
【論文発表】 

発行年 雑誌名 
論文 

分類 
分野 筆頭著者 タイトル 

2018 日本臨床外科学会雑誌 症例報告 血管 古野哲慎 
一期的ステントグラフト手術を施行

した胸部・腹部大動脈瘤の 1例 

2017 Journal of Medical Ultrasonics 症例報告 心臓 古野哲慎 

A case of a quadricuspid aortic 

valve identified preoperatively 

using transthoracic 

echocardiography 

2017 
World Journal of Cardiovascular 

Surgery 
症例報告 血管 古野哲慎 

Veno-Venous Extracorporeal 

Membrane Oxygenation for Acute 

Lung Injury after Surgery for 

Aortic Dissetion 

2016 日本心臓血管外科学会雑誌 症例報告 血管 古野哲慎 

免疫性血小板減少症を合併した超高

齢者の急性 A型大動脈解離に対し上

行弓部大動脈置換術後、基部再解離

に対し再手術を施行した 1例 

2016 
The Journal of Heart Valve 

Disease 
症例報告 心臓 古野哲慎 

Aortic Valve Replacement in 

Dextrocardia and Anomalous Origin 

of the Coronary Artery 

2016 International Heart Journal 原著 心臓 古野哲慎 

A Safety and Efficacy Study of 

Tolvaptan Following Open Heart 

Surgery in 109 Cases 

2015 日本心臓血管外科学会雑誌 症例報告 血管 古野哲慎 

遠位弓部大動脈瘤に対してステント

グラフト内挿術後にアナフィラクト

イド紫斑と思われる病態を呈した 1

例 

2015 日本心臓血管外科学会雑誌 症例報告 心臓 古野哲慎 

術前に消化管出血を合併しハイド症

候群を疑った重症大動脈弁狭窄症の 1

例 

2014 日本心臓血管外科学会雑誌 症例報告 心臓 古野哲慎 

カンジダ血症に対して抗真菌薬長期

投与後に大動脈弁置換術を行った 1

例 

2013 日本心臓血管外科学会雑誌 症例報告 心臓 古野哲慎 

大動脈弁輪拡張をきたした 8歳、男

児の Loeys-Dietz 症候群に対して自

己弁温存大動脈基部置換術を施行し

た 1例 

 

 

  



【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 

2018/12/1 
第 125 回 日本循環

器学会九州地方会 
福岡  心臓 古嶋慧 

大動脈弁に色素沈着を認めた大動脈

弁狭窄症の 2手術例 

2018/11/22 
第 80 回 日本臨床外

科学会総会 
東京 一般 血管 

桜井日直

子 

癌関連静脈血栓塞栓症(VTE)に対する

DOAC の治療成績-非がん患者による

VTE との比較- 

2018/11/16 
第 32 回 日本冠疾患

学会学術集会 
熊本 ポスター 心臓 

押領司篤

宣 

当院における冠疾患を合併した大動

脈弁狭窄症に対する経カテーテル大

動脈弁植え込み術の現況  

2018/11/10 AHA2018 Chicago ポスター 血管 金本亮 

The role of spleen tyrosine 

kinase in inflammation-related 

pathways in human abdominal 

aortic aneurysm tissue 

2018/11/10 
第 3回 久留米臨床

解剖研究会 
久留米  血管 

桜井日直

子 

単純 CT による SFJ、SPJ の破格の検

討 

2018/11/1 
第 56 回 日本人工臓

器学会大会 
東京 

パネルディスカ

ッション 
心臓 高木数実 

地方における安定した植え込み型補

助人工心臓実施への取り組み 

2018/11/1 
第 56 回 日本人工臓

器学会大会 
東京 一般 心臓 

押領司篤

宣 
当院における TAVI の初期成績 

2018/11/1 
第 56 回 日本人工臓

器学会大会 
東京 一般 心臓 有永康一 

慢性透析患者に対する開心術後周術

期の検討 

2018/10/27 

第 3回 久留米大学

サージカルフォーラ

ム 

久留米 一般 心臓 
押領司篤

宣 

～周術期感染症ゼロに向けて～周術

期を通した多職種によるアプローチ 

2018/10/25 
第 59 回 日本脈管学

会総会 
広島 一般 血管 

桜井日直

子 
外傷性膝窩動脈損傷症例の検討 

2018/10/25 
第 59 回 日本脈管学

会総会 
広島 一般 血管 金本亮 

腹部大動脈ステントグラフト内挿術

後の baPWV の変化と遠隔期予後の検

討 

2018/10/3 
第 71 回 日本胸部外

科学会定期学術集会 
東京 シンポジウム 心臓 高木数実 

Long-term Outcome of Mitral Valve 

Repair using the “Edge to Edge” 

technique 

2018/10/3 
第 71 回 日本胸部外

科学会定期学術集会 
東京 一般 心臓 福田倫史 

Midterm outcome of Aortic valve 

replacement with Trifecta 

prosthetic valve 

2018/10/3 
第 71 回 日本胸部外

科学会定期学術集会 
東京 一般 心臓 税所宏幸 

22 Year Experience with the 

Carpentier-Edwards PERIMOUNT 



bioprosthesisin the mitral 

position 

2018/10/3 
第 71 回 日本胸部外

科学会定期学術集会 
東京 一般 心臓 財満康之 

当院における人工弁感染性心内膜炎

の手術成績 

2018/10/3 
第 71 回 日本胸部外

科学会定期学術集会 
東京 一般 心臓 庄嶋賢弘 

Tricuspid Ring Annuloplasty for 

Grade 1 or 2 Functional Tricuspid 

Regurgitation Secondary to Mitral 

Valve Disease 

2018/10/3 
第 71 回 日本胸部外

科学会定期学術集会 
東京 一般 心臓 庄嶋賢弘 

Successful Surgical Treatment for 

Aortic Root Dilatation and Mitral 

Regurgitation in Neonatal 

MarfanSyndrome 

2018/10/3 
第 71 回 日本胸部外

科学会定期学術集会 
東京 一般 血管 飛永覚 

StanfordA 型急性大動脈解離に対する

早期・遠隔期外科治療成績の検討 

2018/8/25 
第 112 回 日本血管

外科学会九州地方会 
熊本 一般 血管 姉川朋行 

腰椎脱臼骨折後に生じた巨大腹部仮

性動脈瘤の一例 

2018/8/23 

第 51 回 日本胸部外

科学会九州地方会総

会 

鹿児島  心臓 杉原利枝 
偽性仮性心室瘤切除術後に心室中隔

穿孔を来した一例 

2018/8/23 

第 51 回 日本胸部外

科学会九州地方会総

会 

鹿児島  心臓 田中優 TAVI と EVAR を同時に施行した 1例 

2018/8/23 

第 51 回 日本胸部外

科学会九州地方会総

会 

鹿児島  心臓 藤吉 
人工弁感染性心内膜炎に対する 3手

術例 

2018/8/23 

第 51 回 日本胸部外

科学会九州地方会総

会 

鹿児島 一般 心臓 古嶋慧 
アルカプトン尿症に伴う大動脈弁狭

窄症の一手術例 

2018/8/23 

第 51 回 日本胸部外

科学会九州地方会総

会 

鹿児島 一般 心臓 
押領司篤

宣 

弁尖 slicing による大動脈弁形成術

を施行した２症例 

2018/8/23 

第 51 回 日本胸部外

科学会九州地方会総

会 

鹿児島 一般 心臓 姉川朋行 
二尖弁を伴う急性大動脈解離に対す

る自己弁温存基部置換術 

2018/7/12 
第 23 回 日本冠動脈

外科学会学術大会 
和歌山  心臓 菊先聖 

右冠動脈と回旋枝領域に対する

Sequential bypass の開存性に影響を

及ぼす因子は？ 



2018/7/8 

第 9回 日本経カテ

ーテル心臓弁治療学

会学術集会

JTVT2018 

大阪 一般 心臓 
押領司篤

宣 

Migration をきたした EvolutR の一症

例 

2018/6/30 
第 124 回 日本循環

器学会九州地方会 
鹿児島  心臓 田中優 

予定手術前日に急性大動脈解離を発

症した低心機能重症連合弁膜症の一

例 

2018/6/14 
第 38 回 日本静脈学

会総会 
横須賀 一般 血管 姉川朋行 

深部静脈血栓症における下大静脈フ

ィルターの有用性 

2018/6/13 ISMICS 2018 
Vancouv

er 
ポスター 心臓 

押領司篤

宣 

Comparison between Dacron and 

PTFE graft in aortic augmentation 

index of endovascular stent graft 

repair for abdominal aortic 

aneurysm 

2018/6/13 ISMICS 2018 
Vancouv

er 
ポスター 血管 金本亮 

Changes of brachial-ankle pulse 

wave velocity following 

endovascular aneurysm repair 

associated with aortic stiffness 

2018/5/24 ASCVTS 2018 Moscow  心臓 朔浩介 

Hemodynamic Performance of the 

Partial Ring is superior to the 

Complete Ring? Comparative Study 

between the CG future band and 

the Carpentier Physio ring? in 

mitral valve repair for 

degenerative mitra 

2018/5/24 ASCVTS 2018 Moscow  心臓 高木数実 

Psoas Muscle Index and 

Postoperative Recovery in Late 

Octogenarians and Nonagenarians 

Undergoing Open Heart Surgery 

2018/5/24 ASCVTS 2018 Moscow 一般 血管 今井伸一 

Acute kidney injury following 

pararenalabdominal aortic repair 

requiring suprarenal abdominal 

aortic cross-clamping 

2018/5/24 ASCVTS 2018 Moscow 一般 血管 金本亮 

Surgical outcomes of Popliteal 

artery aneurysm, Resection vs. 

Exclusion 

2018/5/9 
第 46 回 日本血管外

科学会学術総会 
山形 一般 血管 金本亮 

当院における膝窩動脈瘤手術成績の

検討 



2018/5/9 
第 46 回 日本血管外

科学会学術総会 
山形 一般 血管 大塚裕之 

弓部大動脈病変に対する開窓型ステ

ントグラフト内挿術の中期成績 

2018/5/9 
第 46 回 日本血管外

科学会学術総会 
山形 一般 血管 廣松伸一 

Clinical outcome of DOACs for 

Venous Thromboembolism 

2018/4/26 
AATS Aortic 

Symposium 2018 

New 

York 
 血管 大塚裕之 

Clinical Results Of Thoracic 

Endovascular Aneurysm Repair 

Using Fenestrated Stent Grafts In 

The Treatment Of Aortic Arch 

Aneurysms 

2018/4/12 
The Heart Valve 

Society 2018 

New 

York 
ポスター 心臓 朔浩介 

Role of RAGE in aortic valve 

stenosis 

2018/4/12 
The Heart Valve 

Society 2018 

New 

York 
ポスター 心臓 高木数実 

Heart Valve Surgery with 

Concomitant Procedure in Late 

Octogenarians and Nonagenarians. 

Can it be safely Performed? 

2018/4/5 
第 118 回 日本外科

学会定期学術集会 
東京 ポスター 血管 金本亮 

術中肺塞栓予防のための下大静脈フ

ィルター留置症例の検討 

2018/4/5 
第 118 回 日本外科

学会定期学術集会 
東京 ポスター 心臓 高瀬谷徹 

当院の大動脈弁狭窄症への外科治療

の現状 

2018/4/5 
第 118 回 日本外科

学会定期学術集会 
東京 ポスター 血管 鬼塚誠二 

腹部ステントグラフト内挿術におけ

る IFU とデバイス選択：中枢密着部

IFU と治療成績 

2018/4/5 
第 118 回 日本外科

学会定期学術集会 
東京 ポスター 血管 廣松伸一 

悪性疾患を伴う静脈血栓塞栓症(VTE)

に対する DOACｓの治療成績-非悪性疾

患による VTE との比較- 

2018/3/30 
PCR Tokyo Valves 

2018 
東京 一般 心臓 朔浩介 

Inflammatory reaction associated 

with leaflet thrombosis in the 

transcatheter aortic valve 

2018/3/23 
第 82 回 日本循環器

学会学術集会 
大阪  心臓 高瀬谷徹 

Endovascular Aneurysm Repair 

Increases Aortic Stiffness and 

Central Aortic Pressure 

2018/3/23 
第 82 回 日本循環器

学会学術集会 
大阪 ポスター 血管 金本亮 

The Role of Syk in Molecular 

Mechanism of Abdominal Aortic 

Aneurysm 

2018/3/23 
第 82 回 日本循環器

学会学術集会 
大阪 一般 心臓 朔浩介 

Role of RAGE in Aortic Valve 

Stenosis 



2018/3/23 
第 82 回 日本循環器

学会学術集会 
大阪 一般 血管 今井伸一 

Vascular/perivascular 

inflammation evaluated by FDG-

PET/CT in IgG4-related disease 

2018/2/21 
第 45 回 日本集中治

療医学会学術集会 
幕張  

その

他 
有永康一 

周術期管理とチーム医療-術後管理の

集約化- 

2018/2/21 
第 45 回 日本集中治

療医学会学術集会 
幕張 一般 

その

他 
佐藤晃 

肺動脈内膜肉腫(Intimal sarcoma)の

一例 

2018/2/19 
第 48 回 日本心臓血

管外科学会学術総会 
三重 ポスター 心臓 税所宏幸 

新規脳合併症を伴った感染性心内膜

炎に対する手術成績の検討 

2018/2/19 
第 48 回 日本心臓血

管外科学会学術総会 
三重 ポスター 血管 廣松伸一 

悪性疾患を伴う静脈血栓塞栓症に対

するエドキサバンとリバーロキサバ

ンの治療成績  

2018/2/19 
第 48 回 日本心臓血

管外科学会学術総会 
三重 一般 心臓 福田倫史 

弁輪部膿瘍を伴った大動脈弁位感染

性心内膜炎に対する手術成績 

2018/2/19 
第 48 回 日本心臓血

管外科学会学術総会 
三重 一般 心臓 朔浩介 

器質的僧帽弁閉鎖不全症に対する CG 

future band の有用性の検討 

2018/2/19 
第 48 回 日本心臓血

管外科学会学術総会 
三重 一般 血管 金本亮 

弓部分枝解離を伴う DeBakey1 型急性

大動脈解離に対する治療成績 

2018/2/19 
第 48 回 日本心臓血

管外科学会学術総会 
三重 一般 心臓 新谷悠介 術中急性 A型解離症例の経験 

2018/2/19 
第 48 回 日本心臓血

管外科学会学術総会 
三重 一般 心臓 庄嶋賢弘 

重度僧帽弁輪石灰化（MAC）を伴う僧

帽弁病変に対する手術 

2018/2/19 
第 48 回 日本心臓血

管外科学会学術総会 
三重 一般 心臓 庄嶋賢弘 

左肺動脈閉塞右肺動脈狭窄を合併し

た巨大弓部大動脈瘤の一手術例 

2018/2/19 
第 48 回 日本心臓血

管外科学会学術総会 
三重 一般 血管 大塚裕之 

腹部ステントグラフト内挿術後 type 

IIIbendoleakによる瘤破裂に対し人

工血管置換術を施行した 1例 

2018/2/19 
第 48 回 日本心臓血

管外科学会学術総会 
三重 会長要望演題 心臓 高木数実 

超高齢者に対する開心術の急性期成

績：「サルコペニア」は術後回復に

影響するか？ 

 


