
心筋生検研究会

プログラム

時 :1998年 10月23日0 13:30～ 18:50

10月24日0 9:00～ 12:20

場 :岩手医科大学附属循環器医療センター

(岩手医科大学倉U立60周年記念館 8階 研修室)

岩手県盛岡市中央通 り1丁 目2番 1号

Te1 019-651-5111(内 嬌υ324)

発表時間 :[一 般演題]発 表 6分 ・討論 7分

[ワークショップ]症 例発表 5分 ・研究発表 7分 ・総合討論30分

会 場 費 :3,000円

プロジェクター :35m l台 を用意 します

憑 親 会 :10月 23日0セ ッション終了後、岩手医科大学創立60周年記念館

8階 ホールにて行います。

(参加費2,000円)

会  長 :平盛 勝彦 (岩手医科大学第二内科 ・循環器医療センター)

事 務 局 :第20回 心筋生検研究会事務局

岩手医科大学第二内科

瀬川 郁夫 ・佐藤 衛 ・近藤 雄史 ・佐藤 英俊

〒020-8505

岩手県盛岡市内九19番 1号

Td 019-651-5111(内 線2324) Fax 019-651-0401
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10月23日0

開会の辞 (会長挨拶 )13:30-13:35

-般 演題 [1]13:35‐ 14:15   座長 :廣江道昭 (東京医科歯科大学第二内科)

布田伸― (東京女子医科大学附属第二病院内科)

(1) 一過性のST上 昇発作中、正常冠動脈造影所見を呈した症例の検討

村上弘則、西村光弘、占部和之 (聖母会天使病院循環器内科)

(2)病 理組織学的にoNOS活 性の改善を認めたSyndromeXの 一症例

赤尾浩慶、増山和彦、竹越 襄、松井 忍、津川博一、金光政右、山形壽生 (金沢医

科大学循環器内科)勝 田省吾、石川義麿、塚 正彦 (同第二病理)

(3) Syndromexに おける訓TI―SPECT、 "FD―PET及 び病理組織像からみた特徴

佐竹主道、増山和彦、竹越 襄、松井 忍、津川博一、金光政右、北山道彦、

山形壽生 (金沢医科大学循環器内科)勝 田省吾、石川義麿 (同第二病理)    .、

一般演題 [2]14:1514:55   座長 :由谷親夫 (国立循環器病センター臨床検査部病理)

瀬川郁夫 (岩手医科大学第二内科)

(4)心 房細動と房室ブロックを呈する高齢者2剖検例 ―刺激伝導系組織所見について一

千田宏司、今井 保 (東京都老人医療センター循環器科)大 川真一郎 (東京女子医科

大学附属第二病院内科)

(5) Brugada様 心電図を健康診断で指摘され、その後急死 した47歳男性の一吉1検例

濱松晶彦、伏見良隆、杉村久理、勾坂 馨 (東京都監察医務院)千 田宏司 (東京都老

人医療センター循環器科)大 川真一郎 (東京女子医科大学附属第二病院内科)

佐々木 喬 (社会保険鶯谷健診センター)

(6)心 電図健診を契機に発見され、心内膜心筋生検を施行された18症例の臨床病理学的検討

北島 敦、失崎善一、今村 浩、磯部光章、関口守衛 (信州大学第一内科)    , )

一般演題 [3]14:55-15:50   座長 :北浦 泰 (大阪医科大学第二内科)

堀江俊仲 (埼玉県立循環器 ・呼吸器病センター)

(7)不 整脈源性右室心筋症におけるBNP発 現の組織学的検討

池田善彦、由谷親夫、錦見俊雄、今北正美、植田初江、塚本吉胤、西田尚樹 (国立循

環器病センター臨床検査部病理)

(3)右 室心内膜心筋生検にて心筋炎の関与が示峻された不整脈源性右室心筋症の 1例

森戸夏美、岡部員典、熊谷浩一郎、白井和之、出石宗仁、福田圭介、荒川規矩男

(福岡大学第二内科)菊 池昌弘 (同第一病理)
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一般演題 [5]17:05-18:00   座長 :西川俊郎 (東京女子医科大学医学部第二病理)

岡部員典 (福岡大学第二内科)

(16)右 室腫瘍の外科的生検組織の病理診断に難渋 した1例

鈴木宏昌、河合祥雄、大井川哲也、斉藤文洋、砂山 聡、中井裕子 (順天堂大学循環

器内科)細 川義則 (同電顕室)青 木啓一、澤田 準、加藤和三 (心臓血管研究所付属

病院)織 田勝敬 (東京厚生年金病院内科)

(i7)心 室頻拍で発症 した心サルコイドーシスの2例

山内康照、青沼和隆、呉 正次、蜂谷 仁、小林一士、加納 寛、是永正義 (横須賀

共済病院循環器センター)石 山 茂、西川俊郎 (東京女子医科大学第二病理)

廣江道昭 (東京医科歯科大学第二内科)

(18) 高血圧性心疾患の心筋病変形成におけるapoptoJsの 関与

石山 茂、西川俊郎、笠島 武 (東京女子医科大学第二病理)廣 江道昭、下條 隆、、、

九茂文昭 (東京医科歯科大学第二内科)永 田まこと、迫村泰成 (東京女子医科大学心

研)

(19)心 アミロ ドーシスにおける心房性および脳性ナ トリウム利尿ペブチドとその遺伝子発現

竹村元三、越路正敏、藤原久義 (岐阜大学第二内科)鷹 津良樹、安藤史隆 (兵庫県立

尼崎病院内科)藤 原兌子 (京都女子大学)堂 山 清 (京都大学第二内科)斉 藤能彦、

伊藤 裕、中尾一和 (京都大学第二内科)

特男u講演    18:00-18:50   座晏 :平盛勝彦 (岩手医科大学第二内科)

「き臓病理 学への形態計測法の応用

群馬パース看護短期大学学長  岡 田 了 三

懇 親 会   19:00-
ヽ
１
，
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休  憩   10:35-10:45

ワークショップ 10:45-12:10  座長:河村憲四郎 (大阪医科大学第二内科)

藤原久義 (岐阜大学第二内科)

隆 身疾 患 と心 筋 病 劉

症例報告

Wl) 心筋生検で瀾慢性心筋線維症 を認めた甲状腺機能低下症の i例

東條秀明、岡部員典、福田圭介、荒川規矩男 (福岡大学第二内科)菊 池昌弘 (福岡大

学第一病理)

W2)潟 血療法により、うっ血性心不全ならび発作性心房細動が改善 した原発性心ヘモクロマ

トーシスの 1例

大田 聡、小松 隆、中村 紳、斎藤栄大、熊谷浩司 (県立磐井病院循環器科)  
｀
 1

奥村 謙 (弘前大学医学部第二内科)

W3)型 不明のミコン ドリア脳筋症 と考えられた心筋生検例

田中道雄、井下尚子、青木 望 (都立広尾病院病理)手 島 保、徳安良紀、本宮武司、

杉浦昌也 (同循環器)北 見聡章、野本達也、平林久吾、横地正之 (都立荏原病院神経

内科)村 上俊― (都立神経病院)西 野一三 (国立精神神経センター)

W4)拡 張相肥大型心筋症の臨床経過を呈 した糖原病の一成人例

吉牟田剛、戸田源二、川原史生、山近史郎、芦澤直人、石嶋光明、品川達夫、

早野元信、失野捷介 (長崎大学第三内科)

W5)慢 性心不全をきたした全身性Amyloidosisの 1例

山下尚洋、山形壽生、竹越 襄、松井 忍、津川博一、金光政右、北山道彦、

増山和彦、北川 泉 (金沢医科大学循環器内科)石 川義麿 (同第二病理)      `|

W‐6)心 筋生検所見により家族性アミロイ ドポリニューロバチー (FAP Ⅱ型 )と 考 えられた

1例

高田佳史、中原崇雄、寺岡邦彦、竹内 徹、伊吹山千晴 (東京医科大学第二内科)小

川大作、南里和紀、内海裕也 (同第三内科)
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研究報告

W-7)全 身性硬化症における臨床像と心筋病変

西川和子、小笠原定雅、西田水奈子、水野弘美、内田ひろ、島本 健、補元雅子 (東

京女子医大青山病院兼成人医学センター循環器内科)迫 村泰成、笠貫 宏 (東京女子

医大心研内科)石 山 茂、西村俊郎 (同第 2病理)堀 江俊伸 (埼玉県立循環器 ・呼吸

器病センター)

W‐8)心 サルコイ ドーシスにおける肥大型心筋症の頻度

原 正剛、松森 昭、篠山重威 (京都大学循環病態学)

W_9) サルコイドーシス (サ症)に おける心筋病変の特徴 :特発性拡張型心筋症との対比検討

矢崎善一、三井富士夫、磯部光章、関口守術 (信州大学第一内科)

総合討論  11:40-12:10

事務報告   12:10-12:15

閉会の辞   12:15-12:20
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