
























座長  中川  圭  ［東北大学 消化器外科］

左肘部平滑筋肉腫膵転移に対し、多臓器合併膵体尾部切除術を行った1例（4分）70

○小笠原 宏一1）、長瀬 勇人1）、石戸 圭之輔1）、木村 憲央1）、小田切 理1）、藤田 博陽1）、袴田 健一1）

弘前大学大学院医学研究科  消化器外科学講座 1）

膵切除を施行した慢性膵炎症例の短中期成績（5分）71

○笠井 大貴1）、豊木 嘉一1）、山田 貴大1）、市澤 愛郁1）、木村 俊郎1）、神 寛之1）、中井 款1）、
　青木 計績1）、川嶋 啓明1）、遠藤 正章1）

青森市民病院  外科 1）

腎細胞癌孤立性膵転移の一切除例（4分）72

○森田 隆之1）、福島 啓介1）、今野 文博1）、吉田 龍一1）、神波 力也1）、小ヶ口 恭介1）、安齋 実1）、
　高橋 一臣1）、田島 悠太1）、飯田 雅史1）、高橋 恭太1）、佐藤 皓祐1）、濱田 健志1）、茂住 武尊1）、
　昆 智美1）、草野 萌1）、並木 健二1）

大崎市民病院 1）

○岩崎 渉1）、飯田 正毅1）、熊谷 健太1）、打波 宇1）、山本 雄造1）

胆管へ穿破した Intraductal Papillary Mucinous Carcinoma(IPMC)の１例（4分）74
秋田大学  消化器外科 1）

膵内副脾に発生した類上皮嚢胞の１例（4分）73

○山口 大輝1）、入江 利幸1）、島貫 公義1）、天野 穂高1）、旭 修司1）、菊池 智宏1）、岡本 浩一1）、
　光井 大1）、井上 典夫1）

会津中央病院  外科 1）

腹部大動脈瘤縫縮術の7例の経験（5分）76

○新井 秀佑1）、内田 徹郎1）、浜崎 安純1）、黒田 吉則1）、山下 淳1）、廣岡 秀人1）、中井 信吾1）、
　小林 龍宏1）、貞弘 光章1）

山形大学医学部附属病院  第二外科 1）

仙台市医療センター 仙台オープン病院  心臓血管外科 1）

Axillo-bifemoral bypass 術後10年間で吻合部仮性瘤を繰り返し
バイパス摘出に至った１例（4分）

77

○松村 宣寿1）、新田 能郎1）、齋藤 真人1）、吉田 聖二郎1）

peroneal trunk からの直視下血栓摘除が有効であった
膝窩動脈瘤急性閉塞に対するバイパス術の一例（4分）

78

○松岡 孝幸1）、清水 拓也1）、皆川 忠徳1）、平沼 和希子1）、武田 美貴1）、川本 俊輔1）

東北医科薬科大学  心臓血管外科 1）

下大静脈に進展した腫瘍血栓に対する体外循環低体温循環停止を用いた手術例（4分）79

○大竹 悟史1）、大嶺 人1）、渡邉 大介1）、鈴木 耕太郎1）、川原 優1）、阿部 和男1）

山形県立中央病院  心臓血管外科 1）

69 脳梗塞を合併した Stanford A 型急性大動脈解離に待機的手術を施行した1例（4分）

○和田 卓也1）、高木 大地1）、山浦 玄武1）、五十嵐 至1）、田中 郁信1）、桐生 健太郎1）、板垣 由典1）、
　荒井 岳史1）、角浜 孝行1）、山本 浩史1）

秋田大学医学部附属病院  心臓血管外科 1）

14：00～14：31 膵臓・脾臓

座長  高瀬  信弥  ［福島県立医科大学 心臓血管外科］

大動脈弁置換術8年後に弁機能不全を来し，弁輪拡大術を併施した再弁置換術の1例（4分）80

○赤羽根 健太郎1）、内野 英明1）、金 哲樹1）、中村 健1）、落合 智徳1）、加藤 健一1）、島貫 隆夫1）

日本海総合病院  心臓血管外科 1）

左室緻密化障害を伴うASR 及びMSに対してAVRとMVPを施行した一例（4分）81

○板垣 皓大1）、長沼 政亮1）、鈴木 伸章1）、増田 信也1）、永谷 公一1）

青森県立中央病院  心臓血管外科 1）

○山口谷 健1）、于 在強1）、皆川 正仁1）、齊藤 良明1）、近藤 慎浩1）、福田 幾夫1）

弘前大学  胸部心臓血管外科 1）

感染性心内膜炎後の僧帽弁閉鎖不全症に対して弁形成術を施行した1例（4分）【学生】82

15：11～15：42 心臓　弁膜症－１

○寺尾 尚哉1）、秋山 正年1）、熊谷 紀一郎1）、高橋 悟朗1）、吉岡 一朗1）、鈴木 智之1）、鈴木 佑輔1）、
　松尾 諭志1）、前田 恵1）、齋木 佳克1）

当科におけるMICS-MVPの治療成績（5分）83
東北大学大学院・医学部  心臓血管外科学分野 1）

LV-Ao discontinuity，Gerbode defect を呈したPVEに対する
再々大動脈弁置換術，左室流出路再建の一例（4分）

84

○小林 龍宏1）、内田 徹郎1）、浜崎 安純1）、黒田 吉則1）、山下 淳1）、廣岡 秀人1）、中井 信吾1）、
　新井 秀佑1）、貞弘 光章1）

山形大学医学部附属病院  心臓血管・呼吸器・小児 外科 1）

座長  清水  拓也  ［東北医科薬科大学 心臓血管外科］

深大腿動脈瘤 2例の手術経験（4分）75

○大山 翔吾1）、大内 真吾1）

中通総合病院  心臓血管外科 1）

14：40～15：11 血管外科学会東北地方会（末梢血管）・血管・その他

2322

12：00～13：00 ランチョンセミナー2

会　場 ：第2会場 4階『十和田』にて
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