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論文 ＜大江＞ 

 

◆ 著明な漏斗胸に左室収縮障害を合併した 1兄弟例．心臓 2009；41：960-965 

 

◆ Aortoesophageal fistula following nasogastric tube placement．Clin J Gastroenterol 

2009；2：284-286 

 

◆ 上腹部痛にて来院した無治療高血圧患者．J Cardiol Jpn Ed 2009；4：177-179 

 

◆ Prolonged  atrioventricular block and ventricular standstill following adenosine 

triphosphate injection in a patient taking dipyridamole and antiarrhythmic agents．J 

Arrhythmia 2009；25：219-222 

 

◆ Fatal cytomegalovirus infection with CD4+ T-lymphocytopenia during corticosteroid 

therapy for bronchial asthma．J Infect Chemother 2010；16：131-134 

 

◆ Impact of inflow reduction of arteriovenous fistula on systemic hemodynamics in a patient 

with high-output heart failure during hemodialysis．J Cardiol Cases 2010；1：e98-e101 

 

◆ Low electrocardiogram voltage due to anasarca．Intern Med 2010；49：799-800 

 

◆ Late onset of cholesterol crystal embolism after thrombolysis for cerebral infarction．Intern 

Med 2010；49：833-836 

 

◆ 発熱，意識障害を呈した胆嚢癌患者．J Cardiol Jpn Ed 2011；6：187-189 

 

◆ Rapid progression of coronary artery stenosis associated with retroperitoneal fibrosis. J 

Cardiol Cases 2011；4：20-25 



◆ Left ventricular outflow tract obstruction with abnormal papillary muscles. J Cardiol Cases 

2015；11：69-72 

 

◆ Tracheoesophageal fistula after long-term intubation. Intern Med 2017；56：381-382 

 

◆ Traumatic esophageal injury detected by transthoracic echocardiography. Intern Med 

2018;57:441-442 

 

◆ Double target法による鎖骨下～腋窩静脈穿刺．心臓 2018；50：1028-1033 

 

発表 ＜大江＞ 

 

◆ Aortoesophageal fistulaの一剖検例．第 208回日本内科学会北陸地方会，2009年 6月，

富山 

 

◆ ATP静注後に，遷延する完全房室ブロックによる心停止，痙攣発作をきたした一例．第118回

日本循環器学会北陸地方会，2009年 7月，福井 

 

◆ 気管支喘息のステロイド治療中に著明な CD4 リンパ球減少をきたし，全身性サイトメガロウイル

ス感染症により死亡した高齢女性の一例．第 209 回日本内科学会北陸地方会，2009 年 9

月，金沢 

 

◆ 高拍出性心不全の改善にシャント血流低下術が有用であった透析患者の一例．第 119 回日

本循環器学会東海北陸合同地方会，2009年 11月，名古屋 

 

◆ 短期間に冠動脈閉塞が多発した後腹膜線維症の一例．第 120 回日本循環器学会北陸地方

会，2010年 7月，金沢 

 

◆ 短期間に冠動脈閉塞が多発した後腹膜線維症の一例．第 58 回日本心臓病学会総会，

2010年 9月，東京 

 

◆ 非細菌性血栓性心内膜炎による脳梗塞（Trousseau症候群）が疑われた2例．第121回日本

循環器学会東海北陸合同地方会，2010年 11月，金沢 

 

◆ 心臓MRIが診断に有用であった異常乳頭筋による左室流出路狭窄の一例．第 123回日本循

環器学会東海北陸地方会，2011年 10月，名古屋 



◆ 感染性心内膜炎による冠動脈塞栓の一例．第124回日本循環器学会北陸地方会，2012年 

7月，金沢 

 

◆ 感染性心内膜炎との鑑別が困難であった高度弁尖肥厚を伴う僧帽弁逸脱症の一例．第 25

回日本心エコー図学会総会，2014年 4月，金沢 

 

◆ 感染性心内膜炎との鑑別が困難であった不全型 Barlow 病の一例．第 128 回日本循環器学

会北陸地方会，2014年 7月，金沢 

 

◆ Double target 法による鎖骨下～腋窩静脈穿刺を行った 6 例．第 134 回日本循環器学会北

陸地方会，2017年 6月，金沢 

 

◆ Double target法による鎖骨下～腋窩静脈穿刺により中心静脈カテーテル挿入を行った 6例．

第 65回日本心臓病学会総会，2017年 9月，大阪 

 

 

論文＜荒木＞ 

 

◆ Rupture of infected splenic artery aneurysm secondary to infective endocarditis.  

Circulation 2008；118：684-686 

 

◆ 急性心筋梗塞と急性膵炎の合併．内科 2008；102：599-602 

 

◆ 高血圧患者における血清シスタチン C と血漿 B 型ナトリウム利尿ペプチドの関連．血圧 

2009；16：81-83 

 

◆ 冠動脈疾患合併高 LDL コレステロール血症患者に対するアトルバスタチン減量（20mg→

10mg）＋エゼチミブ 10mg 追加投与が血清脂質値に及ぼす効果．Prog Med 2009；29：

163-165 

 

◆ 高血圧患者における血清シスタチン C と血漿 B 型ナトリウム利尿ペプチドの関連（第 2報）：糖

尿病合併の影響．血圧 2009；16：171-173 

 

◆ ボグリボースからミグリトールへの変更が冠動脈疾患合併糖尿病患者の血漿 BNP 値に及ぼす

影響．Prog Med 2009；29：1105-1107 

 



◆ 高血圧患者における推算糸球体濾過量＜60mL/min/1.73m2 と血清シスタチン C の関係．

血圧 2009；16：426-428 

 

◆ 高血圧合併糖尿病患者に対するピオグリタゾンの腎保護効果：血清シスタチン C 値を指標とし

た 1年間の観察研究．Prog Med 2009；29：2521-2523 

 

◆ アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬投与中の糖尿病合併高血圧患者における血清シスタチン C

値を指標とした 1 年間の観察研究：バルサルタンとテルミサルタンの比較．Prog Med 2009；

29：2661-2663 

 

◆ ペリンドプリルが高血圧患者の血漿 BNP値と QTc時間に及ぼす影響：他の ACE阻害薬からの

変更．Prog Med 2010；30：137-139 

 

◆ Effect of eicosapentaenoic acid on malondialdehyde-modified low-density lipoprotein in 

statin-treated patients with coronary artery disease. Ther Res 2010；31：721-726 

 

◆ 高血圧患者における血清シスタチン C 値の変動に影響を及ぼす因子の検討．血圧 2010；

17：532-534 

 

◆ Swan-Ganz カテーテル検査で診断した高拍出性心不全の 3 症例．内科 2010；106：

343-345 

 

◆ スタチン治療中の冠動脈疾患患者に対するエゼチミブ追加投与が血清マロンジアルデヒド修飾

LDL値に及ぼす影響．Prog Med 2010；30：2219-2222 

 

◆ 糖尿病患者における血中イコサペント酸／アラキドン酸比とマロンジアルデッヒド修飾低比重リ

ポ蛋白値の関連．糖尿病 2010；53：680-685 

 

◆ 保存的に 7年間の経過観察を行った左房内腫瘍の 1例．内科 2010；106：730 

 

◆ 脂肪肝合併高血圧患者に対するエプレレノン投与が肝線維化マーカーに及ぼす影響．Prog 

Med 2010；30：2621-2623 

 

◆ 血中イコサペント酸（EPA）／アラキドン酸比0.5未満の糖尿病患者に対するEPA投与が血清マ

ロンジアルデヒド修飾 LDL値に及ぼす影響．Prog Med 2011；31：137-140 

 



◆ Endotoxin adsorption therapy for a patient with severe pneumonia resulting from novel 

influenza A (H1N1) virus infection．Ther Apher Dial 2011；15：207-208 

 

◆ Ca 拮抗薬治療中の糖尿病非合併高血圧患者に対するアリスキレン追加投与が微量アルブミ

ン尿に及ぼす影響．Prog Med 2011；31：1099-1102 

 

◆ 食道裂孔ヘルニアの増悪に伴い心不全をきたした 1例．内科 2011；108：144 

 

◆ Accessory renal artery infarctionの 1例．内科 2011；108：522 

 

◆ 糖尿病患者において，血中イコサペント酸／アラキドン酸（EPA/AA）比の上昇は，血中マロンジ

アルデヒド修飾低比重リポ蛋白（MDA-LDL）の低下と関連する．動脈硬化予防 2011；10：

82-84 

 

◆ DES留置後に生じた冠攣縮に対してBMSを留置した1例．CVIT Jpn Ed 2011；3：153-158 

 

◆ 急性冠症候群と鑑別すべき上室性頻拍発作後の ST変化．内科 2012；109：156-158 

 

◆ 糖尿病患者に対するビルダグリプチン投与が血清マロンジアルデヒド修飾 LDL 値に及ぼす影響．

Prog Med 2012；32：137-140 

 

◆ 新規抗凝固薬リバーロキサバン投与開始後 3 日間におけるプロトロンビン時間（PT-INR）の推

移．Prog Med 2012；32：2527-2529 

 

◆ CO2 ナルコーシスを伴う心不全患者に対するトルバプタンの有用性．Fluid Management 

Renaissance 2013；3：98-100 

 

◆ アムロジピン＋アリスキレンの長期投与が糖尿病非合併高血圧患者の微量アルブミン尿に及

ぼす影響．Prog Med 2013；33：317-320 

 

◆ 大腿筋転移を初発症状とした膵癌の 1例．内科 2013；111：569 

 

◆ ヒドロクロロチアジドからインダパミドへの変更が高血圧患者の血圧と血清尿酸値に及ぼす影

響：ARB配合剤での検討．Prog Med 2013；33：1345-1347 

 

◆ 心膜ドレナージを要した甲状腺機能低下症の 1例．内科 2013；112：383 



◆ TNF-α阻害薬治療中に多量の心膜液貯留を認めた関節リウマチの 1 例．心臓 2013；45：

1249-1253 

 

◆ 非弁膜症性心房細動患者のアスピリン投与例，ワルファリン投与例，新規抗凝固薬投与例に

おける D-dimer値の比較検討．Prog Med 2013；33：2465-2468 

 

◆ 新規抗凝固薬リバーロキサバン投与が非弁膜症性心房細動患者の D-dimer 値に及ぼす影響．

Prog Med 2014；34：129-131 

 

◆ 非閉塞性腸管虚血症（NOMI）の大腸内視鏡像．内科 2014；113：361 

 

◆ D-dimer as a useful marker for assessing the efficacy ofnovel oral anticoagulants in 

patients with nonvalvular atrial fibrillation．Ther Res 2014；35：673-676 

 

◆ 抗凝固療法中の非弁膜症性心房細動患者における D-dimer 値の変動：ワルファリン投与例と

新規抗凝固薬投与例の比較．Prog Med 2014；34：1835-1837 

 

発表 ＜荒木＞ 

 

◆ 急速進行性糸球体腎炎，出血性脳梗塞，感染性脾動脈瘤破裂を合併した感染性心内膜炎の

1剖検例．第 116回日本循環器学会北陸地方会，2008年 7月，金沢 

 

◆ 高血圧患者における血清シスタチン C（CysC）と血漿 B型ナトリウム利尿ペプチド（BNP）の関連．

第 106回日本内科学会総会，2009年 4月，東京 

 

◆ 高血圧患者における血清シスタチン C（CysC）と血漿 B 型ナトリウム利尿ペプチド（BNP）の関

連：糖尿病合併の影響．第 52回日本糖尿病学会総会，2009年 5月，大阪 

 

◆ 冠動脈疾患合併高 LDL コレステロール血症患者に対するアトルバスタチン減量（20mg→

10mg）＋エゼチミブ 10mg 追加投与が血清脂質値に及ぼす効果．第 57 回日本心臓病学会

総会，2009年 9月，札幌 

 

◆ Effect of pioglitazone on serum cystatin C level in diabetic patients with hypertension: a 

one-year observational study．第 74回日本循環器学会総会，2010年 3月，京都 

 

◆ スタチン治療中の冠動脈疾患患者に対するイコサペント酸追加投与が血清マロンジアルデヒド



修飾 LDL値に及ぼす影響．第 58回日本心臓病学会総会，2010年 9月，東京 

 

◆ Swan-Ganz カテーテル検査が診断の契機となった高拍出性心不全の 4 例．第 14 回日本心

不全学会総会，2010年 10月，東京 

 

◆ イコサペント酸（EPA）／アラキドン酸比 0.5 未満の糖尿病患者に対する EPA 投与がマロンジア

ルデヒド修飾低比重リポ蛋白値に及ぼす影響．第54回日本糖尿病学会総会，2011年5月，

札幌 

 

◆ TNF-α阻害薬治療中に多量の心膜液貯留を認めた関節リウマチの1例．第122回日本循環

器学会北陸地方会，2011年 7月，金沢 

 

◆ DES 留置後に生じた冠攣縮に対して BMS を留置した 1 例．第 59 回日本心臓病学会総会，

2011年 9月，神戸 

 

◆ 肥満・メタボリック症候群に対するゼチーアの効果：ゼチーアは超悪玉コレステロールを減らせる

か．能登北部医師会学術講演会，2011年 9月，穴水 

 

◆ Ca 拮抗薬治療中の糖尿病非合併高血圧患者に対するアリスキレン追加投与が微量アルブミ

ン尿に及ぼす影響．第 34回日本高血圧学会総会，2011年 10月，宇都宮 

 

◆ ACE阻害薬を見直そう．河北郡市医師会学術講演会，2012年 5月，河北 

 

◆ 急性膵炎と急性心筋梗塞を併発した 1 高齢者例．第 23 回日本老年医学会北陸地方会，

2012年 10月，金沢 

 

◆ 心不全治療における利尿薬の使い分け．能登北部医師会学術講演会，2013年 5月，穴水 

 

◆ Coincident acute myocardial infarction and acute pancreatitis: Early diagnosis and 

coronary intervention．第22回日本心血管インターベンション治療学会総会，2013年7月，

神戸 

 

◆ EPAは超悪玉コレステロールを減らせるか．京滋北陸 EPAフォーラム，2013年 10月，京都 

 

◆ アムロジピン＋アリスキレンの長期投与が糖尿病非合併高血圧患者の微量アルブミン尿に及

ぼす影響．第 36回日本高血圧学会総会，2013年 10月，大阪 



◆ Comparison of D-dimer levels among non-valvular atrial fibrillation patients receiving 

aspirin, warfarin, or novel oral anticoagulant therapy．第 78回日本循環器学会総会，2014

年 3月，東京 

 

◆ 非弁膜症性心房細動患者のアスピリン投与例，ワルファリン投与例，新規抗凝固薬投与例に

おける D-dimer値の比較検討．第 111回日本内科学会総会，2014年 4月，東京 

 

◆ 非弁膜症性心房細動患者のワルファリン投与例と新規抗凝固薬投与例における D-dimer 値

の比較．第 128回日本循環器学会北陸地方会，2014年 7月，金沢 

 

◆ 新規抗凝固薬が心房細動患者の D-dimer 値に及ぼす影響．南砺市医師会学術講演会，

2014年 8月，南砺 

 

◆ 新規抗凝固薬リバーロキサバン投与が非弁膜症性心房細動患者の D-dimer 値に及ぼす影響．

第 62回日本心臓病学会総会，2014年 9月，仙台 

 

◆ 現場からみた抗凝固薬の使い分け．石川県保険医協会・第 35回よろず勉強会，2014年 11

月，金沢 

 

◆ 高血圧と心房細動．河北郡市医師会学術講演会，2015年 4月，河北 

 

◆ 現場からみた抗凝固薬の使い分け．金沢市薬剤師会学術講演会，2015年 5月，金沢 

 

◆ 現場からみた抗凝固薬の使い分け．高岡市内科医会学術講演会，2015年 6月，高岡 

 

◆ 新規抗凝固薬が非弁膜症性心房細動患者の D-dimer 値に及ぼす短期および中期効果．第

63回日本心臓病学会総会，2015年 9月，横浜 

 

◆ 現場からみた抗凝固薬の使い分け．氷見市医師会学術講演会，2015年 11月，氷見 

 

◆ 高齢者の心房細動診療：XAPASSの結果から．小矢部市医師会学術講演会，2017年 7月，

小矢部 

 

◆ 高齢者の心房細動診療：XAPASSの結果から．能登北部医師会学術講演会，2017年 9月，

穴水 

 



◆ 利尿薬内服中の高血圧患者における尿酸管理．日医生涯教育協力講座 「これからの高尿

酸血症・痛風の治療戦略」，2018年 10月，金沢 

 

その他 ＜荒木＞ 

 

◆ BSジャパン（テレビ東京系BSデジタル7ch） 『教えて！ドクター 家族の健康』 第39回 高血

圧・あなたの疑問に答えます．2013年 12月 29日放送 

◆ MRO 『レオスタ』 夏バテ対策．2014年 8月 20日放送 

◆ Interview 『診察室の窓辺から』．血圧 2016；23：890-891 

 


