
【論文発表】 

発行年 雑誌名 
論文 

分類 
分野 筆頭著者 タイトル 

2019 Case Reports in Cardiology 症例報告 心臓 朔浩介 

A Rare Case of Pericardial 

Effusion in a Patient with 

Silicosis 

2019 Surgical Case Reports 症例報告 心臓 朔浩介 

Florida sleeve technique for a 

right sinus of Valsalva aneurysm: 

a case report 

2019 
Asian Cardiovascular & Thoracic 

Annals 
 心臓 朔浩介 

Repair of tricuspid valve 

regurgitation due to a tricuspid 

valve cleft 

2019 Cardiac surgery 症例報告 心臓 高木数実 

Left ventricular apical 

pseudoaneurysm with aortic 

prosthetic valve endocarditis 

 

 

【学会報告】 

日付 学会名 開催地 
学会 

分類 
分野 発表者 タイトル 

2019/12/13 
第 33 回 日本冠疾患

学会学術集会 
岡山 シンポジウム 心臓 高木数実 

CABG+SAVR と PCI+TAVI の成績とコス

トから考える冠動脈疾患合併重症大

動脈弁狭窄症への治療戦略 

2019/11/29 

第 32 回 日本外科感

染症学会総会学術集

会 

岐阜 
パネルディスカ

ッション 
心臓 高木数実 

心臓大血管領域における多職種によ

る SSI バンドル導入の取り組み 

2019/11/4 
第 81 回 日本臨床外

科学会総会 
高知  血管 縄田彩乃 

急性 B型大動脈解離による腹部臓器

虚血に対して腋窩ー大腿動脈バイパ

ス、腹部大動脈ー上腸管膜動脈バイ

パス術を行った 1例 

2019/10/30 
第 72 回 日本胸部外

科学会定期学術集会 
京都 シンポジウム 心臓 高木数実 

慢性心房細動に対するメイズ手術の

遠隔期成績：25年の経験から考える

適応と問題点 

2019/10/30 
第 72 回 日本胸部外

科学会定期学術集会 
京都 ポスター 心臓 高瀬谷徹 

TAVI の導入による高齢者大動脈弁狭

窄症の患者背景と治療成績への影響 

2019/10/30 
第 72 回 日本胸部外

科学会定期学術集会 
京都 ポスター 心臓 朔浩介 

透析症例に対する開心術における術

前サルコペニア評価の意義 

2019/10/30 
第 72 回日本胸部外

科学会定期学術集会 
京都 一般 心臓 庄嶋賢弘 

開心術後急性期に発症した硬膜下血

腫 



2019/10/23 ASVS 2019 Bali ポスター 血管 姉川朋行 

Pulse wave velocity changes after 

surgery for abdominal aortic 

aneurysms:Brachial-ankle pulse 

wave velocity after open surgery 

vs endovascular surgery repair 

2019/10/10 
第 60 回 日本脈管学

会総会 
東京 一般 血管 姉川朋行 

腹部大動脈瘤手術による baPWV の変

化について-開腹人工血管置換術群、

EVAR群による比較検討 

2019/9/6 
第 11 回 日独血管外

科学会 
別府 一般 血管 姉川朋行 

Pulse wave velocity has changed 

after surgery for AAA. Open 

repair vs EVAR changes of baPWV 

caused AAA surgery 

2019/8/29 

第 52 回 日本胸部外

科学会九州地方会総

会 

宮崎 一般 心臓 福田倫史 
複数系統の灌流異常を伴った急性大

動脈解離の一症例 

2019/8/29 

第 52 回 日本胸部外

科学会九州地方会総

会 

宮崎 一般 血管 姉川朋行 
送血路穿刺による鎖骨下動脈解離・

仮性瘤形成症例 

2019/8/29 

第 52 回 日本胸部外

科学会九州地方会総

会 

宮崎 一般 心臓 大城美緒 
家族性高コレステロール血症による

若年者虚血性心筋症 

2019/8/24 
第 114 回 日本血管

外科学会九州地方会 
福岡  血管 姉川朋行 

急性 B型大動脈解離に対して右腋窩

ー右大腿動脈バイパス術、腹部大動

脈ー上腸間膜動脈バイパス術を行っ

た 1例 

2019/7/14 第 10 回 JTVT2019 鎌倉  心臓 朔浩介 
当院における二尖弁大動脈弁狭窄症

に対する TAVI の手術経験 

2019/7/11 
第 24 回 日本冠動脈

外科学会学術大会 
金沢 一般 心臓 福田倫史 

Three cases of Coronary 

ostialaneurysms after Aortic root 

replacement 

2019/7/11 
第 24 回 日本冠動脈

外科学会学術大会 
金沢 一般 心臓 

押領司篤

宣 

Three cases of Left Ventricular 

Pseudo-false aneurysm 

2019/7/11 
第 24 回 日本冠動脈

外科学会学術大会 
金沢 会長要望演題 心臓 高木数実 

Surgical Treatment of Severe 

Aortic Valve Stenosis with 

Coronary Artery Disease in 

Octogenarians : Comparison 

between CABG with SAVR and PCI 

with TAVI 



2019/7/4 
第 39 回 日本静脈学

会総会 
愛知 一般 血管 廣松伸一 

VTE に対するリバーロキサバンの実臨

床でのシングルドラッグアプローチ

による有効性および安全性の検討 

2019/6/29 
第 126回 日本循環

器学会九州地方会 
宮崎 一般 心臓 

押領司篤

宣 

右冠動脈入口部塞栓症による急性心

筋梗塞に対して血栓除去・冠動脈バ

イパス術を施行した一症例 

2019/5/22 
第 47 回 日本血管外

科学会学術総会 
名古屋  血管 宮崎 

がん関連静脈血栓塞栓症に対するエ

ドキサバンの治療成績 

2019/5/22 
第 47 回 日本血管外

科学会学術総会 
名古屋 一般 血管 吉田尚平 

子宮癌放射線療法後に発症した外腸

骨動脈腸管瘻に対し GORE VIABAHN?を

使用し止血し得た 1例 

2019/4/11 
Heart Valve 

Society 2019 
spain ポスター 心臓 

押領司篤

宣 

Mitral Valve Dysfunction caused 

by Pannus Overgrowth after Mitral 

Valve Repair using Carpentier 

Edwards Physio Ring  

2019/4/11 
Heart Valve 

Society 2019 
spain ポスター 心臓 福田倫史 

Surgical Outcome of Infective 

Aortic Valve Endocarditis 

Involving Valve Annulus. 

Comparison between Native Valve 

Endocarditis and Prosthetic Valve 

Endocarditis. 

2019/4/11 
Heart Valve 

Society 2019 
spain ポスター 心臓 高木数実 

Long-term Durability of The 

“Edge to Edge technique” For 

Mitral Valve Repair 

2019/4/11 
Heart Valve 

Society 2019 
spain 一般 心臓 有永康一 

22-Year Experience with the 

Carpentier-Edwards Pericardial 

Standard Aortic Valve in Patients 

Under 60 at a Single Japanese 

Center 

2019/3/1 
第 46回 日本集中治

療医学会学術集会 
京都  血管 金本亮 

当院における急性腹部大動脈閉塞症 3

例の治療経験 

2019/3/1 
第 46回 日本集中治

療医学会学術集会 
京都  心臓 有永康一 開心術における慢性透析患者の検討 

2019/3/1 
第 46回 日本集中治

療医学会学術集会 
京都 一般 

その

他 
佐藤晃 

胸水ドレナージ後、再膨張性肺水

腫、ショックを来たした一例 



2019/2/15 
PCR Tokyo Valves 

2019 
東京 一般 心臓 

押領司篤

宣 

Postoperative left ventricular 

mass regression after TAVI 

correlated with arterial 

stiffness 

2019/2/11 
第 49 回 日本心臓血

管外科学会学術総会 
岡山  血管 新谷悠介 

急性 A型大動脈解離に対する Stent 

Graft による Frozen Elephant Trunk

法の検討 

2019/2/11 
第 49 回 日本心臓血

管外科学会学術総会 
岡山  血管 飛永覚 

結合織疾患に対する大動脈基部置換

術の外科治療成績 

2019/2/11 
第 49 回 日本心臓血

管外科学会学術総会 
岡山 シンポジウム 心臓 高木数実 

術後縦隔炎の根絶を目指して：周術

期を通した多職種による多角的アプ

ローチ 

2019/2/11 
第 49 回 日本心臓血

管外科学会学術総会 
岡山 ポスター 心臓 庄嶋賢弘 

当院における透析患者に対する人工

弁置換術の成績 

2019/2/11 
第 49 回 日本心臓血

管外科学会学術総会 
岡山 一般 心臓 

押領司篤

宣 

僧帽弁形成術後のパンヌス形成によ

る僧帽弁機能不全：小口径フルリン

グの新たな問題点 

2019/2/11 
第 49 回 日本心臓血

管外科学会学術総会 
岡山 一般 血管 

桜井日直

子 

静脈血栓塞栓症に対する DOAC の治療

成績(エドキサバン vs.リバーロキサ

バン) 

2019/2/11 
第 49 回 日本心臓血

管外科学会学術総会 
岡山 一般 心臓 税所宏幸 

脳合併症を伴った感染性心内膜炎に

対する手術時期の検討 

2019/2/11 
第 49 回 日本心臓血

管外科学会学術総会 
岡山 一般 血管 大塚裕之 

Thoracic endovascular aortic 

repair for infected thoracic 

aortic aneurysms 

2019/2/3 
第 11 回 福岡県医学

会総会 
福岡 ポスター 心臓 

押領司篤

宣 
当院の TAVI の初期成績 

2019/2/2 
第 113 回 日本血管

外科学会九州地方会 
福岡 一般 血管 姉川朋行 

小児ポリオに対して下肢動静脈吻合

術後遠隔期に外腸骨動脈瘤破裂を来

した 1例 

2019/2/1 

第 47 回 人工心臓と

補助循環懇話会学術

集会 

佐賀 一般 心臓 高木数実 

Heart MateII植え込み後 48時間でポ

ンプ血栓によるポンプ交換を要した

一例 

 


