
7月14日（金）　A会場（2F　仙寿の間 ②）

Video Symposium　8：30〜10：00

「心室中隔穿孔に対する外科治療（経カテーテル治療を含む）」
座長：浅井　　徹 （滋賀医科大学　心臓血管外科）

勝間田敬弘 （大阪医科大学　外科学講座　胸部外科学教室）

VSY-1  Infarction exclusion technique vs Extended sandwich patch repair
- 当科における術式の変遷と早期成績の比較

榊原記念病院　心臓血管外科　西川　幸作

VSY-2 心筋梗塞後心室中隔穿孔に対する外科治療〜 Triple patch repair 〜　
立川綜合病院　心臓血管外科　岡本　祐樹

VSY-3 梗塞後心室中隔穿孔に対する経右室サンドイッチ法　
藤沢市民病院　心臓血管外科　磯田　　晋

VSY-4 病態に立脚し、簡便で再現性の高い Exclusion 法を目指して　
医誠会病院　心臓血管外科　米田　正始

VSY-5  下壁側後壁型心室中隔穿孔に対する心内膜側共通パッチを用いた穿孔と左室切開口の
二重閉鎖法　

大阪医科大学　外科学講座　胸部外科学教室　　大門　雅広

VSY-6 急性心筋梗塞後心室中隔穿孔術後シャント遺残に対する修復方法　
長崎大学病院　心臓血管外科　松丸　一朗

VSY-7 Dagget 法による心室中隔穿孔の手術成績　
獨協医科大学病院　ハートセンター　心臓・血管外科　小川　博永

教育セッション　10：10〜11：40

「若手医師とコメディカルのための狭心症まるわかり講座」
座長：天野　　純 （富士見高原病院　心臓血管外科）

宮本　裕治 （兵庫医科大学　心臓血管外科）

ES-1 知っておくべき冠動脈バイパス手術の基本　
川崎医科大学　心臓血管外科学教室　種本　和雄

ES-2 知っておくべき冠動脈疾患に対する内科治療　
国立循環器病研究センター　心臓血管内科　野口　暉夫

ES-3 若手医師とコメディカルが知っておくべき狭心症と治療
滋賀医科大学　心臓血管外科　浅井　　徹



ランチョンセミナー4　11：50 〜 12：40

座長：齋木　佳克 （東北大学大学院医学系研究科・外科病態学講座・心臓血管外科学分野）

「Ultra Fast-track protocol in Minimally Invasive Cardiac Surgery」

Bob Kiaii
（Cardiac Surgery, London Health Sciences Centre, Canada）

共催：日本メドトロニック株式会社

会長講演　13：25 〜 14：05

座長：北村惣一郎 （国立研究開発法人　国立循環器病研究センター、公益財団法人　循環器病研究振興財団）

「私の考えた動脈グラフトによる人工心肺を使用しない冠動脈バイパス術」

小林順二郎
（国立循環器病研究センター）

Invited Lecture 3　14：10〜14：50

座長：夜久　　均 （京都府立医科大学　心臓血管外科）

「MICS in ISCHEMIC HEART DISEASE」

Bob Kiaii
（Cardiac Surgery, London Health Sciences Centre, Canada）　

特別企画　15：00〜16：10

「川崎病に対するCABG」
座長：江石　清行 （長崎大学病院　心臓血管外科）

落　　雅美 （日本医科大学）

SP-1 小児冠動脈バイパス手術：心臓外科新領域の開発と普及　
国立研究開発法人　国立循環器病研究センター、公益財団法人　循環器病研究振興財団　北村惣一郎

SP-2 乳児、小児に対する冠動脈バイパス術における顕微鏡下手術の有効性について　
長崎大学病院　心臓血管外科　江石　清行

SP-3 川崎病冠動脈病変に対する冠動脈バイパス術の長期成績と 2nd graft の選択
国立循環器病研究センター　心臓外科　田所　直樹

SP-4 川崎病罹患後冠状動脈病変に対して成人期に冠動脈バイパス術を施行した 4 例　
久留米大学　外科学講座　庄嶋　賢弘



SP-5 13 歳の川崎病患者に対する冠動脈バイパス術の治療経験　
豊見城中央病院　心臓血管外科　山内　昭彦

ビデオ会長要望演題2　16：20〜17：00

「冠動脈吻合の工夫2」
座長：下川　智樹 （帝京大学医学部附属病院　心臓血管外科）

田代　　忠 （福岡大学医学部　総合医学研究センター）

FV2-1 In situ LITA を使用した回旋枝領域に対する多枝 OPCAB
埼玉医科大学国際医療センター　心臓血管外科　新浪　博士

FV2-2 きわめて簡便なシャントチューブ管理法　ーわっか法ー　
山形大学　医学部　外科学第二講座　浜崎　安純

FV2-3 当院での内胸動脈吻合法〜 2 点支持・連続縫合法　
佐賀大学　心臓血管外科　高松　正憲

FV2-4 冠動脈吻合法の継承―パターン化と繰り返し―　
板橋中央総合病院　心臓血管外科　村田聖一郎



7月14日（金）　B会場（2F　クリスタルホール）

会長要望演題2　8：30〜9：40

「重症虚血性心筋症に対する外科治療(LVADを含む)」
座長：磯村　　正 （大崎病院　東京ハートセンター　心臓血管外科）

松宮　護郎 （千葉大学大学院医学研究院　心臓血管外科学）

FS2-1 重症虚血性心筋症に対する外科治療戦略 Surgical　
大阪大学大学院医学系研究科　心臓血管外科　秦　　広樹

FS2-2  虚血性心筋症に対する total scar exclusion を目的とした左室形成術 , 僧帽弁手術の長
期遠隔成績の検討　

東海大学　医学部　外科学系心臓血管外科学　長　　泰則

FS2-3 虚血性心筋症に対する LVR 適応の適正化　
宮崎大学　医学部　外科学講座　心臓血管外科学分野　古川　貢之

FS2-4 LMT 病変を伴う重症虚血性心筋症及び虚血性 MR に対しての治療　
京都第二赤十字病院　心臓血管外科　松崎　雄一

FS2-5 重症虚血性僧帽弁閉鎖不全に対する外科治療の成績　
大原記念　古市　吉真

FS2-6 虚血性重症心不全に対する補助人工心臓の成績　
東京大学医学部附属病院　心臓外科　縄田　　寛

FS2-7 当院における虚血性重症心不全に対する補助人工心臓治療の検討　
東京医科歯科大学大学院　心臓血管外科　藤原　立樹

Workshop 3　9：50〜11：40

「MICS-CABG」
座長：伊藤　敏明 （名古屋第一赤十字病院　心臓血管外科）

坂口　太一 （心臓病センター榊原病院　心臓血管外科）

WS3-K MICS CABG　
Cardiac Surgery, London Health Sciences Centre, Canada　Bob Kiaii

WS3-1 Off pump MICS CABG　100 例の成績とその可能性について　
武漢アジア心臓病医院　心臓外科　菊地　慶太



WS3-2 MICS-CABG における動脈グラフトのみを用いた冠動脈完全血行再建術の早期臨床成績
IMS 東京葛飾総合病院　心臓血管外科　吉田　成彦

WS3-3 当院における MICS-CABG の初期成績　
豊橋ハートセンター 心臓血管外科　小川　真司

WS3-4 多枝 MICS CABG 成功へのステップ　
帝京大学ちば総合医療センター　心臓血管外科　宮城　直人

WS3-5 右冠動脈起始異常による冠動脈狭窄に対しロボット支援下 MIDCAB を施行した二例　
ニューハート・ワタナベ国際病院　心臓血管外科　堀川　貴史

WS3-6 多枝 MICS-CABG の検討　
心臓病センター榊原病院　心臓血管外科　坂口　太一

WS3-7 MICS-CABG vs MIDCAB　
平塚共済病院　心臓センター　心臓血管外科　高橋　政夫

WS3-8 多枝病変に対する Non-rib-spreading MICS-CABG　
佐久医療センター　心臓血管外科　濱　　元拓

WS3-9 当院での MICS CABG 標準化に際し解決すべき問題点　
東京医科歯科大学大学院　心臓血管外科　水野　友裕

ランチョンセミナー5　11：50 〜 12：40

座長：小林順二郎 （国立循環器病研究センター）

「SSI撲滅に向けての取り組み」

津久井宏行
（北海道循環器病院）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

コーヒーブレイクセミナー3　14：10 〜 14：50

座長：岡田　健次 （信州大学学術研究院医学系　医学部・外科学教室・心臓血管外科）

「重症ICMに対する外科治療」

藤田　知之
（国立循環器病研究センター　心臓外科）

共催：ニプロ株式会社



会長要望演題3　15：00〜15：40

「RedoCABG」
座長：碓氷　章彦 （名古屋大学大学院　医学系研究科　総合医学専攻病態外科学　心臓外科学）

塩瀬　　明 （九州大学大学院医学研究院循環器外科学）

FS3-1 Redo CABG の approach; Off pump か On pump か？
国立循環器病研究センター　心臓血管外科　川本　尚紀

FS3-2 CABG 術後遠隔期における再開心術の注意点　
JCHO 九州病院心臓血管外科　德永　滋彦

FS3-3 Redo CABG の手術法選択と成績
名古屋第一赤十字病院　所　　正佳

FS3-4 当科における CABG 術後開心術症例の検討
飯塚病院心臓血管外科　内田　孝之

一般演題口演11　15：50 〜 16：30

「リサーチ・画像診断」
座長：瀨在　　明 （日本大学　心臓血管呼吸器総合外科）

貞弘　光章 （山形大学　医学部　器官機能統御学講座循環器・呼吸器・小児外科分野（第二外科））

O11-1  左冠動脈主幹部病変および3枝病変に対するCABGとPCIの中期成績の比較: 長野県多施
設共同研究SHINANO-CABGより

信州大学　医学部　心臓血管外科　五味渕俊仁

O11-2 SPY画像の分析による新たなグラフト評価基準の作成

滋賀医科大学　心臓血管外科　寺田　真也

O11-3 冠動脈バイパスグラフト評価における血流解析シミュレーションの有用性

京都府立医科大学附属病院　心臓血管外科　森本　和樹

O11-4 圧-流量関係に基づくCABGグラフト血流波形の解析

和歌山県立医科大学附属病院　心臓血管外科　藤本　貴大

O11-5 手術方針決定に３Ｄ　ＭＤＣＴが有用であった冠動脈肺動脈瘻の一例

九州大学病院　心臓血管外科　藤本　智子



市民公開講座　17：20〜18：20

「心臓病から身を守るために」
座長：小林順二郎 （国立循環器病研究センター）

狭心症と心筋梗塞の予防と治療
国立循環器病研究センター　小川　久雄

心臓手術なんか怖くない
今　くるよ

ここまで進んだ心臓外科治療
国立循環器病研究センター　心臓外科　藤田　知之



7月14日（金）　C会場（2F　樹林）

ビデオ会長要望演題3　8：30〜10：20

「グラフトハーベストの工夫（EVHを含む）」 
座長：向原　伸彦 （姫路循環器病センター）

齋藤　　綾 （東邦大学医療センター佐倉病院　外科学講座　心臓血管外科分野）

FV3-1 MICS CABG におけるハーモニックスカルペルを用いた内胸動脈の採取法　
武漢アジア心臓病医院　心臓外科　菊地　慶太

FV3-2 Vasoview system を用いた内視鏡下橈骨動脈グラフト採取法　
国立循環器病研究センター　島原　佑介

FV3-3 小開腹、スパスム予防を考慮した右胃大網動脈グラフトの採取法　
島根大学　医学部　循環器呼吸器外科　清水　弘治

FV3-4 当院における EVH 手術手技標準化に向けての教育的取り組み　
大阪市立大学大学院医学研究科　心臓血管外科　安水　大介

FV3-5  冠動脈バイパス術での内視鏡下グラフト採取－再滅菌可能な内視鏡装置を用いての大伏
在静脈、橈骨動脈採取手技　

独立行政法人　国立病院機構　北海道医療センター　心臓血管外科　吉本　公洋

FV3-6 No touch SVG の短期成績　
自治医科大学　医学部　心臓血管外科　菅谷　　彰

FV3-7 Redo-surgery における Patent LITA, RITA の剥離　
埼玉東部循環器病院　心臓血管外科　田中　良昭

FV3-8 SVG の長期開存を目的とした No-touch 採取法　
静岡県立総合病院　心臓血管外科　恒吉　裕史

FV3-9 見上げながら採取する内胸動脈　
日本医科大学　心臓血管外科　石井　庸介

FV3-10 内胸動脈採取をいかに習得するか？　
土浦協同病院　心臓血管外科　真鍋　　晋

FV3-11 低侵襲かつ医療経費に優れた内視鏡補助下 , 小切開グラフト採取の検討　
医誠会病院 心臓血管センター 心臓血管外科　氏家　敏巳



一般演題口演9　10：40 〜 11：20

「急性心筋梗塞合併症」
座長：三澤　吉雄 （自治医科大学　心臓血管外科）

福田　幾夫 （弘前大学　胸部心臓血管外科）

O9-1 急性心筋梗塞後乳頭筋断裂による僧帽弁閉鎖不全症に対する手術経験

東京医科大学　心臓血管外科　高橋　　聡

O9-2 当院におけるmodified infarct exclusion法を用いた心室中隔穿孔の手術成績の検討

福井循環器病院　心臓血管外科　樋口　卓也

O9-3 高齢女性（90歳）の急性心筋梗塞後心室中隔穿孔（VSP）に対する手術治療

函館厚生院　函館五稜郭病院　心臓血管外科　奈良岡秀一

O9-4 心室中隔穿孔に対する外科治療の成績の検討

聖マリアンナ医科大学病院　心臓血管外科　盧　　大潤

O9-5 当院における急性心筋梗塞後心室中隔穿孔の術後早期、遠隔成績の検討

名古屋掖済会病院心臓血管外科　山田　真史

ランチョンセミナー6　11：50 〜 12：40

座長：澤　　芳樹 （大阪大学大学院　医学系研究科　外科学講座心臓血管外科学）

１．TAVI時代のAVRに求められるもの
戸田　宏一

（大阪大学大学院医学系研究科　心臓血管外科）

２．安全確実なTrifectaTM GT移植の指導助手法
碓氷　章彦

（名古屋大学大学院　医学系研究科　総合医学専攻病態外科学　心臓外科学）

共催：アボット（セント・ジュード・メディカル株式会社）

一般演題口演10　15：00 〜 15：40

「冠動脈奇形･冠動脈瘤」
座長：國吉　幸男 （琉球大学大学院　胸部心臓血管外科）

谷口　繁樹 （奈良県立医科大学　胸部・心臓血管外科）

O10-1 成人期に発見された先天性冠動脈異常に対する手術経験

北海道大学病院　循環器・呼吸器外科　安東　悟央



O10-2 当院における冠動脈瘤・冠動静脈瘻に対する手術経験と成績

榊原記念病院　心臓血管外科　吉尾　敬秀

O10-3  右冠動脈左室瘻に右冠動脈瘤を合併した症例に対する右冠動脈瘤切除術+冠動脈バイパ
ス術を施行した1例

北海道循環器病院　心臓血管外科　津久井宏行

O10-4 冠動脈瘤を合併した冠動脈瘻2例

北播磨総合医療センター　心臓血管外科　小原　大見

O10-5 巨大冠動脈瘤を合併した冠動脈肺動脈瘻の1例

国立循環器病研究センター　井上　大志


