江東病院循環器内科学会発表（H14年〜H29年）

両側冠動脈−左室瘻の１症例
江東病院 循環器内科 丸山園美、佐藤信之、蒲野俊雄、田宮栄治、順天堂大学循環器内科
佐藤 仁、中里祐二、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成15年12月 東京

ペースメーカの近傍に生じた乳癌の１症例
江東病院 循環器内科 比企 誠、田宮栄治、順天堂大学循環器内科 中里祐二、代田浩之、
東京警察病院循環器センター 井上 清
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成16年6月5日 東京

若年男性に発症した肺血栓塞栓症の１症例
江東病院 循環器内科 清 睦⼦、⻫藤真⼸美、田宮栄治、井上 清、順天堂東京江東高齢者医療
センター 山上伸一郎、順天堂大学循環器内科 中里祐二、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成17年2月5日 東京

X線CTによる透析患者の心大血管石灰化の検討
江東病院 循環器内科 田宮栄治、曽根岐仁、小泉章⼦、井上 清、同腎臓内科 島田憲明、
海老原 功、小出 輝
第8回腎循環器研究会 平成18年10月2１日 東京

胸痛なく咽頭痛のみを主徴とする狭心症の１症例

江東病院 循環器内科 曽根岐仁、里村嘉弘、小泉章⼦、田宮栄治、井上 清、順天堂練馬病院
循環器内科 岡崎真也、順天堂大学循環器内科 華藤芳輝、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成18年12月2日 東京

肺動脈にwedgeしたCVポートカテの回収に成功した１症例
江東病院 循環器内科 曽根岐仁、小泉章⼦、田宮栄治、井上 清
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成19年2月3日 東京

2種類のCa channel blocker投与中に著明なST上昇を呈した有意狭窄を伴う冠攣縮性狭心症の1
例
江東病院 循環器内科 小泉章⼦、曽根岐仁、田宮栄治、井上 清、順天堂練馬病院循環器内科 岡
崎真也、順天堂大学循環器内科 代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成19年6月2日 東京

冠攣縮を生じたと考えられる単冠動脈症の１例
江東病院 循環器内科 曽根岐仁、小泉章⼦、田宮栄治、井上 清、東京女⼦医科大学循環器内
科 山内貴雄、順天堂大学循環器内科 ⻄野顕久、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成19年9月29日 東京

保存的治療で軽快したペースメーカリードの感染性心内膜炎の１例
江東病院 循環器内科 遠坂由紀⼦、曽根岐仁、小泉章⼦、田宮栄治、井上 清、順天堂大学 循
環器内科 ⻄野顕久、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成19年12月1日 東京

意識障害を主徴とした心不全の１例
江東病院 循環器内科 海老原慎介、曽根岐仁、小泉章⼦、田宮栄治、井上 清、順天堂大学循
環器内科 華藤芳輝、大⽊勇一、⻄野顕久、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成20年6月7日 東京

⽪膚⻩⾊腫を伴わない著明な家族性高コレステロール血症に合併した狭心症の１例
江東病院 循環器内科 山本良太、曽根岐仁、小泉章⼦、稲葉秀⼦、高部智哲、土肥善郎、
田宮栄治、井上 清、順天堂練馬病院循環器内科 岡井 巌、岡崎真也、順天堂大学循環器内科 華
藤芳輝、大⽊勇一、⻄野顕久、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成20年9月27日 東京

⻑期血液透析患者の心大血管石灰化と心血管イベントの検討
江東病院 循環器内科 田宮栄治、高部智哲、曽根岐仁、土肥善郎、小泉章⼦、井上 清、
同内科 海老原 功、小出 輝、勝和会病院 ⽊原 健、順天堂大学循環器内科 岡井 巌、
大⽊勇一、代田浩之
第12回腎循環器研究会 平成20年11月１日 東京

発症後２日以上経過した高度ST上昇型急性心筋梗塞にPCIを行い著明改善が得られた１例
江東病院 循環器内科 土肥善郎、曽根岐仁、小泉章⼦、高部智哲、田宮栄治、井上 清、
順天堂大学循環器内科 土屋洋⼈、⻄野顕久、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成20年12月6日 東京

1か月間で45kg徐水し良好な経過が得られた若年発症重症心不全の1例
江東病院 循環器内科 高部智哲、土肥善郎、曽根岐仁、小泉章⼦、田宮栄治、井上 清、

順天堂大学循環器内科 土屋洋⼈、⻄野顕久、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成21年2月7日 東京

BMI 64、胸部⽪下脂肪厚10cm以上の高度肥満により診断と治療が難渋した心不全の１例
江東病院 循環器内科 立石純⼦、曽根岐仁、高部智哲、小泉章⼦、土肥善郎、田宮栄治、
順天堂練馬病院 循環器内科 山下晴世、岡井 巌、土屋洋⼈、岡崎真也、順天堂大学 循環器内
科 比企 優、⻄野顕久、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成21年6月13日 東京

⽪膚⻩⾊腫を認めない著明な家族性高コレステロール血症に合併したSTEMIの1例
江東病院 循環器内科 相川達郎、曽根岐仁、高部智哲、小泉章⼦、土肥善郎、田宮栄治、
井上 清、順天堂練馬病院 循環器内科 山下晴世、岡井 巌、岡崎真也、順天堂大学 循環器内
科 比企 優、⻄野顕久、代田浩之、順天堂大学 心臓血管外科 天野 篤
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成21年9月26日 東京

ST 上昇が軽度で短期間のみ認められ胸痛出現数日後に多量の心膜液貯留を来たした急性心膜
炎の1例
江東病院 内科 明石憲尚、曽根岐仁、高部智哲、小泉章⼦、土肥善郎、田宮栄治、順天堂大学
循環器内科 蔡 榮龍、小磯容⼦、代田浩之
日本内科学会関東地方会 平成21年11月14日 東京

大伏在静脈グラフトのPCI後早期にステント血栓症を生じた1例
江東病院 循環器内科 高部智哲、曽根岐仁、小泉章⼦、土肥善郎、田宮栄治、順天堂練馬病院
循環器内科 山下晴世、岡井 巌、土屋洋⼈、岡崎真也、順天堂大学 循環器内科 比企 優、代

田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成21年12月5日 東京

副腎⽪質ステロイドが著効を示した心不全の1例
江東病院 循環器内科 原 葉⼦、土肥善郎、高部智哲、曽根岐仁、小泉章⼦、田宮栄治、
加納達二、順天堂練馬病院 循環器内科 山下晴世、岡井 巌、岡崎真也、順天堂大学 循環器内
科 蔡 榮龍、⻄野顕久、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成22年6月12日 東京

Can serum Cystatin C be a risk factor for coronary artery disease?
Akiko Koizumi, Michiyoshi Sone, Tomosato Takabe, Yoshio Doi, Eiji Tamiya, Shinya Okazaki,
Akihisa Nishino and Hiroyuki Daida Koto Hospital,
Juntendo University Nerima Hospital and Juntendo university hospital
World Congress of Cardiology, 16-19 June 2010, Beijing, China

薬剤溶出性ステント留置後早期の内服薬自己中断にて不安定狭心症を生じた１例
江東病院 循環器内科 廣田喬司、曽根岐仁、高部智哲、小泉章⼦、土肥善郎、田宮栄治、
加納達二、順天堂練馬病院 循環器内科 蔡 榮龍、山下晴世、岡井 巌、岡崎真也、順天堂大学
循環器内科 ⻄野顕久、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成22年9月11日 東京

冠動脈以外の動脈や弁に著明な石灰化を伴う両側総腸骨動脈閉塞性動脈硬化症にステント留
置を施行した⻑期血液透析の1例
江東病院 循環器内科 高部智哲、瀬底正宏、曽根岐仁、小泉章⼦、土肥善郎、田宮栄治、

加納達二、江東病院 腎臓内科 島田憲明、海老原 功、小出 輝
順天堂練馬病院 循環器内科 岡井 巌、岡崎真也、順天堂大学 循環器内科 蔡 榮龍、
山下晴世、⻄野顕久、代田浩之
第15回日本腎循環器病研究会 平成22年9月11日 東京

鎖骨下静脈穿刺法によるペースメーカ植え込み後にリード不全を生じ胸郭外穿刺法にて再手
術を行った1症例
江東病院 循環器内科 瀬底正宏、曽根岐仁、高部智哲、土肥善郎、田宮栄治、加納達二、
順天堂練馬病院 循環器内科 山下晴世、岡井 巌、岡崎真也、順天堂大学 循環器内科
蔡 榮龍、⻄野顕久、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成22年12月4日 東京

肺動脈に⻑い線状の血栓像を認めた急性肺血栓塞栓症の1例
江東病院 循環器内科 瀬底正宏、曽根岐仁、高部智哲、土肥善郎、田宮栄治、加納達二、
順天堂練馬病院 循環器内科 岡井 巌、岡崎真也、順天堂大学 循環器内科 土肥智貴、
蔡 榮龍、山下晴世、⻄野顕久、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成23年2月5日 東京

たこつぼ心筋症に完全房室ブロックを合併した1症例
江東病院 循環器内科 高部智哲、瀬底正宏、曽根岐仁、土肥善郎、田宮栄治、加納達二、
順天堂練馬病院 循環器内科 岡井 巌、岡崎真也、順天堂大学 循環器内科 土肥智貴、
蔡 榮龍、山下晴世、⻄野顕久、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成23年6月4日 東京

超急性期のSTEMIにPCIを行い多量の血栓を吸引した1例
江東病院 循環器内科 高部智哲、瀬底正宏、曽根岐仁、土肥善郎、田宮栄治、加納達二、
順天堂練馬病院 循環器内科 岡井 巌、岡崎真也、順天堂大学 循環器内科 土肥智貴、
蔡 榮龍、山下晴世、⻄野顕久、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成23年9月10日 東京

対側誘導のST低下を伴わないSTEMIの１例
江東病院 循環器内科 小坂賢市、曽根岐仁、瀬底正宏、高部智哲、 呉本健一、田宮栄治、加
納達二、 順天堂練馬病院 循環器内科 岡井 巌、岡崎真也、 順天堂大学 循環器内科
土肥智貴、山下晴世、⻄野顕久、宮崎哲朗、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成23年12月3日 東京

東日本大震災後当院で唯一発症したと思われるたこつぼ心筋症の１例
江東病院 循環器内科 呉本健一、曽根岐仁、高部智哲、平野悌志、田宮栄治、加納達二、
順天堂練馬病院 循環器内科 岡井 巌、岡崎真也、順天堂大学 循環器内科 山下晴世、
⻄野顕久、⽊下良⼦、宮崎哲朗、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成24年2月4日 東京

シタラビンで血小板値を管理しPCIを行った骨髄異形成症候群合併狭心症の１例
江東病院 循環器内科 高部智哲、曽根岐仁、平野悌志、呉本健一、田宮栄治、加納達二、
順天堂練馬病院 循環器内科 岡井 巌、岡崎真也、順天堂大学 循環器内科 ⽊下良⼦、
宮崎哲朗、山下晴世、⻄野顕久、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成24年6月30日 東京

僧帽弁石灰化が著明にもかかわらず大動脈弁や大動脈、冠動脈石灰化が軽微であった⻑期血液
透析の1例
江東病院 循環器内科 平野悌志、高部智哲、曽根岐仁、呉本健一、田宮栄治、加納達二、
順天堂練馬病院 循環器内科 岡井 巌、岡崎真也、順天堂大学 循環器内科 ⽊下良⼦、
宮崎哲朗、山下晴世、⻄野顕久、代田浩之
日本腎循環器病研究会 平成24年9月8日 東京

慢性腎不全患者のPCIでバルーンラプチャーによるバルーンカテーテルの抜去困難・断裂が生
じ、緊急バイパス手術を施行した1例
江東病院 循環器内科 呉本健一、平野悌志、高部智哲、曽根岐仁、田宮栄治、加納達二、
順天堂練馬病院 循環器内科 岡井 巌、岡崎真也、順天堂大学 循環器内科 ⽊下良⼦、
宮崎哲朗、山下晴世、⻄野顕久、代田浩之
日本腎循環器病研究会 平成24年9月8日 東京

Atorvastatinの投与により腎保護に成功したCKD(stageⅤ)合併不安定狭心症の１例
江東病院 循環器内科 曽根岐仁、平野悌志、高部智哲、呉本健一、田宮栄治、加納達二、
順天堂練馬病院 循環器内科 岡井 巌、岡崎真也、順天堂大学 循環器内科 ⽊下良⼦、
宮崎哲朗、山下晴世、⻄野顕久、代田浩之
日本腎循環器病研究会 平成24年9月8日 東京

⻑期血液透析患者の大動脈弁、僧帽弁石灰化と予後
江東病院 循環器内科 曽根岐仁、田宮栄治、平野悌志、高部智哲、呉本健一、加納達二
順天堂練馬病院 循環器内科 岡井 巌、岡崎真也 順天堂大学 循環器内科 ⽊下良⼦、
⻄野顕久、宮崎哲朗、代田浩之

日本心臓病学会総会 平成24年9月14日 金沢

ARBにACEIを追加すると空咳の頻度が激減する
江東病院 循環器内科 曽根岐仁、田宮栄治、平野悌志、高部智哲、呉本健一、加納達二
順天堂練馬病院 循環器内科 岡井 巌、岡崎真也 順天堂大学 循環器内科 ⽊下良⼦、
⻄野顕久、宮崎哲朗、代田浩之
日本心臓病学会総会 平成24年9月14日 金沢

心臓カテーテル検査後の出血傾向から血友病Cと診断された下肢閉塞性動脈硬化症の１例
江東病院 循環器内科 高部智哲、曽根岐仁、平野悌志、呉本健一、田宮栄治、加納達二、
順天堂練馬病院 循環器内科 岡井 巌、岡崎真也、順天堂大学 循環器内科 ⽊下良⼦、
宮崎哲朗、山下晴世、⻄野顕久、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成24年9月29日 東京

101歳二次孔型心房中隔欠損症の１例
江東病院 循環器内科 田宮栄治、高部智哲、曽根岐仁、平野悌志、呉本健一、加納達二、
順天堂練馬病院 循環器内科 ⻄野顕久、順天堂大学 循環器内科 奥山佳央里、宮崎哲朗、
山下晴世、岡崎真也、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成24年12月1日 東京

トルバプタンと水分制限が有効であった難治性心不全の１例
江東病院 循環器内科 高部智哲、曽根岐仁、平野悌志、呉本健一、田宮栄治、加納達二、
順天堂練馬病院 循環器内科 ⻄野顕久、順天堂大学 循環器内科 奥山佳央里、岡井巌、
宮崎哲朗、山下晴世、岡崎真也、代田浩之

日本循環器学会関東甲信越地方会 平成25年2月9日 東京

Fondaparinuxが著効を示した急性肺血栓塞栓症の１例
江東病院 循環器内科 横須賀路⼦、曽根岐仁、平野悌志、高部智哲、呉本健一、田宮栄治、加
納達二、順天堂練馬病院 循環器内科 ⻄野顕久、順天堂大学 循環器内科 山下晴世、
岡崎真也、宮崎哲朗、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成25年6月15日 東京

心不全を合併したオスラー病の１例
江東病院 循環器内科 高部智哲、曽根岐仁、平野悌志、呉本健一、田宮栄治、加納達二、
順天堂練馬病院 循環器内科 ⻄野顕久、順天堂大学 循環器内科 奥山佳央里、岡井 巌、
宮崎哲朗、山下晴世、岡崎真也、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成25年9月14日 東京

狭心症における冠動脈と症状の比較検討
江東病院 循環器内科 曽根岐仁、高部智哲、呉本健一、田宮栄治、加納達二、順天堂練馬病院
循環器内科 ⻄野顕久、⽊下良⼦、順天堂大学 循環器内科 宮崎哲朗、岡崎真也、
代田浩之
日本心臓病学会総会 平成25年9月20日 熊本

心不全患者におけるNT-proBNP の季節内変動
江東病院 循環器内科 呉本健一、曽根岐仁、高部智哲、田宮栄治、加納達二、順天堂練馬病院
循環器内科 ⻄野顕久、⽊下良⼦、順天堂大学 循環器内科 宮崎哲朗、岡崎真也、代田浩之
日本心臓病学会総会 平成25年9月20日 熊本

血液透析患者の冠動脈狭窄に影響する因⼦の検討
江東病院 循環器内科 呉本健一、曽根岐仁、高部智哲、田宮栄治、加納達二、順天堂練馬病院
循環器内科 ⻄野顕久、順天堂大学 循環器内科 ⽊下良⼦、宮崎哲朗、山下晴世、岡崎真也、
代田浩之
日本腎循環器病研究会 平成25年9月28日 東京

Atorvastatinの多量投与により腎保護に成功したCKD(stageⅤ)合併不安定狭心症の１例(第二報)
江東病院 循環器内科 曽根岐仁、呉本健一、高部智哲、田宮栄治、加納達二、順天堂練馬病院
循環器内科 ⻄野顕久、順天堂大学 循環器内科 ⽊下良⼦、宮崎哲朗、山下晴世、岡崎真也、
代田浩之
日本腎循環器病研究会 平成25年9月28日 東京

蜂窩織炎と深部静脈血栓症が疑われたBaker嚢腫破裂後静脈弁不全の一例
江東病院 循環器内科 吉川佳奈恵、高部智哲、曽根岐仁、呉本健一、田宮栄治、加納達二、順
天堂練馬病院 循環器内科 ⻄野顕久、順天堂大学 循環器内科 ⽊下良⼦、山下晴世、宮崎哲朗、
岡崎真也、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成25年12月7日 東京

著明な肺高血圧を合併しV1-V4にQS波を認めた特発性肺線維症の１例
江東病院 循環器内科 曽根岐仁、高部智哲、呉本健一、田宮栄治、加納達二、順天堂練馬病院
循環器内科 ⻄野顕久、順天堂大学 循環器内科 ⽊下良⼦、山下晴世、宮崎哲朗、岡崎真也、
代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成26年6月21日 東京

造影剤腎症と鑑別を要した原発性マクログロブリン血症合併腹部大動脈瘤の一例
江東病院 循環器内科 高部智哲、曽根岐仁、呉本健一、田宮栄治、加納達二、順天堂練馬病院
循環器内科 岡井 厳、⻄野顕久、順天堂大学 循環器内科 田淵晴名、山下晴世、岡崎真也、
代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成26年9月6日 東京

Poor response to oral eicosapentaenoic acid administration is a useful predictor of cardiac chronic
total occlusions
江東病院 循環器内科 高部智哲、曽根岐仁、呉本健一、田宮栄治、加納達二、順天堂練馬病院
循環器内科 ⻄野顕久、順天堂大学 循環器内科 ⽊下良⼦、山下晴世、宮崎哲朗、岡崎真也、
代田浩之
日本心臓病学会総会 平成26年9月27日 仙台

透析患者の冠動脈狭窄症に関与する因⼦の検討
江東病院 循環器内科 呉本健一、曽根岐仁、高部智哲、田宮栄治、加納達二、順天堂練馬病
院 循環器内科 岡井 巌、⻄野顕久、順天堂大学 循環器内科 山下晴世、岡崎真也、代田
浩之
第 62 回心臓病学会総会 平成 26 年 9 月 27 日 仙台

脚気心が疑われた一例
江東病院 循環器内科 石川邦裕、呉本健一、曽根岐仁、高部智哲、田宮栄治、加納達二、順
天堂練馬病院 循環器内科 岡井 巌、順天堂大学 循環器内科 岡崎真也、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成 26 年 12 月 6 日 東京

左冠動脈主幹部完全閉塞による急性心筋梗塞にPCIを施行し成功した1例
江東病院循環器内科 岩浪 悟、高部智哲、小林由佳、神谷歩実、曽根岐仁、呉本健一、
田宮栄治、加納達二、順天堂練馬病院循環器内科 岡井 巌、⻄野顕久、順天堂大学循環器内科
田淵晴名、山下晴世、岡崎真也、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成27年2月7日 東京

超高齢MDS overt AMLの寛解により心不全が改善した一例
江東病院 循環器内科 高部智哲、曽根岐仁、呉本健一、田宮栄治、加納達二、順天堂練馬病院
循環器内科 岡井 厳、⻄野顕久、順天堂大学 循環器内科 田淵晴名、山下晴世、岡崎真也、
代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成27年6月20日 東京

頻拍性心房細動（AF）、レートコントロールされたAFと心房粗動（AFL）におけるNTproBNP
値の比較検討
江東病院循環器内科 曽根岐仁、神山崇、高部智哲、呉本健一、田宮栄治、加納達二、
順天堂練馬病院循環器内科 岡井巌、順天堂大学循環器内科 山下晴世、岡崎真也、代田浩之
日本心臓病学会総会 平成27年9月18日 横浜

偶発的に発見されたAPTT延⻑が予防的介⼊につながった4症例
江東病院 循環器内科 高部智哲、曽根岐仁、呉本健一、田宮栄治、加納達二、順天堂練馬病院
循環器内科 岡井 巌、⻄野顕久、順天堂大学 循環器内科 田淵晴名、山下晴世、
岡崎真也、代田浩之
日本心臓病学会総会 平成27年9月18日 横浜

88歳の動脈管開存症の1例
江東病院循環器内科 関 美也⼦、曽根岐仁、高部智哲、呉本健一、田宮栄治、加納達二、順
天堂大学練馬病院循環器内科 岡井 巌、順天堂大学循環器内科 山下晴世、岡崎真也、代田
浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成27年9月26日 東京

心電図で低電位差を認めなかった甲状腺機能低下症による高度心膜液貯留の1例
江東病院循環器内科 神山 崇、曽根岐仁、高部智哲、呉本健一、田宮栄治、加納達二、
順天堂大学練馬病院循環器内科 岡井 巌、⻄野顕久、順天堂大学循環器内科 田淵晴名、
山下晴世、岡崎真也、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成27年12月5日 東京

PCI 後に消失した 2:1 房室ブロックの 1 例
江東病院循環器内科 呉本健一、神山 崇、曽根岐仁、高部智哲、田宮栄治、加納達二、
順天堂練馬病院循環器内科 岡井 巌、⻄野顕久、順天堂大学循環器内科 田淵晴名、
岡崎真也、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成 28 年 2 月 6 日 東京

濾胞性リンパ腫に合併した難治性浮腫にダパグリフロジンが有効であった一例
江東病院循環器内科 高部智哲、神山 崇、曽根岐仁、呉本健一、田宮栄治、加納達二、
順天堂大学練馬病院循環器内科 岡井巌、⻄野顕久、順天堂大学循環器内科 田淵晴名、
山下晴世、岡崎真也、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成28年6月4日 東京

PSVT発症時の心電図変化にてIHDが疑われた一例
江東病院循環器内科 神山 崇、高部智哲、呉本健一、田宮栄治、加納達二、順天堂大学練馬
病院循環器内科 ⻄野顕久、順天堂大学循環器内科 華藤芳輝、田淵晴名、山下晴世、
岡崎真也、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成28年9月17日 東京

多血症の経過から心不全の増悪因⼦を特定できた一例
江東病院循環器内科 高部智哲、神山 崇、曽根岐仁、呉本健一、田宮栄治、加納達二、
順天堂大学練馬病院循環器内科 岡井巌、⻄野顕久、順天堂大学循環器内科 田淵晴名、
山下晴世、岡崎真也、代田浩之
日本心臓病学会総会 平成28年9月24日 東京

急速に進行した肺動脈性肺高血圧症の 1 例
江東病院循環器内科 呉本健一、神山 崇、高部智哲、田宮栄治、加納達二、順天堂練馬病院
循環器内科 岡井 巌、順天堂大学循環器内科 田淵晴名、山下晴世、岡崎真也、代田浩之
日本心臓病学会総会 平成 28 年 9 月 24 日 東京

対側誘導の ST 低下が目立った STEMI の一例
江東病院循環器内科 田宮栄治、神山 崇、呉本健一、高部智哲、加納達二、順天堂練馬病院
循環器内科 岡井 巌、順天堂大学循環器内科 田渕晴名、岡崎真也、代田浩之
日本心臓病学会総会 平成 28 年 9 月 24 日 東京

発症後、遅発性に心膜液貯留を認めた急性心膜炎の一例

江東病院循環器内科 田宮栄治、神山 崇、呉本健一、高部智哲、加納達二、順天堂練馬病院
循環器内科 岡井 巌、順天堂大学循環器内科 田渕晴名、岡崎真也、代田浩之
日本心臓病学会総会 平成28年9月24日 東京

慢性心房細動の接合部調律時に右心耳のペーシングで心房波を確認できた一例
江東病院循環器内科 高部智哲、神山 崇、呉本健一、田宮栄治、加納達二、順天堂大学練馬
病院循環器内科 ⻄野顕久、順天堂大学循環器内科 華藤芳輝、田淵晴名、山下晴世、
岡崎真也、代田浩之
日本循環器学会関東甲信越地方会 平成29年2月4日 東京
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The 50th international college of Angiology, the 13th scientific session,coronary artery disease
and hypertension. Dr. Eiji Tamiya and Dr. Edward Ross July 21, 2008 Tokyo

The 52nd international college of Angiology, the 5th scientific session,Advances, controversies
and latest concepts in cardiovascular medicine & surgery-medical. Dr. Eiji Tamiya and Dr. Otmar
Pachinger, Oct 17, 2010 Kentucky, USA__

