
【論文発表】 

発行年 雑誌名 
論文 

分類 
分野 筆頭著者 タイトル 

2020 
Annals of Thoracic and 

Cardiovascular Surgery 
症例報告 血管 古野哲慎 

Remission of Palmoplantar 

Pustulosis after On-Pump Coronary 

Artery Bypass Grafting in a 

Patient with Titanium Allergy 

2020 JOURNAL OF CARDIAC SURGERY 症例報告 心臓 古野哲慎 

Minimally invasive cardiac 

surgery in a patient with 

osteopetrosis and symptomatic 

mitral regurgitation 

2020 
European Heart Journal Case 

Reports 
症例報告 心臓 朔浩介 

Isolated right ventricular 

metastasis of hepatocellular 

carcinoma induced by 

epithelial?mesenchymal transition 

2020 
Case Reports in Vascular 

Medicine 
症例報告 血管 金本亮 

Use of Edoxaban for the Treatment 

of Heparin-Induced 

Thrombocytopenia 

2020 Annals of vascular diseases 原著 血管 金本亮 

The Role of Syk in Inflammatory 

Response of Human Abdominal 

Aortic Aneurysm Tissue 

2020 Heart and Vessels 原著 心臓 高木数実 

Aortic valve replacement with or 

without concomitant coronary 

artery bypass grafting in very 

elderly patients aged 85 years 

and older 

2020 
Interactive CardioVascular and 

Thoracic Surgery 
症例報告 心臓 高木数実 

Hormone replacement therapy for 

open heart surgery in a patient 

with panhypopituitarism and 

diabetes insipidus 

2020 
Journal of the American Heart 

Association 
原著 心臓 朔浩介 

Pathological Role of Receptor for 

Advanced Glycation End Products 

in Calcified Aortic Valve 

Stenosis 

 

  



【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 

2020/12/22 

久留米大学院内 VAD

スキルアップセミナ

ー 

久留米 その他 心臓 田山栄基 
人工心臓開発の歴史と久留米大学で

の VAD 

2020/11/20 
第 8回北関東心不全

研究会 
宇都宮 講演 心臓 田山栄基 非心臓移植施設の VAD 

2020/11/12 
第 58 回日本人工臓

器学会大会 
高知 一般 心臓 古野哲慎 

生体弁三尖弁置換術の急性期、遠隔

期成績 

2020/11/12 
第 58 回日本人工臓

器学会大会 
高知 一般 心臓 高木数実 

小口径僧帽弁生体弁置換術の成績：

Mosaic Mitral Bioprosthesis 25mm 

の検討 

2020/10/29 
第 73 回 日本胸部外

科学会定期学術集会 
Web 一般 血管 新谷悠介 

The results of total arch 

replacement with frozen elephant 

trunk technique(FET) for thoracic 

aortic aneurysm 

2020/10/29 
第 73 回 日本胸部外

科学会定期学術集会 
Web 一般 心臓 三根大輝 

非細菌性血栓症心内膜炎（NBTE）の

治療経験 

2020/10/29 
第 73 回 日本胸部外

科学会定期学術集会 
Web 一般 心臓 古野哲慎 

Early Postoperative Hemodynamics 

of Mitral Valve Replace- ment 

with the St Jude Medical Epic 

Porcine Bioprosthesis 

2020/10/29 
第 73 回 日本胸部外

科学会定期学術集会 
Web 一般 心臓 高木数実 

Efficacy of Partial Band for 

Secondary Mitral Regurgitation 

2020/10/13 
第 61 回 日本脈管学

会総会 
Web ポスター 血管 古野哲慎 

高度石灰化を伴った腹部大動脈狭窄

病変に対して VIABAHN VBX にて治療

を行った１例 

2020/10/13 
第 61 回 日本脈管学

会総会 
Web 一般 血管 新谷悠介 

慢性解離遠位弓部瘤に対する FET法

後の Distal stent induced new 

entry(D-SINE)破裂に対して TEVAR を

施行した 1例 

2020/8/17 
第 50 回日本心臓血

管外科学会学術総会 
WEB シンポジウム 心臓 田山栄基 

下壁梗塞 VSPに対する術前 ”

Impella”を用いる有用性 

2020/8/17 
第 50 回日本心臓血

管外科学会学術総会 
WEB 一般 血管 新谷悠介 

全弓部大動脈人工血管置換術(TAR),

大網充填後人工血管感染に対して再

TAR を行った 1例 

2020/8/17 
第 50 回日本心臓血

管外科学会学術総会 
WEB 一般 心臓 朔浩介 

高齢者に対する AS進行に伴う併存弁

膜症への介入の妥当性 



2020/8/17 
第 50 回日本心臓血

管外科学会学術総会 
WEB 一般 

その

他 
田山栄基 

長期ＥＣＭＯ使用時の新しい結露対

策システム 

2020/7/23 

第 53 回日本胸部外

科学会九州地方会総

会 

福岡 一般 心臓 津留悠壽 
心肺停止蘇生後、IMPELLA 管理後に

OPCAB を行った 1例 

2020/2/14 
PCR Tokyo Valves 

2020 
東京 一般 心臓 朔浩介 

Inflammatory reactions associated 

with leaflet thrombosis in 

transcatheter aortic valves 

2020/2/7 

28th Conress of 

the Asian Society 

for Cardiovascular 

& Thoracic Surgery 

Chiang 

Mai, 

Thailan

d 

ポスター 心臓 高木数実 

Concomitant Coronary Artery 

Bypass Surgery influences 

Surgical Outcome in Super Elderly 

Patients with Surgical Aortic 

Valve Replacement? 

 


