
第119回日本血管外科学会九州地方会　採択結果一覧 (8月30日修正版)

セッション 発表順 時間 座長 エントリー区分 演題番号 筆頭演者 所属施設 演題名

開会式 9:30-9:35 会長挨拶

9:35-10:05 内田孝之 モーニング 本郷　哲央 大分大学医学部　放射線部　准教授 New Device ALTOの初期臨床評価

1 10:10-10:20 小野原俊博、古山正 優秀演題 A0003 山下　勝 済生会八幡総合病院　血管外科 浅大腿動脈-内側足底動脈バイパス術2年後に発生した下腿潰瘍に対し、グラフト-脛骨腓骨動脈幹バイパスで救肢した1例

2 10:20-10:30 小野原俊博　古山正 優秀演題 A0011 伊藤　大地 済生会福岡総合病院　血管外科 両側外腸骨動脈低形成を伴うPAD合併腹部大動脈狭窄症に対して両側総腸骨動脈-総大腿動脈バイパス術を施行した1例

3 10:30-10:40 小野原俊博　古山正 優秀演題 A0002 吉賀　亮輔 済生会唐津病院　外科 バルーン拡張追加にて良好な血流改善を得た下肢急性動脈閉塞症の1例

4 10:40-10:50 小野原俊博　古山正 優秀演題 A0001 植村　翼 鹿児島市立病院　心臓血管外科 肩関節脱臼整復時に発症した右腋窩動脈損傷を伴う急性動脈閉塞の１例

5 10:50-11:00 小野原俊博　古山正 優秀演題 A0004 山下　勝 済生会八幡総合病院　血管外科 バイパス術後の巨大踵部潰瘍に対し、踵骨穿孔術が奏効した1例

6 11:00-11:10 小野原俊博　古山正 優秀演題 A0006 穴井　仁晃 大分大学　心臓血管外科 巨大脾腫を伴う脾動脈瘤に対して、開腹下に瘤切除及び人工血管置換術を施行した1例

7 11:15-11:25 西村陽介、和田秀一 優秀演題 A0005 吉野　伸一郎 国立病院機構九州医療センター　血管外科 馬蹄腎を合併した腹部大動脈瘤の治療経験

8 11:25-11:35 西村陽介、和田秀一 優秀演題 A0007 稗田　拓朗 福岡徳洲会病院　心臓血管外科 破裂性腹部大動脈瘤を契機に診断したLoeys-Dietz症候群の1例

9 11:35-11:45 西村陽介、和田秀一 優秀演題 A0012 横山　拓也 九州中央病院　血管外科 EVAR術後エンドテンションに対し開腹再手術を行なった１例

10 11:45-11:55 西村陽介、和田秀一 優秀演題 A0013 岡本 光司 九州大学病院 心臓血管外科 大動脈弁置換術中に大動脈解離を合併した一例

11 11:55-12:05 西村陽介、和田秀一 優秀演題 A0008 國友　祐希 白十字病院　心臓血管外科 Kommerell憩室に対する左総頸動脈-腋窩動脈バイパス術、左鎖骨下動脈コイル塞栓術、胸部ステントグラフト内挿術による治療経験

12 12:05-12:15 西村陽介、和田秀一 優秀演題 A0009 北原　佳代 福岡大学病院　心臓血管外科 EVAR後のType V endoleakによる瘤拡大に対して、ステントグラフト抜去及び胸腹部置換術を施行した1例

13 12:15-12:25 西村陽介、和田秀一 優秀演題 A0010 笠　雄太郎 長崎大学病院　心臓血管外科
Marfan症候群患者のFET(frozen elephant trunk)併用全弓部大動脈置換術後に生じたdistal stent graft-induced new entry(dSINE)に対して胸腹部大動
脈人工血管置換術を施行した1例

12:35-13:05 塩瀬明 ランチョン 和田　朋之 大分大学医学部附属病院 心臓血管外科 准教授 大分止血アラカルト　〜血管手術、心臓手術、そしてヤギの手術まで〜

13:05-13:35 塩瀬明 ランチョン 大石　恭久 九州⼤学⼤学院　⼤動脈先進治療学講座 准教授 急性大動脈解離の手術　～断端形成を中心に～

13:40-13:45 事務局より

14 13:45-13:53 　伊東啓行、松元崇 一般演題 1004 河波　政吾 九州大学大学院　消化器・総合外科（第二外科） 非解剖学期的バイパス術閉塞後の塞栓症２例について

15 13:53-14:01 　伊東啓行、松元崇 一般演題 1005 酒井　大樹 麻生飯塚病院　心臓血管外科 当院で経験した足背動脈真性瘤と仮性瘤の2例

16 14:01-14:09 　伊東啓行、松元崇 一般演題 1017 里園　秀之 鹿児島大学大学院　心臓血管外科 浅大腿動脈EVT後の仮性動脈瘤に対する自家静脈バイパスの一例

17 14:09-14:17 　伊東啓行、松元崇 一般演題 1009 空閑　亮太 国立病院機構九州医療センター　血管外科 大腿静脈外膜嚢腫2例の治療経験

18 14:17-14:25 　伊東啓行、松元崇 一般演題 1013 副島　駿 国立病院機構嬉野医療センター　心臓血管外科 膝窩動脈瘤に対する後方アプローチによる１手術例

19 14:25-14:33 　伊東啓行、松元崇 一般演題 1007 木下　豪 九州大学大学院　消化器・総合外科（第二外科） COVID-19感染症・ワクチンに関連する血栓症の2例

20 14:33-14:41 　伊東啓行、松元崇 一般演題 1021 島内　浩太 佐賀大学医学部附属病院　胸部心臓血管外科 腹部大動脈、胃十二指腸動脈バイパスにて良好な治療結果を得た下膵十二指腸動脈瘤の一例

21 14:46-14:54 蒲原啓司、古川貢之 一般演題 1003 松尾　彰信 下関市立市民病院　心臓血管外科 多数の大血管手術歴のある患者に発生した固有肝動脈瘤の一例

22 14:54-15:02 蒲原啓司、古川貢之 一般演題 1006 永島　瞭太朗 大分大学　心臓血管外科 後腹膜腫瘍との鑑別に苦慮した腹部大動脈瘤のContained ruptureの1例

23 15:02-15:10 蒲原啓司、古川貢之 一般演題 1010 明利　里彩 宮崎大学医学部附属病院　心臓血管外科 交通事故による外傷性腹部大動脈瘤の1例

24 15:10-15:18 蒲原啓司、古川貢之 一般演題 1008 近藤　佑樹 産業医科大学病院　心臓血管外科 感染性腹部大動脈瘤に対して緊急EVARを施行した２例

25 15:18-15:26 蒲原啓司、古川貢之 一般演題 1014 川久保　英介 福岡市民病院　血管外科 腹部大動脈ステントグラフト内挿術後type IAエンドリークに対する PALMAZ XLステントの使用経験

26 15:26-15:34 蒲原啓司、古川貢之 一般演題 1022 金本 亮 市立大村市民病院 心臓血管外科 EVAR後の内腸骨動脈瘤、総腸骨動脈瘤に対して、両側IBEとVIABAHN VBX追加留置で加療した一例

27 15:34-15:42 蒲原啓司、古川貢之 一般演題 1019 日高　秀昭 熊本大学病院　心臓血管外科 EVAR後の脚閉塞に対して開腹Y-graftにて血行再建を行った1例

28 15:47-15:55 田山栄基、曽我欣治 一般演題 1002 比嘉　章太郎 琉球大学大学院　胸部心臓血管外科 Squid-capture techniqueが有用であったFene-TEVARの1例

29 15:55-16:03 田山栄基、曽我欣治 一般演題 1011 早麻　政斗 福岡大学病院　心臓血管外科 Internal endoconduit techniqueを用いてTEVARを行った1例

30 16:03-16:11 田山栄基、曽我欣治 一般演題 1012 宮﨑　裕佳子 久留米大学　外科 VALIANT NavionによるTEVAR術後type IIIb endoleakに対して追加TEVARを施行した1例

31 16:11-16:19 田山栄基、曽我欣治 一般演題 1016 堀部　達也 熊本大学病院　心臓血管外科 経カテーテル大動脈弁置換術後、穿刺部止血用デバイスにて生じた大腿動脈解離の一例

32 16:19-16:27 田山栄基、曽我欣治 一般演題 1020 鈴木　理大 九州医療センター　心臓外科 大動脈弁置換術後慢性期に吻合部仮性瘤を来した1例

33 16:27-16:35 田山栄基、曽我欣治 一般演題 1001 松永 章吾 九州大学病院　心臓血管外科 合併症発症を回避すべく二期的手術を行った広範囲胸部大動脈瘤症例

34 16:35-16:43 田山栄基、曽我欣治 一般演題 1018 飛永　覚 聖マリア病院　心臓血管外科 腹腔動脈、上腸間膜動脈閉塞を合併した胸腹部大動脈瘤の1例

35 16:43-16:51 田山栄基、曽我欣治 一般演題 1015 橋野　朗 麻生飯塚病院 胸腹部大動脈瘤に対して腹部分枝バイパス術と血管内治療で根治し得た一例

16:51-16:56 会長挨拶

17：00～18:00

モーニングセミナー

閉会式

表彰式・会員情報交換会

優秀演題
１

発表6分
討議4分

優秀演題
２

発表6分
討議4分

一般演題
１

発表5分
討議3分

一般演題
2

発表5分
討議3分

一般演題
3

発表5分
討議3分

事務局報告

ランチョンセミナー


	プログラム(時間修正)

