
第9回日本心臓弁膜症学会　　一般演題（ポスターセッション）採択一覧

発表5分＋質疑3分

演題登

録
演題番号 セッション名 演題名

id001 P5-1 人工弁機能不全 Trifecta弁に生じた早期構造的劣化の一例 林田 恭子

id002 P5-2 人工弁機能不全 機械弁術後にアレルギーのためワーファリンをNOACに変更後に血栓弁に陥った一例 大堀 俊介

id003 P6-1 僧帽弁形成術１ da Vinci支援下僧帽弁形成術2例を終えて-da Vinci heart teamの重要性- 高橋 洋介

id004 P5-5 人工弁機能不全 僧帽弁形成術後早期から溶血性貧血を呈し術後8年後に再手術を施行した1例 渡邊 達

id005 P9-1 感染性心内膜炎 妊娠初期に感染性心内膜炎、急性心不全を発症し生体弁置換を行った一例 桂木 真司

id006 P1-1 弁機能評価 エコー上低輝度であったためルーチン心エコー図検査では検出が困難であった右房内巨大血栓の一例 清水 弘治

id007 P9-2 感染性心内膜炎 当科における僧帽弁位活動期感染性心内膜炎の手術成績 北浦 順也

id008 P4-3 大動脈弁形成　置換術、大動脈弁狭窄症 大動脈弁狭窄症例に対するSAVR術後人工弁-弁輪ミスマッチの可能性 について：TAVRとの比較検討 梅田 幸生

id009 P9-3 感染性心内膜炎 パルス式洗浄機を使用した感染性心内膜炎手術 渡邊 達也

id010 P2-6 カテーテル治療 TAVR手術中に留置弁による弁尖損傷をきたしopen repairを要した僧帽弁前尖穿孔の1例 山城 聡

id011 P4-5 大動脈弁形成　置換術、大動脈弁狭窄症 胸部腫瘍に対する放射線治療後の大動脈弁狭窄症について（Onco-Cardiologyの観点から） 坂本 二郎

id012 P4-4 大動脈弁形成　置換術、大動脈弁狭窄症 MRI血流評価に基づくlow flow low gradient 大動脈弁狭窄症の重症度診断 法里 優

id013 P8-1 僧帽弁形成術３ 高度僧帽弁輪石灰化を伴う僧帽弁疾患に対する自己心膜での弁輪再建と僧帽弁置換術 佐藤 久

id014 P8-2 僧帽弁形成術３ 僧帽弁手術において石灰除去が有効であった2症例 成宮 悠仁

id015 P4-1 大動脈弁形成　置換術、大動脈弁狭窄症 Hammock法を用いた二尖大動脈弁への大動脈弁形成術 石垣 隆弘

id016 P4-2 大動脈弁形成　置換術、大動脈弁狭窄症 当院における大動脈炎症候群に対する大動脈弁置換術施行症例の臨床的特徴 大林 祐樹

id017 P3-1 三尖弁　開心術 三尖弁置換術後に予期していなかった僧帽弁閉鎖不全症の増悪を来たした一例 西脇 修司

id018 P1-5 弁機能評価 順行性経皮的大動脈弁形成術が大動脈弁輪を拡張する効果-3次元経食道心エコー図検査を用いた検討 伊東 風童

id020 P2-1 カテーテル治療 外科生体弁不全に対して経カテーテルValve-in-Valveに成功した1例 佐地 真育

id021 P6-2 僧帽弁形成術１ da Vinci surgical systemを用いた低侵襲僧帽弁形成術の戦略と成績 角田 宇司

id022 P1-2 弁機能評価 ハンドグリップ負荷を用いた運動誘発性僧帽弁逆流症の検討 ―3D-TEEを用いた検討― 原田 侑

id023 P3-7 三尖弁　開心術 心臓血管外科における診療看護師の役割と課題 小中野 和也

id024 P6-3 僧帽弁形成術１ Barlow症候群を含めた後尖拡大例のMRに対するMVP ―MICS時代のloop techniqueを用いた手術戦略― 江田 匡仁

id025 P1-3 弁機能評価 運動負荷心エコー図検査における肺静脈波形計測の有用性 天野 雅史

id026 P2-7 カテーテル治療 FMRに対するMitraClipが無効で外科的MVRを要した一例 佐地 真育

id027 P3-6 三尖弁　開心術 膠原病に起因する難治性大量心嚢液貯留を伴う開心術における工夫 在國寺 健太

id028 P7-3 僧帽弁形成術２ 心房細動による機能性房室弁逆流に対する弁輪縫縮術の中期成績 牧野 裕

id029 P8-5 僧帽弁形成術３ 急性僧帽弁閉鎖不全症に対する弁形成術 丹治 雅博

id030 P4-7 大動脈弁形成　置換術、大動脈弁狭窄症 大動脈弁狭窄症における石灰化病変の機械的強度の計測と術前CT画像による予測 白川 岳

id031 P2-2 カテーテル治療 弁輪の石灰化を伴った２尖弁に対するTAVIの1例 栃井 将人

id032 P3-4 三尖弁　開心術 ファロー四徴症術後50年後の肺動脈弁閉鎖不全・右室拡大に伴う不整脈で治療を要した2症例 瀧上 雅雄

id033 P8-6 僧帽弁形成術３ 中等度僧帽弁逆流を有する重症大動脈弁狭窄症に対する弁置換後の僧帽弁逆流残存因子 新宮 康栄

id034 P3-2 三尖弁　開心術 僧帽弁置換術後の巨大右房、巨大左房、三尖弁閉鎖不全症に対して、心房縫縮術、三尖弁置換術を施行した一例 小椋 弘樹

id035 P9-4 感染性心内膜炎 大動脈弁無冠尖の弁瘤を伴う感染性心内膜炎2例の検討 池内 博紀

id036 P5-6 人工弁機能不全 外科的大動脈弁置換術におけるstructural valve deteriorationの検討－生体弁サイズの影響 福本 雄一朗

id037 P7-4 僧帽弁形成術２ Ｃａｒｐｅｎｔｉｅｒ分類ＩＩＩｂに対する乳頭筋サンドイッチ法の有用性 華山 直二

id038 P6-6 僧帽弁形成術１ 僧帽弁形成術後Systolic Anterior Motion (SAM)に対する治療  - Posterior Leaflet Height Reduction の有効性 ?古川 博史

id039 P1-6 弁機能評価 僧帽弁形成術におけるリングの種類による左室内血流動態の比較：4D flow MRIを用いた検討 森地 裕子

id040 P4-6 大動脈弁形成　置換術、大動脈弁狭窄症 喫煙がSubclinical calcific aortic valve diseaseに及ぼす影響 山浦 泰子

id041 P2-3 カテーテル治療 当院におけるTAVIの中期成績 爲西 顕則

id042 P2-4 カテーテル治療 OPCAB+TAVIの同時手術を行った3例 湯崎 充

id043 P8-3 僧帽弁形成術３ 僧帽弁位生体弁置換術の長期遠隔成績 松尾 武彦

id044 P7-5 僧帽弁形成術２ ASD術後atrial functional MRに対するMAP＋TAP＋para-annular LA plicationの1例 大島 祐

id045 P9-5 感染性心内膜炎 FDG-PETが人工弁心内膜炎の診断に有用であったファロー四徴症の一例 山崎 誠太

id046 P8-7 僧帽弁形成術３ 中等度MRを合併したAVR後の残存MRの推移 加藤 寛城

id047 P3-3 三尖弁　開心術 手術適応の決定に苦慮した高度右心不全、三尖弁閉鎖不全症を伴った不整脈源性右室心筋症の一例 眞鍋 嘉一郎

id048 P6-4 僧帽弁形成術１ MICS-MVPにおけるコーダライザーの使用経験 片山 郁雄

id049 P1-4 弁機能評価 無症候性大動脈弁閉鎖不全症における左房拡大の意義；拡張能との関連 岡田 厚

id050 P7-1 僧帽弁形成術２ 心房性僧帽弁閉鎖不全症に対するMAZE＋僧帽弁形成同時手術の効果 池田 尚子

id051 P5-3 人工弁機能不全 間欠的大動脈弁閉鎖不全症を認めた人工弁機能不全の一例 掛橋 昇太

id052 P6-7 僧帽弁形成術１ 重症僧帽弁閉鎖不全症を合併したHOCMに対し、心筋切除術のみで治療し得た一例 尹 亮元

id053 P3-5 三尖弁　開心術 僧帽弁ならびに大動脈弁の二弁機械弁置換後の妊娠　～症例報告と文献考察～ 中西 篤史

id054 P7-6 僧帽弁形成術２ 80歳以上のMRに対する外科的治療成績 古市 吉真

id055 P6-5 僧帽弁形成術１ 当院での完全３D内視鏡下僧帽弁形成術の成績 細羽 創宇

id056 P5-4 人工弁機能不全 TrifectaによるAVR後に早期弁機能不全を呈した4症例 金行 大介

id057 P2-5 カテーテル治療 僧帽弁置換術後における経カテーテル的大動脈弁置換術は人工弁干渉のリスクとなりうるか？ 堀田 怜

id058 P8-4 僧帽弁形成術３ PCI時に生じた冠動脈解離による虚血のため乳頭筋断裂を生じた急性僧帽弁閉鎖不全症の一例 髙島 範之

id059 P9-6 感染性心内膜炎 活動期感染性心内膜炎に対する早期手術介入の有用性 平山 大貴

id060 P7-2 僧帽弁形成術２ 弁輪拡大による僧帽弁閉鎖不全に対する僧帽弁輪形成におけるsemi-rigid partial band使用の妥当性 岡本 一真

id061 P9-7 感染性心内膜炎 活動期感染性心内膜炎の手術成績と危険予測因子の検討 服部 薫
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（敬称略）


