井村正人、井上剛裕、松本光史、野島武久、中本進、北山仁士、佐賀俊彦
2003/6/14 第４５回近畿心臓外科研究会

京都市 京都リサーチパーク

Off pump CABG における手術手技と工夫
野島武久、佐賀俊彦、北山仁士、尾上雅彦、中本進、松本光史、井上剛裕、金田敏夫、井村正人、小川達也
2003/6/12 第４６回関西胸部外科学会学術総会 京都市

国立京都国際会館

Stanfor A 逆行性解離に対する治療：術式の検討
金田敏夫、小川達也、井上剛裕、松本光史、野島武久、尾上雅彦、北山仁士、中本進、佐賀俊彦
2002/6/21 第４５回関西胸部学会学術集会 三重県津市

三重県立総合文化センター

Stanford A 型急性胸部大動脈解離に対する選択的脳灌流、軽度低体温下 open distal anastomosis
尾上雅彦、佐賀

俊彦、中本進、北山仁士、野島武久、松本光史、井上剛裕、金田敏夫、小川達也

2002/6/21 第４５回関西胸部学会学術集会 三重県津市

三重県立総合文化センター

冠状動脈バイパス術と同時に行った Aortoaxillary bypass グラフト感染の 1 治験例
井上剛裕、佐賀

俊彦、中本進、北山仁士、尾上雅彦、野島武久、松本光史、金田敏夫、小川達也

2002/6/21 第４５回関西胸部学会学術集会 三重県津市

三重県立総合文化センター

９０歳以上の超高齢者の冠状動脈疾患に対するバイパス手術の検討
小川達也、金田敏夫、井上剛裕、松本光史、野島武久、尾上雅彦、北山仁士、中本進、佐賀俊彦
2002/6/21 第４５回関西胸部学会学術集会 三重県津市

三重県立総合文化センター

心拍動下冠動脈バイパス術における手技の工夫
佐賀俊彦、北山仁士、尾上雅彦、中本進、野島武久、松本光史、井上剛裕、金田敏夫、谷平由布子、小川達也、
安本均、中嶋康彦
2002/6/20 第４５回関西胸部外科学会学術集会 三重県津市 三重県総合文化センター

虚血性心筋症に対する外科治療戦略
中本進、小川達也、金田敏夫、井上剛裕、松本光史、野島武久、尾上雅彦、北山仁士、佐賀俊彦
2002/6/20 第４５回関西胸部外科学会学術集会 三重県津市 三重県総合文化センター

フォンタン手術を最終手術とする疾患に対する治療戦略

－特に合併病変（静脈還流異常、房室弁逆流）に対し

て
北山仁士、佐賀俊彦、中本進、尾上雅彦、野島武久、松本光史、井上剛裕、金田敏夫、小川達也
2002/6/20 第４５回関西胸部学会学術集会 三重県津市

三重県総合文化センター

ファロー四徴症術後難治性頻拍発作に対して両方向性グレン手術を施行した一例
松本光史、小川達也、金田敏夫、井上剛裕、野島武久、尾上雅彦、中本進、北山仁士、佐賀俊彦
2002/6/20 第４５回関西胸部学会学術集会 三重県津市

三重県立総合文化センター

aortitis syndrome に起因した冠動脈病変に対して CABG を行った１症例
野島武久、佐賀俊彦、中本進、北山仁士、尾上雅彦、松本光史、井上剛裕、金田敏夫、谷平由布子、井村正人、
小川達也
2002/4/18 第９回 S.H.C（宿院ハートクラブ） 堺市

大塚製薬（株）堺出張所 会議室

完全血行再建を目指した心拍動下冠動脈バイパス術
小池雅人、西脇

登、金田幸三、野島武久、長門久雄、城谷 均

2001/11/24 第１２回奈良冠疾患研究会

奈良市 奈良県新公会堂

広範囲肺動脈塞栓症に対する１０手術例

－さらなる救命率の向上を目指して－

金田幸三、西脇登、野島武久、長門久雄、小池雅人
2001/10/13 第４回河内救急医療懇話会

東大阪市 東大阪市立病院３F 会議室

大動脈炎症候群に対する冠状動脈バイパス術の１例
野島武久、西脇登、寺井弘、長門久雄、城谷 均
2001/6/30 第１１回奈良冠疾患研究会 奈良市 なら１００年会館

遠心ポンプを用いた心拍動下 CABG

－quality of revascularization の向上を目指して－

西脇登、寺井弘、野島武久、長門久雄、小池雅人、城谷均
2001/6/28 第４４回関西胸部外科学会 大阪市 リーガロイヤルホテル

急性大動脈解離との鑑別診断が困難で、術後に右冠動脈瘤破裂が証明された心タンポナーデの１例
横田良司、城谷

学、服部隆一、野島武久、西脇登、長門久雄、寺井弘、城谷 均

2000/11/25 第１０回奈良冠疾患研究会

奈良市 なら１００年会館

心筋虚血症状を呈した冠動静脈瘻の治療経験
長門久雄、西脇登、寺井弘、野島武久、城谷 均
2000/11/25 第１０回奈良冠疾患研究会

奈良市 なら１００年会館

左冠動脈主幹部病変に対する surgical angioplasty の１治験例
野島武久、西脇登、寺井弘、長門久雄
2000/5/13 第９回奈良冠疾患研究会 奈良市 なら１００年会館

急性大動脈解離との鑑別診断が困難であった右室破裂の１例
野島武久、西脇

登、寺井 弘

2000/3/11 第６回日本血管外科学会関西地方会 大阪市

大阪商工会議場

当科におけるペースメーカ感染の治療経験
野島武久、織田禎二、小野宏志、芦田敦生
1998.6.26 第３４回浜松労災病院学術集談会 浜松市

浜松労災病院

冠状動脈バイパス再手術症例に対する MIDCAB の臨床応用
野島武久、織田禎二、小野宏志、芦田敦生
1998.6.20 第１０６回日本循環器学会東海地方会 名古屋市 名護屋国際会議場

植え込み後１３年経過した感染ペースメーカリードの抜去経験
野島武久、織田禎二、小野宏志、芦田敦生
1998.6.19 第４１回日本胸部外科学会関西地方会 広島市 広島国際会議場

当科における最小侵襲冠状動脈バイパス術(MIDCAB)症例の検討
野島武久、織田禎二、小野宏志、芦田敦生
1998.6.14 第９６回遠江医学会

浜松市

Exclusion 法による VSP 閉鎖
織田禎二、野島武久、小野宏志、芦田敦生

グランドホテル浜松

1998/4/18 第７回静岡県心臓血管外科手術手技ビデオカンファレンス 静岡市

単冠状動脈症に対する冠動脈バイパス術の１例
野島武久、織田禎二、小野宏志
1997.6.20 第４０回日本胸部外科学会関西地方会 神戸市 神戸国際会議場

単冠状動脈症を伴った狭心症に対する冠動脈バイパス術の経験
野島武久、織田禎二、小野宏志
1997.6.15 第９４回遠江医学会

浜松市

浜松グランドホテル

逆行性脳灌流法を補助手段として用いた胸部大動脈瘤手術症例の検討
野島武久、織田禎二、小野宏志
1997.3.15 第８回静岡心臓血管外科医会

浜松市 浜松グランドホテル

超高齢者腹部大動脈瘤の一治験例
野島武久、織田禎二、小野宏志
1996.11.22 第３１回浜松労災病院学術集談会 浜松市

浜松労災病院 会議室

胸部大動脈瘤手術における逆行性脳灌流法の脳保護効果と灌流条件に関する検討
野島武久、織田禎二、小野宏志、楠原健嗣、岩倉 篤、白石昭一郎
1996.10.17 第４３回日本低体温研究会

京都市 国立京都国際会館

逆行性脳灌流法を用いた胸部大動脈瘤手術の検討
野島武久、織田禎二、岩倉 篤、小野宏志
1996.6.28 第３０回浜松労災病院集談会

浜松市 浜松労災病院第一会議室

逆行性脳灌流法を補助手段として用いた胸部大動脈瘤に対する外科治療の検討
野島武久、織田禎二、岩倉 篤、小野宏志
1996.6.23 第９２回遠江医学会

浜松市

グランドホテル浜松, 平安の間

脳血管障害を有する解離性大動脈瘤患者での逆行性脳灌流法の経験
麻柄達夫、野島武久、尾上雅彦、勝山和彦
1996.6.20 第３９回日本胸部外科学会関西地方会 鳥取県米子市

米子市文化ホール

甲状腺機能亢進症を合併した僧帽弁閉鎖不全症に対する弁形成術の検討
尾上雅彦、麻柄達夫、野島武久
1996.6.20 第３９回日本胸部外科学会関西地方会 鳥取県米子市

米子市文化ホール

当院における最近１年間の胸部大動脈人工血管置換術症例について
尾上雅彦、麻柄達夫、野島武久、山本芳央
1996.6.1 第４１回滋賀県循環器疾患研究会 草津市

草津市立勤労福祉センター

僧帽弁閉鎖不全症に対する DuranRing と Gore-Tx 糸を用いた僧帽弁形成術の経験
麻柄達夫、尾上雅彦、野島武久、山本芳央
1996.6.1 第４１回滋賀県循環器疾患研究会 草津市

草津市立勤労福祉センター

当科における破裂性腹部大動脈瘤手術症例の検討
野島武久、麻柄達夫、尾上雅彦
1996.3.2 第７３回近畿救急医学研究会

草津市 滋賀県立長寿社会福祉センター

持続冠灌流と逆行性脳灌流とを併用した胸部大動脈手術症例の検討
野島武久、麻柄達夫、尾上雅彦
1996.3.1 第６回逆行性臓器灌流研究会

京都市 京都国際会議場

当院における開心術での自己血輸血療法の検討
野島武久、麻柄達夫、尾上雅彦、安田 隆三郎*
1995.12.5 第５回滋賀自己血輸血研究会

大津市 滋賀ビル

逆行性脳灌流と Retroplegia を併用した解離性大動脈瘤の治療
麻柄達夫、尾上雅彦、野島武久、山田光一、金盛俊之、東川昌仁、寄田純生
1995.12.2 第４０回滋賀県循環器疾患研究会 大津市

アヤハレークホテル

腹部大動脈瘤手術症例における自己血輸血療法の検討
野島武久、麻柄達夫、桂

敦史、西川忠男、安田 隆三郎*

1995.6.13 第４回滋賀県自己血輸血研究会 草津市

レイカディアセンター

Diagnostic PTAV を応用した高齢者大動脈弁置換術の経験

野島武久、麻柄達夫、桂

敦史、西川忠男

1995.6.9 第３８回日本胸部外科学会関西地方会 尼崎市

ホテルニューアルカイック３Ｆ

心臓再々手術症例の検討
麻柄達夫、野島武久、桂

敦史、西川忠男

1995.6.8 第３８回日本胸部外科学会関西地方会 尼崎市

ホテルニューアルカイック３Ｆ

急性心筋梗塞後の心破裂症例の検討
麻柄達夫、野島武久、桂

敦史

1995.6.3 第３９回滋賀県循環器疾患研究会 草津市

当科における腹部大動脈瘤無輸血手術症例の検討
野島武久、麻柄達夫、桂

敦史、西川忠男、安田 隆三郎

1994/12/13 第３回滋賀県自己血輸血研究会 草津市

レイカディアセンター

高齢者の ASr+MR に対し、AVR のみで著明な MR の改善を認めた１症例
野島武久、麻柄達夫、桂

敦史、西川忠男、安田 隆三郎

1994/12/3 第３８回滋賀県循環器疾患研究会 草津市

草津市立勤労福祉センター

腎機能低下を合併した腹部大動脈瘤手術症例の検討
桂 敦史、麻柄達夫、野島武久、西川忠男、安田 隆三郎
1994/12/3 第３８回滋賀県循環器疾患研究会 草津市

草津市立勤労福祉センター

高齢者破裂性腹部大動脈瘤手術症例の検討
野島武久、麻柄達夫、桂

敦史、西川忠男

1994/10/15 第２０回滋賀救急医療研究会

大津市 瀬田アーバンホテル

Koster-Collins 法の術後１０年目の再手術の経験
勝山和彦、麻柄達夫、桂

敦史、野島武久、安田 隆三郎

1994.9.17 第２９回近畿心臓外科研究会

京都市

右総腸骨－大腿動脈バイパス術後に水腎症をきたした１治験例
麻柄達夫、野島武久、桂

敦史、西川忠男

1994.9.10 第６回京滋心臓血管外科研究会 京都市

逆行性脳灌流法の基礎的臨床的検討
野島武久、麻柄達夫、桂

敦史、西川忠男

1994/6/18 第３７回滋賀県循環器疾患研究会 草津市

草津市立勤労福祉センター

逆行性脳灌流の実験的検討 ―灌流圧と脳組織代謝について―
野島武久、中嶋康彦、渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、森
1994/2/11 第４回逆行性臓器灌流研究会

名古屋市

渥視、*田畑良宏、*松野修一

愛知県医師会館

遠位弓部大動脈瘤の１治験例―逆行性脳灌流法―
勝山和彦、花岡

淳、西川忠男、麻柄達夫、*野島武久、*森 渥視

1993/12/4 第３５回滋賀循環器疾患研究会 大津市

冠動脈バイパス術後の心房細動発生誘因の検討―特に心房血流の及ぼす検討について―
杉田隆彰、尾上雅彦、渡田正二、野島武久、中嶋康彦、*田畑良宏、*松野修一
1993/10/30 第８回冠動脈疾患心不全研究会 京都市

超低体温下逆行性脳灌流法の実験的検討

―循環停止法との比較検討―

野島武久、渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、中嶋康彦、森

渥視、*田畑良宏、*松野修一

1993/10/7 第４０回日本低体温研究会 札幌市 北海道厚生年金会館 黎明

当科における心室中隔穿孔症例の経験
渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、野島武久、中嶋康彦、森

渥視

1993/6/19 滋賀狭心症研究会 大津市

小児開心術後、カテコールアミン離脱困難例に対するデノパミンの使用経験
渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、野島武久、中嶋康彦、森

渥視、

1993/6/12 第３５回滋賀循環器疾患研究会 大津市

逆行性脳灌流時の下大静脈脱血が脳組織代謝に与える影響についての実験的検討
野島武久、渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、中嶋康彦、森
1993/6/11 第３６回日本胸部外科学会関西地方会 倉敷市

渥視、*田畑良宏、*松野修一

8 トリソミーに合併した心室中隔欠損症の 1 治験例
中嶋康彦、渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、白石昭一郎、野島武久、菅

理江、山本芳央、森 渥視、*田畑良

宏、*松野修一、**中川雅生、**奥野昌彦
1993/6/11 第３６回日本胸部外科学会関西地方会 倉敷市

超低体温下逆行性脳灌流法の実験的検討

―下大静脈脱血と脳保護作用について―

野島武久、渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、中嶋康彦、森

渥視、*田畑良宏、*松野修一

1993/5/29 京大心臓血管外科研究会 京都市 京都大学第二臨床研究棟８Ｆセミナー室

拍動流を応用した超低体温下逆行性脳灌流法の実験的検討
野島武久、渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、白石昭一郎、中嶋康彦、森 渥視、*田畑良宏、*松野修一
1993/3/5 第３回逆行性臓器研究会 福岡市 福岡サンパレス パレスルーム I

感染性ペースメーカーに対する電極抜去方法の検討
野島武久、渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、白石昭一郎、中嶋康彦、菅

理江、山本芳央、森 渥視、*松野修

一、*田畑良宏
1992/11/28 第１回近畿ペースメーカー臨床懇話会 大阪市 新大阪ワシントンホテル

潜在型ＷＰＷ症候群に対する外科治療経験
尾上雅彦、渡田正二、杉田隆彰、白石昭一郎、野島武久、中嶋康彦、山本芳央、菅

理江、森 渥視、麻柄達夫

*
1992/11/28 第５回滋賀県不整脈研究会

大津市

心嚢腹腔開窓術後に再発をしたし、心膜部分切除、両側胸腔及び腹腔開窓術を施行した滲出性心膜炎の１例
菅

理江、渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、白石昭一郎、野島武久、中嶋康彦、山本芳央、森

渥視、*田畑良

宏、*松野修一
1992/11/14 第１５２回近畿外科学会 大津市 農業共済会館

ＥＰＴＦＥ人工血管による腋窩動脈･大腿動脈バイパス術後遠隔期に人工血管の断裂を来した症例
安本信幸、渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、白石昭一郎、野島武久、菅

理江、山本芳央、森 渥視、*田畑良

宏、*松野修一
1992/11/14 第１５２回近畿外科学会 大津市 農業共済会館

完全下心内膜欠損症に対する外科的治療
山本芳央、杉田隆彰、渡田正二、尾上雅彦、白石昭一郎、野島武久、中嶋康彦、菅

理江、田畑良宏、松野修一、

森 渥視、*岡川浩人、*奥野昌彦、*服部政憲、*中川雅生、*島田司巳
1992/11/7 第３４回滋賀県循環器疾患研究会 大津市

瀬田アーバンホテル３Ｆ比叡の間

当院における大動脈縮窄症の治療経験
中嶋康彦、森

渥視、渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、白石昭一郎、野島武久、菅

理江、山本芳央、*田畑良

宏、*松野修一、**中川雅生、**奥野昌彦
1992/11/7 第３４回滋賀県循環器疾患研究会 大津市

超低体温下逆行性脳灌流法の実験的検討

瀬田アーバンホテル３Ｆ比叡の間

―拍動流を応用した逆行性脳灌流について―

野島武久、渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、白石昭一郎、中嶋康彦、森 渥視、*田畑良宏、*松野修一
1992/10/16 第３９回日本低体温研究会

新潟市 新潟市音楽文化会館

当教室における腹部大動脈瘤症例の検討
野島武久、森 渥視、渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、白石昭一郎、中嶋康彦、山本芳央、菅 理江、田畑良宏
*、松野修一*
1992/10/2 第４１０回京都（京滋）外科集談会 京都市

京大会館

長時間大動脈遮断（５時間以上）を行った開心術症例の検討
尾上雅彦、渡田正二、杉田隆彰、白石昭一郎、野島武久、安本信幸、森

渥視、田畑良宏、松野修一、岡川浩人、

奥野昌彦、服部政憲、中川雅生、島田司巳
1992/6/27 日本循環器学会第７３回近畿地方会 大阪市

Extended Aortic Arch Anastomosis による大動脈弓部修復後二期的根治術を行った大動脈縮窄複合
尾上雅彦、渡田正二、杉田隆彰、白石昭一郎、野島武久、安本信幸、森 渥視、田畑良宏、松野修一
1992/6/13 第６１回滋賀県外科医会 大津市

感染性ペースメーカーに対する電極抜去方法の検討
野島武久、渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、白石昭一郎、森 渥視、*松野修一、*田畑良宏
1992/6/6 第３５回日本胸部外科学会関西地方会 名古屋市 名古屋市中小企業振興会館

当科における心室中隔穿孔症例の経験
渡田正二、森

渥視、尾上雅彦、杉田隆彰、白石昭一郎、野島武久、田畑良宏*、松野修一*

1992/6/5 第３５回日本胸部外科学会関西地方会 名古屋市 名古屋市中小企業振興会館

上行大動脈基部に高度石灰化を伴う大動脈弁狭窄症に対する手術
高尾信行、森

－translocation 法について

渥視、尾上雅彦、渡田正二、杉田隆彰、白石昭一郎、野島武久、岡田

純、田畑良宏*、松野修一

*、高山幸男**
1991/12/7 第７２回日本循環器学会近畿地方会 大津市

腹部大動脈瘤手術症例の検討
野島武久、森

渥視、渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、白石昭一郎、高尾信行、岡田

純、*田畑良宏、松野修一

1991/11/30 第６０回滋賀県外科医会 大津市 ホテルニュ－サイチ

ペ－スメ－カ及びペ－スメ－カリード感染に対する外科治療
岡田

純、森

渥視、渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、白石昭一郎、野島武久、高尾信行

1991/11/16 第１５０回近畿外科学会 京都市 京都会館

冠動脈血行再建術後の逆再分布現象の臨床的意義
渡田正二、森

渥視、尾上雅彦、杉田隆彰、白石昭一郎、野島武久、高尾信行、岡田純、*松野修一、田畑良宏

1991/10/26 第６回冠動脈疾患研究会 京都市 京都下鴨プリンスホテル

左室自由壁形成術を同時施行した心室中隔穿孔の一治験例
杉田隆彰、渡田正二、尾上雅彦、白石昭一郎、野島武久、高尾信行、岡田純、森 渥視、*田畑良宏、松野修一、
**村田尚子、中村保幸、三ツ浪健一、木之下正彦、***川嶋剛史
1991/10/19 滋賀県循環器疾患研究会 大津市 滋賀県医師会館４階講堂

上行大動脈基部に高度の石灰化を伴った大動脈狭窄症に対する手術
高尾信行、尾上雅彦、渡田正二、杉田隆彰、白石昭一郎、野島武久、岡田

－Translacation 法について
純、森

渥視、*田畑良宏、松野修

一、**高山幸男
1991/10/19 第３２回滋賀県循環器疾患研究会 大津市

滋賀県医師会館４階講堂

ペースメーカー及びペースメーカーリード感染に対する外科治療経験
一瀬増太郎、森

渥視、渡田正二、杉田隆彰、白石昭一郎、野島武久、熊野公束、田畑良宏、松野修一

1991/7/27 第５９回滋賀県外科医会 大津市

他臓器障害を合併した冠動脈バイパス術の検討
白石昭一郎、森

渥視、田畑良宏、松野修一、渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、野島武久

1991/6/29 第８回滋賀狭心症研究会 大津市

体外循環下に摘出した腫瘍についての検討
野島武久、森

渥視、渡田正二、尾上雅彦、杉田隆彰、白石昭一郎、熊野公束、一瀬増太郎

1991/6/8 第３１回滋賀県循環器疾患研究会 近江八幡市

ＷＰＷ症候群に対する心外膜アプローチ法による副伝導路切断術
尾上雅彦、森 渥視、渡田正二、杉田隆彰、白石昭一郎、野島武久、熊野公束、一瀬増太郎、田畑良宏、松野修
一、奥野昌彦、藤関義樹、島田司巳、麻柄達夫
1991/6/8 第３１回滋賀県循環器疾患研究会 近江八幡市

大動脈縮窄症、離断症に対する extended aortic anastomosis の経験
尾上雅彦、森 渥視、渡田正二、杉田隆彰、白石昭一郎、野島武久、熊野公束、一瀬増太郎、田畑良宏、松野修
一、藤関義樹
1991/6/7 第３４回日本胸部外科学会関西地方会 高知市

高知県民文化ホール

気管支動脈内制癌剤注入療法と放射線療法を同時期に施行した肺癌症例の経験
朝倉庄志、加藤弘文、藤野昇三、山下直己、榎堀 徹、野島武久、白石昭一郎、尾上雅彦、渡田正二、森
1991/6/7 第３４回日本胸部外科学会関西地方会 高知市

渥視

高知県民文化ホール

弁置換術後、再度 valve detachment を来した大動脈弁閉鎖不全症の１例
渡田正二、森

渥視、田畑良宏、加藤弘文、藤野昇三、朝倉庄志、松野修一、尾上雅彦、山下直己、榎堀

徹、

白石昭一郎、野島武久、一瀬増太郎、熊野公束
1991/6/7 第３４回日本胸部外科学会関西地方会 高知市

高知県民文化ホール

甲状腺機能低下症を伴った冠動脈-大動脈バイパス術の一治験例
野島武久、森 渥視、田畑良宏、渡田正二、尾上雅彦、松野修一、白石昭一郎、高原秀典、大惠匡俊、花岡

淳、

岡部英俊
1991/6/6 第３４回日本胸部外科学会関西地方会 高知市

高知県民文化ホール

開心術中の経食道カラードップラー超音波エコー検査の有用性について
田畑良宏、森

渥視、渡田正二、尾上雅彦、松野修一、白石昭一郎、野島武久、泉 雅文、杉本嘉久、木之下正彦

1991/6/6 第３４回日本胸部外科学会関西地方会 高知市

高知県民文化ホール

下大静脈浸潤を伴う悪性腫瘍の体外循環使用による外科的治療
野島武久、森

渥視、藤村昌樹、田畑良宏、山本

寛、平野正満、渡田正二、尾上雅彦、周防正史白石昭一郎、

鈴村雄冶花岡

淳、＊鹿島洋一、松原 聡

1991/5/18 弟１４９回近畿外科学会 大阪市 大阪商工会議所

新生児･乳児期早期の大動脈縮窄症及び大動脈離断に対する extended aortic anastomosis
尾上雅彦、森 渥視、渡田正二、白石昭一郎、野島武久、熊野公束、一瀬増太郎、服部政憲、藤関義樹、島田司
巳、田畑良宏
1991/3/9 第１３回滋賀県救急医療研究会

大津市

緊急手術にて瘤の処置に難渋した巨大深大腿動脈瘤の切迫破裂症例
野島武久、田畑良宏、渡田正二、尾上雅彦、白石昭一郎、松野修一、森 渥視＊岡 藤太郎、玉川正明
1991/2/2 第５回近畿血管外科研究会 大阪市 大阪市立大学文化交流センター

インターロイキン６産生左房粘液腫の一手術例
高原秀典、田畑良宏、渡田正二、尾上雅彦、白石昭一郎、野島武久、山本

寛、花岡

淳、大惠匡俊、森 渥視、

岡部英俊
1990/12/8 弟７０回日本循環器学会近畿地方会 和歌山市

当院における Extra-anatomic bypass 症例の検討
鈴村雄冶、渡田正二、田畑良宏、尾上雅彦、白石昭一郎、野島武久、高原秀典、山本

寛、大惠匡俊、花岡

淳、

森 渥視
1990/12/7 第４０３回京滋外科集談会 京都市

甲状腺機能低下症を伴ったＡＣバイパスの１治療経験
野島武久、田畑良宏、森 渥視、渡田正二、尾上雅彦、白石昭一郎、高原秀典、鈴村雄冶、平野
大惠匡俊、花岡

淳、＊深井大輔、伊藤

節、山本

寛、

誠、三ツ浪健一、木之下正彦、＊＊岡部英俊

1990/12/1 第１４８回近畿外科学会 和歌山市 紀の国会館

インターロイキン 6 産生左房粘液腫の一手術例
高原秀典、田畑良宏、渡田正二、尾上雅彦、白石昭一郎、野島武久、山本
岡部英俊
1990/11/17 滋賀外科医会 大津市

心臓手術前後の心電図の変化
尾上雅彦、森

渥視、田畑良宏、渡田正二、白石昭一郎、野島武久

1990/11/10 第３０回滋賀県循環器疾患研究会 大津市

寛、花岡

淳、大惠匡俊、森 渥視、

乳児潜在型ＷＰＷ症候群症例の治療経験
野島武久、森 渥視、田畑良宏、尾上雅彦、渡田正二、白石昭一郎、八木俊和、平野

節、藤関義樹、服部政憲、

島田司己、麻柄達夫
1990/7/28 平成２年度春期滋賀県外科医会 大津市

滋賀ビル

再弁置換術後、再度 valve detachment を来した大動脈弁閉鎖不全症の１例
渡田正二、森

渥視、田畑良宏、尾上雅彦、白石昭一郎、野島武久

1990/6/30 第６９回日本循環器学会近畿地方会

二期的に機能的修復術を行った純型肺動脈閉鎖症の一治験例
野島武久、横田祥夫、岡本文雄、池田 義、大谷成裕、中西浩之、杉田隆彰、西森秀明
1990/6/16 第３３回日本胸部外科学会関西地方会 富山市 富山市高志会館

ＡＰwindow の一治験例
西森秀明、横田祥夫、岡本文雄、池田 義、大谷成裕、中西浩之、杉田隆彰、野島武久、槇野征一郎、吉川英治、
村上洋介
1990/6/16 第３３回日本胸部外科学会関西地方会 富山市 富山市高志会館

201Ｔｌ心筋ＳＰＥＣＴによる血行再建術後の評価
渡田正二、森

渥視、田畑良宏、尾上雅彦、白石昭一郎、野島武久

1990/6/16 第３３回日本胸部外科学会関西地方会 富山市 富山市高志会館

頻拍停止用ペ－スメ－カ－移植後３年後に心外膜アプローチ法にて根治したＷＰＷ症候群の１治験例
尾上雅彦、尾上雅彦、森 渥視、田畑良宏、松野修一、渡田正二、白石昭一郎、野島武久、加藤弘文、藤野昇三、
朝倉庄志、山下直己、藤関義樹
1990/6/15 第３３回日本胸部外科学会関西地方会 富山市 富山し高志会館

両大血管右室起始症（Tausig-Bing 奇形）根治術後に発生した Discrete 型大動脈弁下狭窄症の一治験例
大谷成裕、横田祥夫、岡本文雄、松野修一、池田 義、中西浩之、杉田隆彰、西森秀明、野島武久
1990/6/15 第３３回日本胸部外科学会関西地方会 富山市 富山市高志会館

体外循環離脱時における心機能の予測についての研究
白石昭一郎、森 渥視、田畑良宏、加藤弘文、藤野昇三、朝倉庄志、松野修一、渡田正二、尾上雅彦、山下直己、

野島武久
1990/6/15 第３３回日本胸部外科学会関西地方会 富山市 富山市高志会館

Williams 症候群に合併した大動脈弁上狭窄症の１治験例
野島武久、横田祥夫、岡本文雄、池田 義、大谷成祐、中西浩之、杉田隆彰、西森秀明、野上弥志郎
1989/12/1 第１６回兵庫県心臓外科懇話会（ＨＳＨＳ）

神戸市

神戸オリエンタルホテル

高齢者（７０歳以上）に対する心臓手術症例の検討
手塚則明、森

渥視、田畑良宏、渡田正二、尾上雅彦、白石昭一郎、西村和明、野島武久、松原 聡

1989/7/29 滋賀外科医会

大津市

浸潤性胸腺腫に対する拡大手術の経験
野島武久、藤野昇三、森 渥視、手塚則明、松原 聡、白石昭一郎、尾上雅彦、渡田正二、朝倉庄志、安田雄司、
田畑良宏、加藤弘文
1989/7/29 滋賀外科医会

大津市

大腿動脈瘤の手術適応と術式の検討
松原

聡、森 渥視、田畑良宏、渡田正二、尾上雅彦、白石昭一郎、野島武久、西村和明、手塚則明、井田

健、

林 一資
1989/7/29 滋賀外科医会

大津市

肺末梢型気管支腺癌の２手術症例
安田雄司、野島武久、澤井 聡、西村和明、手塚則明、松原 聡、朝倉庄志、藤野昇三、加藤弘文、森 渥視
1989/7/22 第５１回日本肺癌学会関西支部会 大阪市

血行再建を施行した胸部悪性腫瘍手術症例の検討
藤野昇三、西村和明、手塚則明、松原 聡、野島武久、朝倉庄志、安田雄司、加藤弘文、森
1989/7/7 第５１回肺癌学会関西支部会

渥視、

大阪市

肺動脈再建を行った浸潤性胸腺腫の１症例
藤野昇三、森 渥視、野島武久、手塚則明、松原 聡、西村和明、朝倉庄志、安田雄司、白石昭一郎、尾上雅彦、
渡田正二、田畑良宏、加藤弘文
1989/6/24 第３２回日本胸部外科学会関西地方会 大阪市

両側性転移性肺腫瘍に対する開胸法の検討

－胸骨正中切開法と胸骨縦切開法－

安田雄司、森 渥視、加藤弘文、田畑良宏、藤野昇三、朝倉庄志、渡田正二、尾上雅彦、白石昭一郎、西村和明、
野島武久、松原

聡、手塚則明

1989/6/24 第３２回日本胸部外科学会関西地方会 大阪市

左心型ＷＰＷ症候群に対する心外膜アプローチ法 -胸骨正中切開法にる冷凍凝固法の pit fall尾上雅彦、森 渥視、田畑良宏、加藤弘文、渡田正二、白石昭一郎、藤野昇三、安田雄司、朝倉庄志、西村和明、
野島武久、手塚則明、松原 聡、服部政憲、藤関義樹
1989/6/23 第３２回日本胸部外科学会関西地方会 大阪市

未熟児動脈管開存症の外科治療経験
白石昭一郎、森

渥視、田畑良宏、渡田正二、尾上雅彦、手塚則明、西村和明、野島武久、服部政憲、藤関義樹

1989/6/17 第２７回滋賀循環器疾患研究会 大津市

腹部大動脈瘤を合併した虚血性心疾患に対する外科治療経験
手塚則明、森 渥視、田畑良宏、渡田正二、尾上雅彦、白石昭一郎、西村和明、野島武久、松原 聡、木之下正
彦、本村正一、三ツ浪健一、川島剛史、村重汎保
1989/6/17 第２７回滋賀循環器疾患研究会 大津市

当院における気管内異物の経験
松原

聡、手塚則明、西村和明、野島武久、朝倉庄志、安田雄司、藤野昇三、加藤弘文、森

渥視

1989/6/17 第３３回日本胸部疾患学会近畿地方会 京都市

血液凝固障害により、ペ－スメ－カ－ジェネレーターの露出をきたした症例の治療経験
西村和明、手塚則明、野島武久、松原 聡、白石昭一郎、尾上雅彦、渡田正二、田畑良宏、森 渥視、藤山佳秀、
程原佳子、広谷秀一、竹葉智宏
1989/4/7 第１４５回近畿外科学会 大阪

気管支ファイバースコープにて摘出し得た気管内異物症例について
西村和明、手塚則明、野島武久、松原 聡、朝倉庄志、安田雄司、藤野昇三、森 渥視
1989/3/4 滋賀救急医療研究会

大津市

気管支ファイバースコープにて摘出し得た気管内異物の２例
西村和明、手塚則明、野島武久、松原 聡子、朝倉庄志、安田雄司、藤野昇三、森
1989/2/25 第３３回滋賀呼吸器疾患談話会 大津市

渥視

当科における漏斗胸の手術経験
野島武久、松原

聡、西村和明、手塚則明、朝倉庄志、安田雄司、藤野昇三、加藤弘文、森

1989/2/25 第３３回滋賀呼吸器疾患談話会 大津市

渥視

滋賀ビル比叡の間

術後急速な転帰をとった Triple Cancer の１例
藤野昇三、手塚則明、西村和明、野島武久、松原 聡子、朝倉庄志、安田雄司、加藤弘文、森 渥視、駒田一郎、
村田忠行
1989/2/23 第４回比叡山画像カンファレンス 京都市

四肢末梢動脈瘤症例の検討
白石昭一郎、森

渥視、田畑良宏、渡田正二、西村和明、手塚則明、野島武久、松原

1989/2/4 近畿血管外科研究会

聡子

大阪市

来院時切除不能と考えられた Borrmann 協型胃癌の１手術例
浅田佳邦、藤村昌樹、山本 明、平野正満、大嶋眞一、野島武久、松原 聡子、森
1989/1/22 第２２回滋賀消化器病研究会

渥視、竹沢徳祐

大津市

下大静脈損傷を伴った外傷性肝挫滅の治療経験
野島武久、松原

聡、浅田佳邦、大嶋眞一、平野正満、山本 明、藤村昌樹森 渥視

1988/12/10 近畿外科学会 京都

京都会館、京都伝統産業会館

肝浸潤部に膿瘍を形成した胆嚢癌の１例
浅田佳邦、野島武久、松原 聡子、大嶋眞一、平野正満、山本 明、藤村昌樹、森

渥視、

1988/12/3 第２回滋賀外科感染研究会 大津

下大静脈損傷をきたした外傷性肝挫滅の１例
大嶋眞一、藤村昌樹、山本 明、松原 聡子、野島武久、浅田佳邦、平野正満、森
1988/10/15 第８回滋賀救急医療研究会

渥視

大津

膵体部壊死をきたした急性膵炎の一例
大嶋眞一、藤村昌樹、山本 明、平野正満、佐藤 功、浅田佳邦、八木俊和、野島武久、松原 聡子、森 渥視、
岡田慶夫、坂本

力、富士原正

1988/9/24 第４９回日本消化器病学会近畿地方会 大阪市

自然破裂をきたし緊急止血後に根治手術を行った肝癌の一例
舛田誠二、三谷大洋、西村直卓、大嶋眞一、藤村昌樹、松原
森 渥視
1988/9/10 第１２回滋賀肝疾患研究会 大津

聡、野島武久、浅田佳邦、平野正満、山本

明、

