プログラム
【ホテル日航福岡 3F
8：20〜8：25

都久志の間】

開会挨拶

第 27 回会長：塩瀬

8：30〜9：00

明（九州大学大学院医学研究院 循環器外科）

モーニングセミナー 1

座長：古川浩二郎（琉球大学）
共催：CSL ベーリング株式会社
最近の Redo CABG について
演者：福井寿啓（熊本大学

9：05〜9：35

心臓血管外科）

モーニングセミナー 2

座長：竹村博文（金沢大学）
共催：日本メドトロニック株式会社
長期遠隔を見越した大動脈弁位人工弁選択
演者：村上博久（兵庫県立はりま姫路総合医療センター

9：40〜10：00
座長：塩瀬

心臓血管外科）

特別講演

明（九州大学）

日本 Advanced Heart ＆ Vascular Surgery / OPCAB 研究会から学会へ− 24 年間の軌跡−
演者：小坂眞一（医療法人 SHIODA 塩田病院 総合診療科・血管外科）

10：15〜11：00

パネルディスカッション
大動脈弁再手術を考慮した初回手術のストラテジーおよび工夫

座長：柴田利彦（大阪公立大学）
志水秀行（慶應義塾大学）
PD-1．Secondary strategy を考慮した 3D-MICS AVR の検討
演者：迎

洋輔（¶原記念病院 心臓血管外科）

PD-2．Valve in valve を考慮した初回 A 弁治療のストラテジー
演者：吉鷹秀範（心臓病センター¶原病院 心臓血管外科）
PD-3．Valve-in-valve による再手術を見据えた初回大動脈弁置換術の戦略
演者：種本和雄（川崎医科大学 心臓血管外科学）
PD-4．Re-AVR から学ぶ SAVR の治療戦略
演者：小山忠明（神戸市立医療センター中央市民病院）
PD-5．初回手術をどうするか：大動脈弁再手術症例から考える
演者：神尾明君（九州大学病院 心臓血管外科）

11：10〜11：55
座長：土井

一般演題１

再手術、トレーニング

潔（岐阜大学）

徳永滋彦（JCHO 九州病院）
O-1．再胸骨正中切開のコツとピットフォール
演者：種本和雄（川崎医科大学 心臓血管外科学）
O-2．再弁置換術における人工弁取り外しのコツ
演者：種本和雄（川崎医科大学 心臓血管外科学）
O-3．再手術症例における安全な開胸手技〜体外循環下胸骨切開の有用性〜
演者：山口裕己（昭和大学江東豊洲病院 心臓血管外科）
O-4．運針法の理論的分類とコード化
演者：小坂眞一（医療法人 SHIODA 塩田病院 血管外科）
O-5．医師主導の Off the job training ecosystem を目指した取り組み
演者：荒川

衛（一般社団法人 メディカルキャリアラボ／自治医科大学 心臓血管外科）

O-6．いつでもどこでもどんなときでも Off-the-Job training
演者：月岡祐介（イムス¸飾ハートセンター 心臓血管外科）
O-7．心臓血管外科専門医取得に向けた手術トレーニング法の一例
演者：池原大烈（大崎病院東京ハートセンター 心臓血管外科）

12：05〜12：55
座長：塩瀬

ランチョンセミナー

明（九州大学）
共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

僧帽弁疾患に対する小倉記念病院ハートチームの取り組み
演者：大野暢久（小倉記念病院 心臓血管外科）

13：10〜13：50

一般演題 2

再手術、大動脈

座長：宮本伸二（大分大学）
松居喜郎（華岡青洲記念病院）
O-8．再大動脈弁置換術前に甲状腺クリーゼによる心不全を発症した古典的エーラス・ダンロス症
候群の 1 例
演者：稲福

斉（琉球大学）

O-9．術中 TAVI 弁 migration の一例
演者：島田尚慈（JCHO 九州病院 心臓血管外科）
O-10．EVAR 後の Late open conversion
演者：大森崇弘（心臓病センター原病院）
O-11．最近経験した大動脈仮性動脈瘤の 2 例
演者：松居喜郎（華岡青洲記念病院）
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O-12．大動脈基部手術後遠隔期基部破裂、仮性動脈瘤手術に対する治療戦略
演者：佐藤

俊（奈良県総合医療センター 心臓血管外科）

O-13． Konno 手術術後遠隔期に再手術を要した２例
演者：片平晋太郎（東北大学 心臓血管外科）

14：00〜14：30

アフタヌーンセミナー 1

座長：種本和雄（川崎医科大学）
共催：バクスター株式会社
MICS CABG は心臓外科医の強力な武器になる
演者：

坂口

14：35〜15：40

太一（兵庫医科大学

心臓血管外科）

ワークショップ「デバイス治療後の再手術、私の経験」

座長：山口裕己（昭和大学江東豊洲病院）
藤田知之（国立循環器病研究センター）
WS-1．EVAR 後、開腹瘤縫縮術後に typeⅠa エンドリークで切迫破裂きたし Y 型人工血管置換術
を施行した 1 例
演者：秋吉

慧（練馬光が丘病院 心臓血管外科）

WS-2．当院での TEVAR 後の人工血管置換術の経験
演者：伊藤雄二郎（千葉西総合病院 心臓血管外科）
WS-3．MitraClipⓇ後に再手術介入を要した 3 症例
演者：藤末

淳（兵庫県立はりま姫路総合医療センター）

WS-4．TAVI 後の僧帽弁手術の 3 例から得た知見
演者：柴田利彦（大阪公立大学 心臓血管外科）
WS-5．経カテーテル大動脈弁留置術後、感染性心内膜炎を来した 2 例
演者：沼田

智（京都府立医科大学 心臓血管外科）

WS-6．TAVR Valve Explantation と再大動脈弁置換術の当院での経験
演者：川本尚紀（国立循環器病研究センター 心臓血管外科）
WS-7．超遠隔期に発症する弁周囲逆流の弁輪部形態とカテーテル治療の可能性
演者：高澤晃利（埼玉医科大学

15：50〜16：20
座長：塩瀬

国際医療センター 心臓血管外科）

アフタヌーンセミナー 2

明（九州大学）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

当科における SSI 対策

2022

SSI 予防のための周術期管理の現状
演者：内田孝之（飯塚病院 心臓血管外科）

16：25〜17：20

シンポジウム

人工血管感染に対する治療ストラテジー

座長：福田宏嗣（獨協医科大学）
和田秀一（福岡大学）
SY-１．感染性腹部大動脈瘤に対して EVAR を選択した 3 症例の検討
演者：島袋勝也（岐阜大学大学院医学系研究科 外科学講座 心臓血管外科）
SY-2．胸部大動脈瘤人工血管置換後の人工血管感染に対する治療経験
演者：金村賦之（医療法人社団明芳会 イムス`飾ハートセンター 心臓血管外科）
SY-3．下行大動脈人工血管・ステントグラフト感染の 4 例の経験
演者：上田秀保（金沢大学 心臓血管外科）
SY-4．胸部大血管人工血管置換術後遠隔期の感染が否定できない人工血管周囲の液体貯留に対す
る大網充填
演者：福田宏嗣（獨協医科大学病院 心臓・血管外科）
SY-5．二次性大動脈食道瘻の治療経験
演者：寺谷裕充（福岡大学 心臓血管外科）
SY-6．大動脈人工血管感染に対する治療経験
演者：森

晃佑（宮崎大学医学部附属病院 心臓血管外科）

17：20〜17：25

閉会挨拶

第 27 回会長：塩瀬

明（九州大学大学院医学研究院 循環器外科）

【ホテル日航福岡 5F
11：10〜11：55

志賀の間】

一般演題 3

再手術、弁、CABG

座長：山中一朗（奈良県総合医療センター）
小山忠明（神戸市立医療センター中央市民病院）
O-14．グラフト選択に難渋した再冠動脈バイパス術の一例
演者：高木

淳（熊本大学病院 心臓血管外科）

O-15．右胃大網動脈を用いた冠状動脈バイパス再手術についての検討
演者：白石

学（自治医科大学附属さいたま医療センター）

O-16．Redo CABG に対する治療戦略
演者：新冨静矢（東京女子医科大学病院 心臓血管外科）
O-17．Bentall 手術後の生体弁 SVD 症例に対する機械弁を用いた Valve on Valve
演者：中尾達也（新東京病院 心臓血管外科）
O-18．Starr-Edwards ボール弁による大動脈弁置換術後 45 年で再置換術を行なった一例
演者：山田直輝（中頭病院 心臓血管外科）

O-19．Sutureless valve による弁置換後の人工弁感染に対する再手術の 2 例
− graft insertion technique を用いた大動脈基部置換術−
演者：安元勇人（千葉西総合病院）
O-20．Heart valve procedure after open heart surgery
演者：今坂堅一（独立行政法人国立病院機構九州医療センター 心臓血管外科）

13：10〜13：50

一般演題 4

冠動脈、その他

座長：中嶋博之（埼玉医科大学国際医療センター）
中尾達也（新東京病院）
O-21．PPI 関連胃ポリープから消化管出血を起こした LVAD 長期装着患者の 1 例
演者：穴井仁晃（大分大学 心臓血管外科）
O-22．創の小さな MIDCAB で、LITA 剥離の際に損傷した場合の対処法
演者：高橋政夫（平塚共済病院 心臓センター 心臓血管外科）
O-23．No-touch technique による Endoscopic Saphenous Vein Harvesting の初期導入
演者：酒井大樹（飯塚病院 心臓血管外科）
O-24．大動脈弁狭窄症を合併した冠動脈三枝病変の手術ハイリスク患者に対する段階的治療戦略
演者：本多

爽（東京医科大学 心臓血管外科）

O-25．Perceval 生体弁の初期成績
演者：岡本一真（近畿大学 心臓血管外科）
O-26．心房性機能性房室弁逆流症の病態と手術戦略
演者：澤崎

優（一宮西病院 心臓血管外科）

【ホテル日航福岡 4F
17：40〜18：10

ローズルーム】

世話人会・幹事会
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