
Tama  CAD  Study  Group 

会 長    小谷 英太郎 

日 時：２０１８年１０月６日（土）１３：００～１７：３０ 
 
会 場：日本医科大学多摩永山病院 集会室１・２ 
     東京都多摩市永山1-7-1 

     ＊「京王永山駅」「小田急永山駅」下車改札口より徒歩約3分 
会 費：1,000円 
 
 

日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科   

第49回 多摩地区虚血性心疾患研究会 

 
多摩地区虚血性心疾患研究会／第一三共株式会社／フクダ電子東京西販売株式会社 

共催 



Session Ⅰ                                                                        (13:15～14:20） 
                     

【情報提供】  エフィエントの最新情報 第一三共株式会社         (13:00～13:10） 

【会長挨拶】  小谷 英太郎 （日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科） 

【演題発表】   ＊１演題 （発表８分 質疑５分  合計１３分） 

①「ステントによるガイドエクステンションカテーテルの挟み込みからのベイルアウト」 
  榊原記念病院 循環器内科 
 ○樋口 亮介、桃原 哲也、西川 慶、間淵 圭、萩谷 健一、横山 公章、佐地 真育、田中 悌史、高見 澤格、 
  鈴木 誠、井口 信雄、高山 守正 
 
②「スコアリングバルーンが不通過であった石灰化病変に対してWolverine®が有効であった１例」 
  東大和病院 循環器科 
 ○田中 貴久、加藤 隆一、石野 光則、吉田 善紀、大山 亮 
 
③「Exosealを使用したにも関わらず出現した穿刺部合併症で止血に難渋した2症例」 
  東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 循環器内科 
 ○長岡 宣幸、亀山 欽一、畑田 英彦、川勝 なおみ、猪谷 亮介、伊奈 秀高、村﨑 理史、三谷 健一 
 
④「Reverse wire techniqueのpreparationとしてExcimer laserが有効であった2例」 
  武蔵野赤十字病院 循環器科 
 ○長嶺 竜宏、宮崎 亮一、三井 健大朗、長瀬 将、土方 禎裕、山口 純司、渡辺 敬太、佐川 雄一郎、増田 怜、 
  金子 雅一、三輪 尚之、山口 徹雄、原 信博、永田 恭敏、野里 寿史、足利 貴志 
 
⑤「Lotus-root appearanceを呈した冠動脈病変に対するPCIの経験」 
  東海大学医学部付属八王子病院 循環器内科 
 ○河村 洋太、宮本 淳一、南川 翔、山本 良也、吉町 文暢 

座長 栗原 顕 （青梅市立総合病院 循環器科） 
    黄 俊憲 （日本医科大学多摩永山病院  内科・循環器内科） 

休 憩                                  (15：17～15：25) 

Session Ⅱ                            (14:25～15：17) 

⑥「治療に難渋した冠攣縮による急性冠症候群の１例」 
  東京慈恵会医科大学附属第三病院 循環器内科 
 ○本郷 瑛子、森 力、髙橋 弘武、大東 周碁、銭谷 大、堤 穣志、小山 達也、香山 洋介、芝田 貴裕 
 
⑦「虚血性心筋症を背景とし左室心尖部に弧状の構造物を認めた1例」 
  公立昭和病院 循環器内科 
 ○橋本 昌樹、荻本 理紗、本田 圭、大森 康歳、石原 有希子、鴨井 祥郎、山本 博之、田中 茂博 
 
⑧「至適抗凝固療法下でも左室内血栓を生じ、脳梗塞を発症したたこつぼ心筋症の一例」 
  独立行政法人国立病院機構災害医療センター 循環器内科  
 ○中島 祐樹、秋元 耕、瀬上 将太、矢部 顕人、戸舎 稚詞、榊原 温志、土屋 勇輔、福島 琢、山下 周、 
  鈴木 雅仁、近江 哲生、大野 正和、佐々木 毅、清水 茂雄 
 
⑨「心室中隔穿孔と自由壁破裂を合併した亜急性心筋梗塞の一例」 
  多摩総合医療センター 循環器内科 
 ○渡邉 真広、守井 悠佑、櫻井 進一郎、岡部 はるか、関根 拓郎、吉田 彩乃、大塚 佳満、伊東 勘介、片岡 翔平、 
  森永 弘章、西村 睦弘、三ツ橋 佑哉、磯貝 俊明、加藤 賢、田中 博之 

座長 小山 幸平 （杏林大学医学部付属病院 循環器内科） 
    田中 貴久 （東大和病院 循環器科） 



【閉会の辞】    小谷 英太郎 （日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科）  

【次回会長挨拶】 田中 茂博   （公立昭和病院 循環器科） 

 

＊会終了後、情報交換会をご用意しております。 
 懇親会会場 「集会室３」 （日本医科大学多摩永山病院内、研究会会場の隣）  

Session Ⅳ                            (16:35～17:27) 

⑩「再灌流治療に難渋した前壁STEMIの一例」 
  東京医科大学八王子医療センター 循環器内科 
 ○池部 裕寧、可児 純也、大西 将史、大嶋 桜太郎、宝田 顕、外間 洋平、高橋 聡介、相賀 護、西原 崇創、 
  渡邉 圭介、田中 信大 
 
⑪「抗血小板薬の嘔吐によりステント血栓症を発症したと考えられた急性冠症候群の２例」 
  青梅市立総合病院 循環器科 
 ○木村 文香、栗原 顕、田仲 明史、米内 竜、土谷 健、後藤 健太朗、野本 英嗣、大坂 友希、宮崎 徹、 
  鈴木 麻美、小野 裕一、大友 建一郎 
 
⑫「PCI中にステント変形をきたした2症例」 
  日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科 
 ○中野 博之、谷田 篤史、西 祐吾、菅原 一樹、丹羽 直哉、黄 俊憲、齋藤 恒徳、森澤 太一郎、小谷 英太郎 
 
⑬「抜去困難となった診断カテーテルを回収するのに難渋した一例」 
  杏林大学医学部第二内科 
 ○田島 幸佳、三浦 裕介、三浦 陽平、福士 圭、若林 典弘、仁科 善雄、山﨑 博之、樋口 聡、重田 洋平、 
  小山 幸平、金剛寺 謙 

特別講演 
 
 座長  小谷 英太郎 （日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科 准教授/部長） 
 

「Current PCI technique for complex lesions」 
  
           公益財団法人心臓血管研究所付属病院 

                  循環器内科 冠動脈疾患担当部長 及川 裕二 先生 

Session Ⅲ                            (15:25～16:25) 

休 憩                                   (16:25～16:35) 

座長 田中 茂博 （公立昭和病院 循環器内科） 
    原 信博 （武蔵野赤十字病院 循環器科） 



共催： 多摩地区虚血性心疾患研究会／第一三共株式会社／フクダ電子東京西販売株式会社 
大塚製薬株式会社／バイエル薬品株式会社／アステラス製薬株式会社 

多摩地区虚血性心疾患研究会 
（代表世話人） 
吉野 秀朗 杏林大学医学部付属病院 循環器内科 
 

（運営委員）  
足利 貴志 武蔵野赤十字病院 循環器科                                        
黒澤 利郎 町田市民病院 循環器科 
田中 信大 東京医科大学八王子医療センター 循環器内科 
田中 博之 東京都立多摩総合医療センター 循環器内科 
桃原 哲也 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循環器内科     （50音順） 
 

（特別顧問） 
上田 哲郎    内山 隆史  尾林 徹  吉良 有二  髙田 博之  丹羽  明博  佐藤 康弘   （50音順）       
 

（世話人） 
青木 和浩 独立行政法人国立病院機構東京病院 循環器科 
伊藤 茂樹     西東京中央総合病院 循環器科 
井上 友樹 立川相互病院 循環器内科 
宇井 進 府中恵仁会病院 循環器科 
樫田  光夫 公立阿伎留医療センター 循環器内科 
加藤 隆一 東大和病院 心臓血管センター 
栗原 顕       青梅市立総合病院  循環器内科 
小谷 英太郎 日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科 
金剛寺 謙     杏林大学医学部付属病院 循環器内科 
清水 茂雄 独立行政法人国立病院機構災害医療センター 循環器内科 
鈴木 建則 多摩南部地域病院 循環器科 
田島 一樹 稲城市立病院 循環器科 
田中 茂博     公立昭和病院 循環器科 
玉置 克己 保谷厚生病院 循環器科 
堂前 洋       東京西徳洲会病院 循環器内科 
中村 岩男 日野市立病院 循環器科 
村﨑 理史 多摩北部医療センター 循環器内科 
森 力 東京慈恵会医科大学附属第三病院 循環器内科                                    
吉町 文暢 東海大学医学部付属八王子病院 循環器内科                      （50音順）     
伊藤 陽子     独立行政法人国立病院機構災害医療センター 看護部5階西病棟 
植木 伸之介 東京都立多摩総合医療センター 看護部 
岡元 弥生 武蔵野赤十字病院 R3/CCU 
木戸 順子 多摩南部地域病院 看護科3西病棟 
平澤 英子 杏林大学医学部付属病院 看護部C3・C4病棟 
福井 浩子 東京医科大学八王子医療センター 看護部CCU 
山下 美由紀    公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 看護部CCU      （50音順） 

【電車でお越しの場合】 
・京王電鉄「京王相模原線」「京王永山駅」下車改札口より徒歩
約3分 
・小田急電鉄「小田急多摩線」「小田急永山駅」下車改札口より
徒歩約3分 

【車でお越しの場合】 
・日本医科大学多摩永山病院の駐車場をご利用ください 
 
 


