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第 1会場（4F多目的ホールA）

■8 : 30～8 : 40　開会の辞
東北外科集談会　会長　横山　　斉

（福島県立医科大学　心臓血管外科学講座）

■ 8 : 40～9 : 44　肝臓・胆道系 第 170 回東北外科集談会
座長　工藤　大輔
（弘前大学　消化器外科）

001　肝に発生した巨大 solitary fibrous tumor の 1例
弘前大学大学院　医学研究科　消化器外科学講座

○若狭　悠介、豊木　嘉一、石戸　圭之輔、工藤　大輔、脇屋　太一、袴田　健一

002　術前診断が困難であった原発性肝平滑筋肉腫の一例
福島県立医科大学附属病院　臓器再生外科

○尾形　誠弥、佐藤　直哉、見城　明、丸橋　繁、木村　隆、渡邊　淳一郎、高間　朗、 
　後藤　満一

003　当初肝細胞癌と診断された肝血管筋脂肪腫の 1例
福島県立医科大学　臓器再生外科

○高間　朗、渡邊　淳一郎、佐藤　直哉、木村　隆、丸橋　繁、見城　明、後藤　満一

004　化学療法が奏功し治癒切除しえた肝内胆管癌の 1例
福島県立医科大学会津医療センター

○根本　鉄太郎、斎藤　拓朗、添田　暢俊、押部　郁朗、楡井　東、五十畑　則之、遠藤　俊吾、 
　隈元　謙介

005　進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 1型に対する部分的胆汁瘻造設の経験
岩手医科大学　外科学講座

○小林　めぐみ、水野　大、伊勢　一哉、佐々木　章

006　IPNBの一例
大崎市民病院

○山田　修平、福島　啓介、今野　文博、吉田　龍一、神波　力也、高橋　雄大、小ケ口　恭介、 
　安斎　実、菅原　宏文、江幡　明子、植木　俊輔、三輪　佐和、高橋　梢、並木　健二

007　非常に稀な胆嚢管原発神経内分泌癌の 1例報告
福島県立医科大学　医学部　器官制御外科

○山内　直人、小船戸　康英、八島　玲、志村　龍男、竹之下　誠一

008　急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の治療成績
岩手県立中央病院

○西牧　宏泰、井上　宰、宮田　剛、臼田　昌広、村上　和重、望月　泉

■ 9 : 44～10 : 48　膵臓・脾臓 第 170 回東北外科集談会
座長　岡田　　良

（国立療養所　東北新生園　外科）

009　術前好中球リンパ球比は stageII & III 膵癌の予後予測因子となりうるか
弘前大学　医学部　医学科1）、弘前大学　消化器外科2）

○笠井　大貴1）、豊木　嘉一2）、石戸　圭之輔2）、工藤　大輔2）、脇屋　太一2）、吉田　枝理2）、 
　袴田　健一2）
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010　Reduced port による腹腔鏡下右腎・脾臓同時摘出術を施行した一例
岩手医科大学　外科学講座1）、岩手医科大学　緩和医療学科2）、岩手医科大学　泌尿器科3）、盛岡市立病院　外科4）

○安藤　太郎1）、佐々木　章1）、馬場　誠朗1）、梅邑　晃4）、高原　武志1）、秋山　有史1）、岩谷　岳1）、 
　新田　浩幸1）、大塚　幸喜1）、柏葉　匡寛1）、肥田　圭介1）、水野　大1）、木村　祐輔2）、小原　航3）

011　腹腔鏡下膵尾部切除後に糖尿病が顕性化したインスリノーマの一例
会津中央病院　外科1）、日本医科大学　消化器外科2）

○高　和英1,2）、原　敬介1,2）、旭　修司1）、坂本　渉1）、島貫　公義1）、内田　英二2）

012　結腸癌に合併し、脾転移との鑑別が困難であった脾炎症性偽腫瘍の１例
由利組合総合病院　外科

○笹森　凌平、橋本　正治、平野　裕、戸沢　香澄、折野　公人、佐々木　晋一、中村　征勝、 
　平宇　健治、脇田　晃行

013　膵退形成癌の巨大腹腔内腫瘍に対し手術施行した 1例
会津中央病院　外科1）、日本医科大学　消化器外科2）

○原　敬介1,2）、高　和英1,2）、坂本　渉1）、旭　修司1）、島貫　公義1）、内田　英二2）

014　膵尾部に生じた巨大な膵漿液性嚢胞腺腫（SCA）の 1切除例
弘前大学大学院医学研究科　消化器外科学講座

○鍵谷　卓司、豊木　嘉一、石戸　圭之輔、工藤　大輔、木村　憲央、脇屋　太一、吉田　枝里、 
　木村　俊郎、袴田　健一

015　膵癌に対する膵尾部切除術後８年経過し発症した残膵癌に対し残膵全摘術を施行した１例
仙台オープン病院消化器外科

○赤澤　直也、及川　昌也、高橋　誠、坪井　基浩、矢澤　貴、大石　英和、矢崎　伸樹、小山　淳、 
　岡田　恭穂、柿田　徹也、本多　博、土屋　誉

016　エトポシド＋シスプラチン術後補助化学療法を施行した Stage4a 膵神経内分泌癌の１例
岩手県立中央病院　消化器外科1）、岩手県立中央病院　がん化学療法科2）、岩手県立中央病院　病理診断科3）

○齋藤　之彦1）、宮田　剛1）、臼田　昌広1）、井上　宰1）、村上　和重1）、手島　仁1）、中村　崇宣1）、 
　中川　智彦1）、中西　渉1）、西牧　宏泰1）、加藤　誠之2）、小野　貞英3）、望月　泉1）

■ 14 : 10～14 : 58　乳腺・内分泌 第 170 回東北外科集談会
座長　阿部　宣子

（福島県立医科大学　器官制御外科）

017　乳腺 glycogen-rich clear cell carcinoma の 1例
福島県立医科大学　医学部　器官制御外科学講座1）、福島県立医科大学　医学部　病理病態診断学講座2）

○青砥　慶太1）、阿部　宣子1）、渡邉　久美子1）、大竹　徹1）、竹之下　誠一1）、橋本　優子2）、 
　喜古　雄一郎2）

018　スキルス胃癌との鑑別が困難だった転移性浸潤性小葉癌の治療経験
福島県立医科大　器官制御外科学講座1）、福島県立医科大学　病理病態診断学講座2）、川崎医科大学　病理学 23）

○阿部　貞彦1）、阿部　宣子1）、岡野　舞子1）、橋本　優子2）、喜古　雄一郎2）、森谷　卓也3）、 
　大竹　徹1）、竹之下　誠一1）

019　予防的両側卵管卵巣切除を同時に行ったBRCA2変異HBOCの 1例
星総合病院　外科・乳腺外科1）、福島県立医科大学　病理病態診断学講座2）

○村上　祐子1）、長塚　美樹1）、佐久間　威之1）、宮本　康太郎1）、松嵜　正實1）、片方　直人1）、 
　渡辺　文明1）、野水　整1）、喜古　雄一郎2）
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020　BRCA遺伝子検査で変異が確定したHBOCの１例
星総合病院　外科・乳腺外科

○遠藤　英成、村上　祐子、長塚　美樹、佐久間　威之、宮本　康太郎、松嵜　正實、片方　直人、 
　渡辺　文明、野水　整

021　ベバシズマブ+パクリタキセル療法が奏功している遠隔転移を伴う局所進行乳癌の一例
太田西ノ内病院　外科

○山田　睦夫、安藤　仁、伊藤　泰輔、石井　芳正

022　骨盤内に発生した神経内分泌腫瘍（Neuroendocrine tumor : NET）の 1例
日本会総合病院　外科

○小林　龍宏、安次富　裕哉、高橋　良輔、高橋　宏和、高屋　快、村山　最二郎、萩原　資久、 
　陳　正浩、橋爪　英二

■ 14 : 58～16 : 02　食道・胃・GIST 第 170 回東北外科集談会
座長　佐藤　雄亮

（秋田大学　腫瘍制御医学系　胸部外科）

023　LSBEに合併した表在型バレット食道癌の一例
一般財団法人脳神経疾患研究所付属総合南東北病院　外科

○西間木　淳、阿左見　亜矢佳、菊池　智宏、外舘　幸敏、藁谷　暢、鈴木　伸康、佐藤　直、 
　高野　祥直、阿部　幹、寺西　寧

024　蛍光 PDEを用いた食道癌再建胃管術中血流評価と内視鏡による術後胃管観察の対照検討
太田西の内病院　外科

○井形　悠、太田　俊介、松本　亮、宮川　哲平、三田地　克昂、佐々木　恵、佐々木　徹、 
　関　聡志、齋藤　賢将、津嘉山　博行、三浦　智也、入江　工、野口　典男、飯田　聡、 
　山崎　繁

025　胸部下部食道癌術後縫合不全に対して計画的 2期再建術を施行した 1例
福島県立医科大学　臓器再生外科学講座

○多田　武志、佐瀬　善一郎、尾形　誠弥、渡部　晶之、花山　寛之、遠藤　久仁、大須賀　文彦、 
　後藤　満一

026　脾摘既往を有する早期胃癌に対し腹腔鏡下幽門即位切除術を施行した１例
岩手医科大学　外科学講座

○瀬川　武紀、肥田　圭介、西成　悠、千葉　丈広、岩谷　岳、西塚　哲、木村　祐輔、新田　浩幸、 
　大塚　幸喜、柏葉　匡寛、水野　大、佐々木　章

027　十二指腸に嵌頓しBall valve syndrome を呈した胃GIST の一例
福島県立医科大学　器官制御外科学講座

○月田　茂之、大木　進司、村上　祐子、早瀬　傑、岡山　洋和、矢澤　貴、藤田　正太郎、 
　門馬　智之、高和　正、河野　浩二、大竹　徹、竹之下　誠一

028　腹壁への癒着を軸にした胃軸捻転症の１例
石巻赤十字病院　外科

○藤岡　俊亮、初貝　和明、武山　大輔、千葉　裕仁

029　急性胃拡張により難治性胃粘膜壊死および幽門狭窄を来した 1例
いわき市立総合磐城共立病院　外科1）、いわき市立総合磐城共立病院　消化器内科2）

○小名木　彰史1）、吉田　寛1）、川口　信哉1）、小川　仁1）、橋本　明彦1）、白相　悟1）、根本　紀子1）、 
　藤川　奈々子1）、三浦　孝之1）、溝渕　大騎1）、賀　亮1）、池田　智之2）、新谷　史明1）
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030　12年を経て胃GIST の局所再発を来した一例
国立病院機構　仙台医療センター　外科

○千葉　和治、兒玉　英謙、遠藤　文庫、島村　弘宗、武田　和憲

■ 16 : 02～16 : 58　小腸・大腸 第 170 回東北外科集談会
座長　木村　聡元
（岩手医科大学　外科）

031　小腸手術後の腸管通過障害に対してステロイド投与が有効であった 3症例
みやぎ県南中核病院　外科

○林　昌伸、高橋　道長、後藤　慎二、上野　達也、佐藤　俊、嶋　健太郎、井上　亨悦、 
　鈴木　オリエ、内藤　広郎

032　ランソプラゾール内服薬により胃酸分泌抑制効果を得られた短腸症候群の 1例
秋田大学　消化器外科

○渡邊　翼、吉岡　政人、宮澤　秀彰、飯田　正穀、渡辺　剛、中川　康彦、八木　史生、 
　熊谷　健太、大塚　直彦、横山　直弘、打波　宇、山本　雄造

033　アニサキス感染に伴う盲腸重積症を疑われた１例
石巻赤十字病院　外科

○斉藤　壮矢、神山　篤史、市川　宏文、初貝　和明、大原　勝人、乙供　茂、峰村　出、 
　佐藤　明史、武山　大輔、柏舘　俊明、伊関　雅裕、金田　巖

034　腸閉塞、低栄養症例での腹腔鏡下大腸癌手術に先行する腹腔鏡下回腸瘻造設術の有用性
東北労災病院　消化器外科

○千年　大勝、松村　直樹、徳村　弘実、片寄　友、西條　文人、野村　良平、武藤　満完、 
　安本　明浩、田嶋　健秀、澤田　健太郎、望月　保志、佐藤　馨

035　腸腰筋浸潤を伴う進行虫垂粘液嚢胞腺癌に対し根治切除を施行した 1例
東北大学大学院　消化器外科学

○金原　圭吾、大沼　忍、唐澤　秀明、渡辺　和宏、工藤　克昌、石田　晶玄、井本　博文、青木　豪、 
　田中　直樹、長尾　宗紀、阿部　友哉、林　洋毅、中川　圭、武者　宏昭、森川　孝則、 
　元井　冬彦、内藤　剛、海野　倫明

036　肺転移の急激な増大を来した直腸腺扁平上皮癌の一例
山形大学　医学部　消化器・乳腺甲状腺・一般外科

○野川　亮介、福元　剛、山岸　岳人、小野寺　雄二、蘆野　光樹、佐藤　多未笑、矢野　充泰、 
　藤本　博人、高須　直樹、蜂谷　修、平井　一郎、木村　理

037　脳膿瘍・肝膿瘍を併発したS状結腸癌の一例
弘前大学　医学部附属病院　消化器外科学講座

○梅津　誠子、諸橋　一、米内山　真之介、神　寛之、坂本　義之、袴田　健一

■ 17 : 00～17 : 10　閉会の辞
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■8 : 40～9 : 28　小児外科 第 85回日本小児外科学会東北地方会
座長　須貝　道博
（弘前大学　消化器外科）

038　腹腔鏡補助下に摘出 術を施行した 十二指腸重複症の一例
八戸市立市民病院外科1）、東北大学小児外科2）

○小坂　征太郎1）、風間　理郎2）、和田　基2）、佐々木　英之2）、工藤　博典2）、田中　拡2）、 
　中村　恵美2）、大久保　龍二2）、櫻井　毅2）、佐藤　智行1）、仁尾　正記2）

039　生後 2ケ月時に腹部膨満、便秘で発症した先天性S状結腸狭窄症の 1例
秋田大学　医学部　医学科1）、秋田大学　医学部　小児外科2）

○土門　洋祐1）、渡部　亮2）、森井　真也子2）、蛇口　琢2）、吉野　裕顕2）

040　小児腫瘤形成性虫垂炎への一期的手術（開腹及び腹腔鏡下）と待機的手術の比較検討
東北大学　小児外科

○櫻井　毅、佐々木　英之、和田　基、風間　理郎、工藤　博典、田中　拡、中村　恵美、 
　大久保　龍二、仁尾　正記

041　当院における壊死性腸炎、限局性消化管穿孔症例の検討
宮城県立こども病院　外科

○山木　聡史、天江　新太郎、福澤　太一

042　複数個の磁石誤飲のため開腹手術を施行した幼児の 1例
福島県立医科大学臓器再生外科学講座　小児外科

○渡部　晶之、山下　方俊、石井　証、清水　裕史、中山　馨、遠藤　浩太郎、後藤　満一

043　双子の兄弟に発生した若年性大腸ポリポーシスの 2例
弘前大学医学部附属病院　小児外科

○木村　俊郎、須貝　道博、石戸　圭之輔、斎藤　傑、吉田　達哉、袴田　健一

■ 9 : 28～10 : 00　呼吸器外科 1 第 96回日本胸部外科学会東北地方会
座長　樋口　光徳

（福島県立医科大学　臓器再生外科）

044　原発不明転移性脳腫瘍のフォロー中に気胸を発症し、肺嚢胞壁に原発性肺腺癌が認められた 1例
国立病院機構仙台医療センター　呼吸器外科

○菊池　直彦、星　史彦、羽隅　透、齋藤　泰樹

045　当科における若年者肺癌切除例の臨床病理学的検討
山形大学医学部附属病院　第 2外科

○藤田　英、大泉　弘幸、遠藤　誠、鈴木　潤、渡會　光、鈴木　克幸、高橋　愛、中橋　健太、 
　貞弘　光章

046　 左上葉切除術中 VTとなった低心機能患者に対して植え込み型除細動器と大動脈内バルーンパンピ
ングを挿入し再手術を施行した１例
山形大学医学部附属病院　第 2外科

○中橋　健太、大泉　弘幸、遠藤　誠、鈴木　潤、鈴木　克幸、高橋　愛、貞弘　光章
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■ 10 : 00～10 : 24　呼吸器外科 2 第 96回日本胸部外科学会東北地方会
座長　木村　大輔

（弘前大学　胸部心臓血管外科）

047　甲状腺濾胞癌の胸骨転移に対して外科的切除した 1例
日本海総合病院　呼吸器外科　

○渡辺　光、高森　聡、金内　直樹

048　胸壁に発生したグロームス腫瘍の 1例
財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院　呼吸器外科

○志賀　光二郎、藤生　浩一、宮元　秀昭

049　V2走行異常を伴った肺癌に胸腔鏡補助下肺葉切除を施行した 1例
弘前大学医学部　胸部心臓血管外科

○和島　将太、木村　大輔、対馬　敬夫、福田　幾夫

050　血液凝固第XIII 因子製剤が著効した術後肺瘻の 2例
八戸市立市民病院　呼吸器外科

○百瀬　裕隆、川原田　康、細野　由希子、三井　匡史

■ 14 : 10～14 : 42　末梢血管 第 28回日本血管外科学会東北地方会
座長　佐戸川弘之

（福島県立医科大学　心臓血管外科）

051　下肢静脈瘤に対して、血管内焼灼術のみで不全穿通枝、大伏在静脈逆流を治療した一例
福島第一病院　心臓血管外科

○小川　智弘、星野　俊一

052　当院における下肢静脈瘤ラジオ波血管内焼灼術の初期成績
大崎市民病院　外科

○菅原　宏文、小ヶ口　恭介、只野　恭教、加藤　伸史、進藤　晴彦、山田　修平、高橋　梢、 
　三輪　佐和、植木　俊輔、前澤　翔太、江幡　明子、安斎　実、福島　啓介、高橋　雄大、 
　神波　力也、吉田　龍一、今野　文博、並木　健二

053　血管外科処置後の鼠径部創治癒不全に対する縫工筋弁充填の経験
山形大学医学部　第二外科

○船田　敏子、内田　徹郎、浜崎　安純、山下　淳、中村　健、林　潤、高橋　愛、中井　信吾、 
　中橋　健太、赤羽　健太郎、五味　聖吾、貞弘　光章

054　気管腕頭動脈瘻に対し腕頭動脈離断術を施行した一例
太田西ノ内病院　心臓血管外科

○影山　理恵、新城　宏治、高橋　皇基、丹治　雅博

■ 14 : 42～15 : 46　急性腹症 第 170 回東北外科集談会
座長　佐瀬善一郎

（福島県立医科大学　臓器再生外科）

055　治療法として血栓除去，腸管切除を選択した上腸間膜動脈塞栓症の一例
弘前大学　医学部　医学科　消化器外科学講座

○吉田　達哉、和嶋　直紀、赤坂　治枝、室谷　隆裕、岡野　健介、一戸　大地、袴田　健一

056　絞扼性腸閉塞が疑われた乳糜腹水の 1例
みやぎ県南中核病院　外科

○入間田　大介、井上　亨悦、高橋　道長、後藤　慎二、佐藤　俊、上野　達也、嶋　健太郎、 
　林　昌伸、鈴木　オリエ、若栗　碧子、内藤　広郎
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057　Interval Appendectomy を行った虫垂粘液嚢胞腺腫の 1例
一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院　外科

○兼子　陽太、阿左見　亜矢佳、菊池　智宏、外舘　幸敏、藁谷　暢、鈴木　伸康、佐藤　直、 
　高野　祥直、阿部　幹、寺西　寧

058　腹腔鏡下回盲部切除を施行した虫垂胚細胞カルチノイドの一例
いわき市立総合磐城共立病院　外科

○小林　磨巧、橋本　明彦、賀　亮、溝渕　大騎、三浦　孝之、藤川　奈々子、根本　紀子、白相　悟、 
　吉田　寛、小川　仁、川口　信哉、新谷　史明

059　当院における虫垂炎治療の検討
仙台市医療センター　仙台オープン病院

○市川　英孝、土屋　誉、本多　博、及川　昌也、柿田　徹也、岡田　恭穂、小山　淳、矢崎　伸樹、 
　大石　英和、矢澤　貴

060　動脈塞栓術にて止血し得た膵仮性嚢胞内出血による hemosuccus pancreaticus の 1例
東北大学　消化器外科学

○相澤　卓、前田　晋平、唐澤　秀明、岡田　良、石田　晶玄、深瀬　耕二、水間　正道、 
　坂田　直昭、大塚　英郎、森川　孝則、中川　圭、林　洋毅、元井　冬彦、内藤　剛、 
　海野　倫明

061　胃・小腸気腫症、門脈気腫症を伴う腸閉塞の一例
みやぎ県南中核病院

○小玉　寛健、嶋　健太郎、鈴木　オリエ、林　昌伸、井上　亨悦、佐藤　俊、上野　達也、 
　後藤　慎二、高橋　道長、内藤　広郎

062　手術を必要とする急性虫垂炎に季節性はあるか
岩手県立中央病院

○荒井　智大、宮田　剛、臼田　昌広、井上　宰、村上　和重、齋藤　之彦、手島　仁、望月　泉

■ 15 : 46～16 : 26　外科一般　合併症 第 170 回東北外科集談会
座長　遠藤　久仁

（福島県立医科大学　臓器再生外科）

063　術前に診断し安全に手術し得た非反回下喉頭神経の症例
栗原市立栗原中央病院

○武田　美貴、峯岸　道人、中野　知之、中川　有、大橋　裕介、中鉢　誠司

064　虫垂子宮内膜症の 1例
大崎市民病院

○加藤　伸史、植木　俊輔、今野　文博、吉田　龍一、神波　力也、高橋　雄大、小ヶ口　恭介、 
　安齋　実、福島　啓介、菅原　宏文、江幡　明子、三輪　佐和、高橋　梢、並木　健二

065　ベーチェット病に合併した難治性の肛門周囲膿瘍に対してシートン法を施行した 1例
東北大学　消化器外科学

○伊勢　一郎、長尾　宗紀、井本　博文、唐澤　秀明、青木　豪、工藤　克昌、大沼　忍、 
　渡辺　和宏、田中　直樹、阿部　友哉、林　洋毅、中川　圭、武者　宏昭、森川　孝則、 
　元井　冬彦、内藤　剛、海野　倫明

066　右腎細胞癌の十二指腸浸潤に対し、外科的手術を行った一例
国立病院機構　仙台医療センター　外科1）、国立病院機構　仙台医療センター　泌尿器科2）

○三宅　のどか1）、兒玉　英謙1）、千葉　和治1）、遠藤　文庫1）、島村　弘宗1）、武田　和憲1）、 
　吉川　和行2）
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067　膵頭十二指腸切除術後の上腸間膜動脈血行障害に対し血行再建にて救命しえた 2例
東北大学　消化器外科学1）、東北大学　移植再建内視鏡外科2）

○小野　智之1）、前田　晋平1）、工藤　克昌1）、深瀬　耕二1）、水間　正道1）、坂田　直昭1）、 
　大塚　英郎1）、森川　孝則1）、林　洋毅1）、中川　圭1）、橋本　宗敬2）、後藤　均2）、元井　冬彦1）、 
　内藤　剛1）、海野　倫明1）

■ 16 : 26～16 : 58　ヘルニア　外科その他 第 170 回東北外科集談会
座長　藤田正太郎

（福島県立医科大学　器官制御外科）

068　食道癌術後に発症した食道裂孔ヘルニアの 2例
東北大学　移植再建内視鏡外科1）、平鹿総合病院2）

○笹嶋　秀憲1）、洞口　正志2）、武田　郁夫2）、榎本　好恭2）、齊藤　礼次郎2）、齊藤　研2）

069　S状結腸間膜裂孔ヘルニアの１例
大崎市民病院　外科

○只野　恭教、菅原　宏文、福島　啓介、安齋　実、高橋　雄大、神波　力也、吉田　龍一、 
　今野　文博、並木　健二

070　当院で経験した開腹胆嚢摘出術後の腸間膜仮性動脈瘤の一例
医療法人明和会　中通総合病院

○田中　菜摘子、石塚　純平、上野　智尭、湯川　寛子、横山　直弘、馬越　通信、進藤　吉明、 
　齋藤　由理、田中　雄一

071　腹腔動脈起始部圧迫症候群の 1例
山形県立中央病院　外科

○藤井　敬介、外田　慎、盛　直生、櫻井　直樹、飯澤　肇
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第 3会場（5F小研修室）

■8 : 40～9 : 36　大血管 1 第 28回日本血管外科学会東北地方会
座長　熊谷紀一郎
（東北大学　心臓血管外科）

072　Leriche Syndrome を合併した胸部下行大動脈瘤に対する TEVARの経験
岩手医科大学　心臓血管外科

○鎌田　武、岩瀬　友幸、熊谷　和也、満永　義乃、坪井　潤一、小泉　淳一、向井田　昌之、 
　猪飼　秋夫、岡林　均

073　EVAR 6 ヶ月後、人工血管感染のため、再手術を要した 1例
日本海総合病院　心臓血管外科

○渡邉　大介、内野　英明、金　哲樹、大塲　栄一、島貫　隆夫

074　多発外傷に合併した胸部下行大動脈破裂に対して緊急 TEVARを施行した一例
米沢市立病院　心臓血管外科1）、福島県立医科大学　心臓血管外科2）

○石田　圭一1）、佐藤　洋一1）、高瀬　信弥2）

075　左鎖骨下動脈瘤に対して TEVARを施行した一例
青森県立中央病院

○板垣　皓大、伊藤　校輝、畠山　正治、河原井　駿一、永谷　公一

076　急性 B型大動脈解離に対しステントグラフト内挿術を行った一例
太田西ノ内病院　心臓血管外科

○佐々木　理、新城　宏治、高橋　皇基、丹治　雅博

077　TEVAR後の endoleak に対して direct puncture approach を用いて塞栓術を行った 1例
星総合病院　心臓血管外科1）、東京医科歯科大学　放射線診断科2）

○高野　智弘1）、片田　芳明2）、高橋　昌一1）

078　重複大動脈瘤に対して二期的にハイブリッド手術を行った一例
福島県立医科大学　心臓血管外科

○籠島　彰人、佐戸川　弘之、高瀬　信弥、若松　大樹、佐藤　善之、黒澤　博之、瀬戸　夕輝、 
　藤宮　剛、横山　斉

■ 9 : 36～10 : 24　大血管 2 第 96回日本胸部外科学会東北地方会
座長　内田　徹郎
（山形大学　外科学第二）

079　左室に破裂したバルサルバ洞動脈瘤の 1例
山形大学医学部附属病院　第 2外科

○赤羽根　健太郎、内田　徹郎、五味　聖吾、浜崎　安純、山下　淳、中村　健、林　潤、 
　船田　敏子、中井　信吾、中橋　健太、貞弘　光章

080　TEVAR後 endoleak 診断への 4D-CT の有用性
東北大学医学部　心臓血管外科

○高原　真吾、熊谷　紀一郎、川本　俊輔、齋木　佳克

081　破裂性感染性腹部大動脈瘤に対し浅大腿静脈を用いた in-situ 血行再建
弘前大学医学部　胸部心臓血管外科

○西谷　佑希、小渡　亮介、近藤　槙浩、福田　幾夫
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082　交通外傷による仮性動脈瘤に対する TEVARの１例
福島県立医科大学医学部附属病院　心臓血管外科

○瀬戸　夕輝、佐戸川　弘之、高瀬　信弥、藤宮　剛、横山　斉

083　Valsalva 洞動脈瘤左房内破裂を来した 1例
仙台循環器病センター　心臓血管外科

○小林　慶、細田　進、椎川　彰

084　malperfusion を伴う急性B型大動脈解離に対して TXDを用いた 1例
いわき市立総合磐城共立病院　心臓血管外科

○中野渡　仁、近藤　俊一、坪井　栄俊、六角　丘、入江　嘉仁

■ 10 : 24～10 : 48　心周術期管理・合併症 第 96回日本胸部外科学会東北地方会
座長　角浜　孝行

（秋田大学　機能展開医学系　心臓血管外科）

085　頚動脈高度狭窄、閉塞を合併した大動脈炎症候群の一例
東北大学　心臓血管外科

○古手川　輝騎、河津　聡、吉岡　一朗、安達　理、川本　俊輔、齋木　佳克

086　心拍動下冠動脈バイパス術後の心房細動に対する塩酸ランジオロールの効果
岩手医科大学循環器医療センター　心臓血管外科

○石原　舞、藤原　万裕、坪井　潤一、岩瀬　友幸、熊谷　和也、満永　義乃、小泉　淳一、鎌田　武、 
　向井田　昌之、猪飼　秋夫、岡林　均

087　周術期に発症したヘパリン起因性血小板減少症の５例
仙台市医療センター　仙台オープン病院　心臓血管外科

○長塚　大毅、新田　能郎、吉田　聖二郎

■ 14 : 10～14 : 50　冠状動脈・その他 第 96回日本胸部外科学会東北地方会
座長　向井田昌之

（岩手医科大学　心臓血管外科）

088　心室筋非切開アプローチによる心室中隔穿孔閉鎖術を施行した一例
竹田綜合病院　心臓血管外科

○川島　大、齋藤　正博、前場　覚

089　冠動脈瘤を合併した冠動脈肺動脈瘻の一例
財団法人竹田綜合病院　心臓血管外科

○齋藤　正博、川島　大、前場　覚

090　Maze 手術後遠隔期に発生した心房頻拍に対しカテーテルアブレーションを施行した症例の検討
財団法人　太田綜合病院附属太田西ノ内病院　心臓血管外科

○新城　宏治、高橋　皇基、丹治　雅博

091　虚血性心筋症に胸腹部大動脈瘤を合併し、３回の手術を経て植込型 LVADを装着した１例
東北大学医学部　心臓血管外科

○片平　晋太郎、秋山　正年、渡邊　晃佑、高原　真吾、藤原　英記、熊谷　紀一郎、川本　俊輔、 
　齋木　佳克

092　下行大動脈置換術後の急性肺動脈塞栓症に対し外科的血栓除去術にて救命した一例
財団法人仙台厚生会仙台厚生病院　心臓血管外科

○植野　恭平、畑　正樹、山谷　一広、早津　幸弘、増田　貴彦、長沼　政亮
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■ 14 : 50～15 : 46　先天性心疾患 第 96回日本胸部外科学会東北地方会
座長　鈴木　保之

（弘前大学　胸部心臓血管外科）

093　血管輪の 3例
岩手医科大学循環器医療センター　心臓血管外科

○小泉　淳一、猪飼　秋夫、岩瀬　友幸、熊谷　和也、満永　義乃、鎌田　武、坪井　潤一、 
　向井田　昌之、岡林　均

094　Discrete 型大動脈弁下狭窄を伴った成人心室中隔欠損症の一例
山形大学医学部　外科学第二講座

○中井　信吾、五味　聖吾、内田　徹郎、浜崎　安純、山下　淳、中村　健、林　潤、船田　敏子、 
　中橋　健太、赤羽根　健太郎

095　Fontan 施行時に上行大動脈置換術を施行し、良好な Fontan pathway を確保できた一例
弘前大学医学部　胸部心臓血管外科

○熊江　優、小渡　亮介、鈴木　保之、大徳　和之、福田　幾夫

096　PABにより肺血管床が保護できたVSDを有するダウン症の 1症例
東北大学医学部　心臓血管外科1）、東北大学医学部　分子病理学2）

○迫田　みく1）、正木　直樹1）、安達　理1）、齋木　由利子2）、遠藤　雅人1）、川本　俊輔1）、 
　齋木　佳克1）

097　 房室ブロックに対するペースメーカー植え込み術後共通房室弁逆流が増悪し、心室再同期療法を施
行した多脾症候群肺動脈閉鎖の１例
山形大学医学部附属病院　第 2外科

○松尾　草明、五味　聖吾、内田　徹郎、浜崎　安純、山下　淳、中村　健、林　潤、船田　敏子、 
　中橋　健太、中井　信吾、貞弘　光章

098　総肺静脈還流異常症手術例の検討
福島県立医科大学　心臓血管外科

○若松　大樹、佐戸川　弘之、黒澤　博之、横山　斉

099　2.5 kg 以下の低体重患児における肺動脈絞扼症例の検討
宮城県立こども病院

○松尾　諭志、佐藤　充、小西　章敦、崔　禎浩

■ 15 : 46～16 : 50　弁膜症 第 96回日本胸部外科学会東北地方会
座長　高橋　昌一

（星総合病院　心臓血管外科）

100　ウシ心膜弁の動脈硬化性変化により早期にSVDに来し re-AVR を行った一例の経験と文献的考察
石巻赤十字病院　心臓血管外科

○松岡　孝幸、篠崎　滋、伊藤　智宏

101　多発性脳膿瘍、意識障害を伴う僧帽弁位活動期感染性心内膜炎に対する緊急手術の 1例
青森県立中央病院　心臓血管外科

○伊藤　校輝、畠山　正治、河原井　駿一、永谷　公一

102　自己弁温存大動脈基部置換術後の大動脈弁置換術の治療成績
東北大学医学部　心臓血管外科

○佐々木　純一、吉岡　一朗、川本　俊輔、齋木　佳克
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103　腎移植患者に対する大動脈弁置換術 3例の経験
東北大学医学部附属病院　心臓血管外科

○渡邊　晃佑、藤原　英紀、川本　俊輔、秋山　正年、安達　理、熊谷　紀一郎、河津　聡、 
　齋木　佳克

104　homograft failure に対して再基部置換術を施行した一例
東北大学医学部　心臓血管外科

○坂爪　公、安達　理、河津　聡、川本　俊輔、齋木　佳克

105　僧房弁位生体弁構造的劣化、大動脈弁狭窄症に対して緊急二弁置換術を施行した透析患者の一例
岩手県立中央病院　心臓血管外科

○寺尾　尚哉、鷹谷　紘樹、高橋　悟朗、小田　克彦、長嶺　進

106　David 手術後の AR 増悪因子の解析
東北大学医学部　心臓血管外科

○朝光　世志、藤原　英記、高原　真吾、渡邊　晃佑、河津　聡、吉岡　一朗、増田　信也、安達　理、 
　秋山　正年、熊谷　紀一郎、川本　俊輔、齋木　佳克

107　弁輪部膿瘍を伴う活動期感染性心内膜炎に対して自己心膜を用いた大動脈弁再建術を行った一例
山形県立中央病院　心臓血管外科

○鈴木　耕太郎、川原　優、根元　夕里子、阿部　和男


