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10151 安達 剛弘 あだち まさひろ 7月21日（木） 09:00-9:40 発表5分　討論3分 5 062
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺悪性腫瘍 1 肺部分切除後断端局所再発が疑われた三重複肺癌の1例 日本赤十字社長崎原爆病院　外科

10018 阿南 健太郎 あなみ けんたろう 7月21日（木） 14:20-15:00 発表5分　討論3分 1 073
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

縦隔・胸壁疾患 2 甲状腺腫術後70年目の巨大縦隔内甲状腺腫の1例 国家公務員共済組合会新別府病院

10057 阿部 創世 あべ そうせい 7月21日（木） 10:20-11:00 発表5分　討論3分 3 070
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

縦隔・胸壁疾患 1 胸腺カルチノイドを合併したMEN1の1例
独立行政法人国立病院機構福岡東医
療センター

10031 新垣 涼子 あらかき りょうこ 7月21日（木） 09:00-9:32 発表5分　討論3分 2 039 第2会場（2Ｆ 中ホール） 冠状動脈 1 冠動脈瘻を伴う冠動脈瘤に対する1手術例 琉球大学医学部附属病院　第二外科

10004 幾島 栄悟 いくしま えいご 7月22日（金） 10:38-11:26 発表5分　討論3分 1 091 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 合併症、その他 ARDSによる肺高血圧に一酸化窒素吸入が著効した1例 産業医科大学病院　心臓血管外科

10066 幾島 栄悟 いくしま えいご 7月22日（金） 10:38-11:26 発表5分　討論3分 5 095 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 合併症、その他 開心術後に非典型溶血性尿毒症症候群を発症した1例
独立行政法人地域医療機能推進機構
九州病院　心臓血管外科

10072 石井 光寿 いしい みつとし 7月22日（金） 10:10-10:34 発表5分　討論3分 3 127
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

食道 胸腔鏡下に核出術を施行した食道平滑筋腫の1例
宮崎大学医学部外科学講座　消化
管・内分泌・小児外科

10118 稲福 斉 いなふく ひとし 7月22日（金） 13:30-13:46 発表5分　討論3分 2 108 第2会場（2Ｆ 中ホール） 人工心臓 Bridge to Bridge目的に施行したVAD手術3例の検討
琉球大学大学院医学研究科・医学部
胸部心臓血管外科学

10048 犬束 浩二 いぬつか こうじ 7月22日（金） 14:10-15:00 発表7分 討論3分 2 134
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺ビデオ 1 直腸癌肺転移に対する右肺S9＋S10区域切除 福西会病院　呼吸器外科

10145 井上 啓爾 いのうえ けいじ 7月21日（木） 09:40-10:20 発表5分　討論3分 4 066
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺悪性腫瘍 2 原発性肺癌における脈管侵襲の意義について
長崎みなとメディカルセンター　市民病
院　呼吸器外科

10068 今坂 堅一 いまさか けんいち 7月21日（木） 10:04-10:44 発表5分　討論3分 5 050 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 1 弓部大動脈手術で頭頸部病変は脳梗塞riskをあげるか？
独立行政法人国立病院機構九州医療
センター　心臓外科

10089 今村 奈緒子 いまむら なおこ 7月21日（木） 16:12-16:44 発表5分　討論3分 4 090
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

手術手技、その他の呼
吸器疾患 2

右下葉切除後膿胸に対し開窓後残肺全摘を施行した一例
福岡大学病院　呼吸器・乳腺内分泌・
小児外科

10159 岩堀 晃也 いわほり あきなり 7月21日（木） 14:20-15:00 発表5分　討論3分 2 052 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 2 臓器虚血合併急性B型解離のステントグラフト治療経験 小倉記念病院　心臓血管外科

10137 上門 あきの うえじょう あきの 7月22日（金） 15:14-15:54 発表5分　討論3分 5 124 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 4 吻合部仮性瘤にＴＥＶＡＲを施行した１例
琉球大学大学院医学研究科 胸部心
臓血管外科学講座

10009 植田 知宏 うえだ ともひろ 7月22日（金） 15:20-16:00 発表5分　討論3分 5 106 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 4 Re TVR 22年目の三尖弁位SVDにre-re TVRを行った1症例
独立行政法人国立病院機構九州医療
センター　心臓外科

10103 牛島 智基 うしじま ともき 7月22日（金） 09:08-10:38 発表6分 討論4分 4 CRA04 第1会場（1Ｆ 県民ホール） CRA（心臓・大血管） 劇症型心筋炎に対するBiVADからのBridge to Bridge 九州大学病院　心臓血管外科

10124 内野 宗徳 うちの もとのり 7月22日（金） 13:46-14:34 発表5分　討論3分 2 110 第2会場（2Ｆ 中ホール） 心臓腫瘍 肺動脈弁に発生した乳頭状線維弾性腫の1例 医療法人天神会新古賀病院

10138 内山 光 うちやま ひかる 7月21日（木） 14:20-15:08 発表5分　討論3分 4 020 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 4 当院における先天性冠動脈瘻の手術経験 福岡市立こども病院　心臓血管外科

10088 梅原 正 うめはら ただし 7月21日（木） 16:12-16:44 発表5分　討論3分 3 089
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

手術手技、その他の呼
吸器疾患 2

血管内塞栓に用いたコイルが気管内へ逸脱した1例 鹿児島大学病院　呼吸器外科

10079 枝川 真 えだがわ まこと 7月21日（木） 14:20-15:00 発表5分　討論3分 4 076
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

縦隔・胸壁疾患 2 中縦隔を原発とした脱分化型脂肪肉腫の一切除例
独立行政法人国立病院機構九州がん
センター　呼吸器腫瘍科

10113 押領司 篤宣 おうりょうじ あつのぶ 7月21日（木） 15:08-15:56 発表5分　討論3分 2 024 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 1 二尖弁症例に対してCoreValveを使用した症例 久留米大学　外科学

10101 大井 秀之 おおい ひでゆき 7月22日（金） 09:50-10:10 発表6分 討論4分 2 CRA17
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

CRA（食道） NACRT後に気縦隔鏡併用咽喉食摘術を施行した1例
鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外
科学

10034 大中臣 康子
おおなかと
み

やすこ 7月21日（木） 14:20-15:08 発表5分　討論3分 1 017 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 4 開心術後難治性乳び胸に対する経皮的胸管破砕術の経験
神奈川県立こども医療センター　心臓
血管外科

10064 大山 詔子 おおやま のりこ 7月22日（金） 14:34-15:14 発表5分　討論3分 4 118 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 3 TEVAR留置後に発症した急性A型大動脈解離の１手術例
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター　心臓血管外科
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10098 岡田 拓 おかだ ひろし 7月21日（木） 15:56-16:28 発表5分　討論3分 3 031 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 2 小児における自己心膜を用いた大動脈弁形成術の経験
神奈川県立こども医療センター　心臓
血管外科

10042 緒方 裕樹 おがた ゆうき 7月22日（金） 15:20-16:00 発表5分　討論3分 1 102 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 4 S.lugdunensis感染性心内膜炎合併上腸間膜動脈瘤
鹿児島大学　心臓血管・消化器外科
学講座

10074 岡元 崇 おかもと たかし 7月22日（金） 14:40-15:20 発表5分　討論3分 5 101 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 3 クリオグロブリン血症を合併した大動脈弁狭窄症の一例
独立行政法人国立病院機構別府医療
センター

10114 小田 晋一郎 おだ
しんいちろ
う

7月21日（木） 09:00-9:48 発表5分　討論3分 6 006 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 1 大動脈スイッチ術後の大動脈弁置換術 福岡市立こども病院　心臓血管外科

10078 落合 由恵 おちあい よしえ 7月21日（木） 09:48-10:28 発表5分　討論3分 5 011 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 2 Carotid Swing Down弓再建術後の遠隔成績
独立行政法人地域医療機能推進機構
九州病院　心臓血管外科

10023 落合 昂一郎 おちあい
こういちろ
う

7月22日（金） 14:40-15:20 発表5分　討論3分 2 098 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 3 UCを合併した大動脈炎症候群を伴うARの1例
宮崎大学医学部附属病院　外科（心
臓血管外科）

10028 小山 倫太郎 おやま りんたろう 7月22日（金） 09:30-10:30 発表6分 討論4分 3 CRA12 第2会場（2Ｆ 中ホール）  CRA（肺） 空洞影で発見されたサルコイドーシスの1例 産業医科大学　第２外科

10120 恩塚 龍士 おんづか たつし 7月22日（金） 15:14-15:54 発表5分　討論3分 4 123 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 4 異所性右鎖骨下動脈塞栓術を併施したTEVARの一例
独立行政法人地域医療機能推進機構
九州病院　心臓血管外科

10071 樫原 正樹 かしはら まさき 7月22日（金） 15:00-15:50 発表7分 討論3分 2 139
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺ビデオ 2 悪性胸膜中皮腫に対し胸膜切除剥皮術を施行した１例 久留米大学医学部　外科学

10087 楫山 健太 かじやま けんた 7月22日（金） 09:00-9:24 発表5分 討論3分 2 SA03 第2会場（2Ｆ 中ホール） SA（肺） 低肺機能の肺癌症例に対して左下葉切除を施行した1例 産業医科大学病院

10085 金本 亮 かなもと りょう 7月21日（木） 10:04-10:44 発表5分　討論3分 3 048 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 1 オープンステントグラフトを用いた全弓部置換術の検討 聖マリア病院　心臓血管外科

10052 金山 雅俊 かなやま まさとし 7月22日（金） 13:30-14:10 発表5分　討論3分 3 130
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

手術手技、その他の呼
吸器疾患 3

外傷性血気胸に対して緊急肺切除術を施行した１例 飯塚病院　呼吸器外科

10129 上村 豪 かみむら ごう 7月22日（金） 09:30-10:30 発表6分 討論4分 5 CRA14 第2会場（2Ｆ 中ホール） CRA（肺） 上肺静脈走行異常を伴った右上葉肺癌の１例 鹿児島大学大学院　呼吸器外科分野

10073 川越 勝也 かわごえ かつや 7月21日（木） 09:32-10:04 発表5分　討論3分 3 044 第2会場（2Ｆ 中ホール） 冠状動脈 2 RING+STRING法が奏功したIMRの1例 宮崎市郡医師会病院　心臓血管外科

10144 川越 勝也 かわごえ かつや 7月22日（金） 15:20-16:00 発表5分　討論3分 2 103 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 4 もやもや病患者に対するIABP補助下僧帽弁形成術の1例 宮崎市郡医師会病院　心臓血管外科

10096 河島 毅之 かわしま たかゆき 7月21日（木） 09:32-10:04 発表5分　討論3分 4 045 第2会場（2Ｆ 中ホール） 冠状動脈 2 頸動脈内膜剥離術を同時施行したUAP、虚血性MRの1例 大分大学医学部　心臓血管外科

10051 川村 紗奈江 かわむら さなえ 7月22日（金） 13:46-14:34 発表5分　討論3分 4 112 第2会場（2Ｆ 中ホール） 心臓腫瘍 右房破裂を来した心臓原発血管肉腫の小児例
佐賀大学医学部　胸部・心臓血管外
科学

10075 上田 英昭 かんだ ひであき 7月21日（木） 09:00-9:48 発表5分　討論3分 2 002 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 1 ファロー四徴症術後長期遠隔期の肺動脈弁置換の1例 鹿児島大学病院　心臓血管外科

10076 上田 英昭 かんだ ひであき 7月21日（木） 10:28-11:08 発表5分　討論3分 2 013 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 3 成人期に発症した部分型房室中隔欠損症の1例 鹿児島大学病院　心臓血管外科

10123 菊先 聖 きくさき さとし 7月21日（木） 09:00-9:32 発表5分　討論3分 4 041 第2会場（2Ｆ 中ホール） 冠状動脈 1 冠動脈全体に著明な石灰化を伴ったCADに対する1手術例 久留米大学病院

10082 北薗 巌 きたぞの いわお 7月22日（金） 10:38-11:26 発表5分　討論3分 3 093 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 合併症、その他 開心術後の急性胆嚢炎の検討
鹿児島大学病院　心臓血管外科・消
化器外科学

10092 木村 俊一郎 きむら
しゅんいち
ろう

7月21日（木） 10:20-11:00 発表5分　討論3分 4 071
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

縦隔・胸壁疾患 1 リンパ性間質を伴う小結節性胸腺腫の一例
佐賀大学医学部 胸部・心臓血管外科
学

10086 久保 進祐 くぼ しんすけ 7月21日（木） 09:40-10:20 発表5分　討論3分 2 064
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺悪性腫瘍 2 ALK阻害薬による術前化学療法を施行した肺腺癌の1例 宮崎県立宮崎病院　外科

10156 隈元 清仁 くまもと さやひと 7月22日（金） 09:08-10:38 発表6分 討論4分 9 CRA09 第1会場（1Ｆ 県民ホール） CRA（心臓・大血管） 胸腺癌浸潤で上大静脈症候群を呈しSVC再建をした1例
済生会熊本病院　心臓血管センター
心臓血管外科
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10014 黒木 英男 くろき ひでお 7月21日（木） 09:00-9:40 発表5分　討論3分 1 058
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺悪性腫瘍 1 左肺全摘出後に対側肺に発生した胎児型肺腺癌の1例 唐津赤十字病院　呼吸器外科

10146 黒田 悠規 くろだ ゆうき 7月21日（木） 15:08-15:56 発表5分　討論3分 5 027 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 1 心尖部アプローチTAVRにOPCABを併施した1例 小倉記念病院　心臓血管外科

10155 桑野 彰人 くわの あきと 7月22日（金） 14:40-15:20 発表5分　討論3分 4 100 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 3 交連部断裂による急性大動脈弁閉鎖不全症の1例
佐賀大学医学部　胸部・心臓血管外
科学

10015 桑原 元尚 くわはら もとひさ 7月22日（金） 15:00-15:50 発表7分 討論3分 4 141
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺ビデオ 2 肋骨固定を行った外傷性気胸の１例
福岡県済生会二日市病院　呼吸器外
科

10094 興梠 貴俊 こうろぎ たかとし 7月21日（木） 09:00-9:48 発表5分　討論3分 3 003 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 1 姉弟に施行した大動脈弁上狭窄症手術の2例
宮崎大学医学部附属病院　外科（心
臓血管外科）

10047 古賀 秀剛 こが しゅうごう 7月21日（木） 10:04-10:44 発表5分　討論3分 2 047 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 1 OS挿入困難予測例に対する上行弓部置換＋SGの経験 光晴会病院　心臓血管外科

10029 古賀 智子 こが さとこ 7月21日（木） 15:32-16:12 発表5分　討論3分 4 085
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

手術手技、その他の呼
吸器疾患 1

横隔膜弛緩症に対する完全胸腔鏡下横隔膜縫縮術の一例 唐津赤十字病院　外科

10030 古賀 智子 こが さとこ 7月22日（金） 15:00-15:50 発表7分 討論3分 1 138
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺ビデオ 2 膿胸の開窓術後に広背筋・大胸筋充填術を施行した一例 唐津赤十字病院

10035 古野 哲慎 この たかのり 7月21日（木） 15:56-16:28 発表5分　討論3分 1 029 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 2 大動脈四尖弁によるARに対し術式に工夫を加えた一例 市立大村市民病院　心臓血管外科

10061 小林 真理子 こばやし まりこ 7月21日（木） 10:28-11:08 発表5分　討論3分 1 012 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 3 部分型房室中隔欠損症の外科治療成績
神奈川県立こども医療センター　心臓
血管外科

10119 財満 康之 ざいま やすゆき 7月21日（木） 14:20-15:08 発表5分　討論3分 3 019 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 4 下大静脈左房還流を伴った総肺静脈還流異常の3例 福岡市立こども病院　心臓血管外科

10115 阪口 修平 さかぐち しゅうへい 7月21日（木） 09:48-10:28 発表5分　討論3分 4 010 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 2 3か月未満のNorwood＋BDG手術成績の検討 福岡市立こども病院　心臓血管外科

10070 朔 浩介 さく こうすけ 7月22日（金） 13:46-14:34 発表5分　討論3分 5 113 第2会場（2Ｆ 中ホール） 心臓腫瘍 肝細胞癌を原発とした転移性右室腫瘍の1例 久留米大学外科学講座

10013 佐々木 高信 ささき たかのぶ 7月21日（木） 15:32-16:12 発表5分　討論3分 3 084
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

手術手技、その他の呼
吸器疾患 1

胸腔頂部神経鞘腫に対する胸腔鏡手術 琉球大学　第二外科

10039 里 学 さと まなぶ 7月21日（木） 16:28-17:18 発表7分 討論3分 4 036 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 心臓ビデオ1（成人） バルサルバ洞動脈瘤破裂に対する2重パッチ閉鎖
地方独立行政法人佐賀県医療セン
ター好生館　心臓血管外科

10126 佐藤 愛子 さとう あいこ 7月22日（金） 09:08-10:38 発表6分 討論4分 6 CRA06 第1会場（1Ｆ 県民ホール） CRA（心臓・大血管） Bentall術後冠動脈瘤に手術行ったMarfan症候群の一例
大分大学大学院医学系研究科・医学
部　心臓血管外科学講座

10024 佐野 由佳 さの ゆか 7月22日（金） 13:46-14:34 発表5分　討論3分 1 109 第2会場（2Ｆ 中ホール） 心臓腫瘍 脳塞栓症で発症した僧帽弁腫瘍に対する手術症例
独立行政法人地域医療機能推進機構
九州病院　心臓血管外科

10033 清水 彩理 しみず ひかり 7月21日（木） 10:20-11:00 発表5分　討論3分 2 069
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

縦隔・胸壁疾患 1 上大静脈合併切除した胸腺癌の1例
国立病院機構長崎医療センター　呼
吸器外科

10153 下石 光一郎 しもいし
こういちろ
う

7月22日（金） 14:34-15:14 発表5分　討論3分 1 115 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 3 冠動脈バイパス術後の上行大動脈仮性瘤切除術
医療法人社団水光会宗像水光会総合
病院

10136 城尾 邦彦 じょうお くにひこ 7月21日（木） 10:28-11:08 発表5分　討論3分 5 016 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 3 完全型Cantrell症候群に合併したファロー四徴症の一例
独立行政法人地域医療機能推進機構
九州病院　心臓血管外科

10158 城尾 邦彦 じょうお くにひこ 7月21日（木） 14:20-15:08 発表5分　討論3分 6 022 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 4 右側相同心房洞結節 －基礎研究から臨床へ－
独立行政法人地域医療機能推進機構
九州病院　心臓血管外科

10154 白桃 雄太 しらもも ゆうた 7月22日（金） 15:14-15:54 発表5分　討論3分 1 120 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 4 緊急TEVAR術後に食道ー大動脈瘤瘻を形成した一例 鹿児島市立病院　心臓血管外科

10135 陣内 宏紀 じんのうち こうき 7月21日（木） 10:04-10:44 発表5分　討論3分 4 049 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 1 当院におけるオープンステント併用の弓部置換術の検討
独立行政法人国立病院機構嬉野医療
センター　心臓血管外科

10148 鈴木 雄三 すずき ゆうぞう 7月21日（木） 09:00-9:40 発表5分　討論3分 4 061
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺悪性腫瘍 1 空洞を形成したInvasive adenocarcinomaの一切除例
独立行政法人国立病院機構九州がん
センター　呼吸器腫瘍科
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10131 宗 哲哉 そう てつや 7月21日（木） 09:40-10:20 発表5分　討論3分 3 065
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺悪性腫瘍 2 肺小細胞癌術後1年で多発脳転移後も長期生存中の一例 新小文字病院　呼吸器外科

10121 園田 拓道 そのだ ひろみち 7月21日（木） 15:08-15:56 発表5分　討論3分 6 028 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 1 当院における経心尖部アプローチTAVIの検討
九州大学医学部附属病院　心臓血管
外科

10125 高志 賢太郎 たかじ けんたろう 7月22日（金） 13:46-14:34 発表5分　討論3分 3 111 第2会場（2Ｆ 中ホール） 心臓腫瘍 多発転移を伴う腎細胞癌による肺塞栓症の1手術例 済生会熊本病院　心臓血管外科

10049 高森 信吉 たかもり しんきち 7月21日（木） 14:20-15:00 発表5分　討論3分 2 074
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

縦隔・胸壁疾患 2 体外循環準備下に切除した巨大頚部縦隔腫瘍の１例 九州大学病院　消化器・総合外科

10080 竹本 捷 たけもと しょう 7月22日（金） 15:14-15:54 発表5分　討論3分 2 121 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 4 人工血管狭窄による下肢虚血に対するTEVAR成功例
九州大学医学部附属病院 心臓血管
外科

10112 立岡 修治 たちおか しゅうじ 7月21日（木） 14:20-15:00 発表5分　討論3分 3 053 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 2 下行大動脈遺残解離破裂に対する偽腔内留置TEVAR
独立行政法人国立病院機構鹿児島医
療センター　心臓血管外科

10111 立岡 修治 たちおか しゅうじ 7月22日（金） 15:14-15:54 発表5分　討論3分 3 122 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 4 腹部大動脈高度石灰化狭窄に対するTEVARの経験
独立行政法人国立病院機構鹿児島医
療センター　心臓血管外科

10099 帯刀 英樹 たてわき ひでき 7月21日（木） 09:00-9:48 発表5分　討論3分 4 004 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 1 人工腱索を用いた三尖弁形成術
九州大学医学部附属病院　心臓血管
外科

10122 谷口 真一郎 たにぐち
しんいちろ
う

7月21日（木） 14:20-15:00 発表5分　討論3分 4 054 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 2 三腔解離を呈した慢性B型大動脈解離のTEVARの1例 佐世保中央病院　心臓血管外科

10005 田ノ上 禎久 たのうえ よしひさ 7月21日（木） 15:10-15:30 発表7分 討論3分 2 057 第2会場（2Ｆ 中ホール） 心臓ビデオ2(先天性) 先天性心疾患に対する植込型左心補助人工心臓 九州大学病院　心臓血管外科

10010 田山 栄基 たやま えいき 7月22日（金） 14:40-15:20 発表5分　討論3分 1 097 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 3 術前左室緻密化障害を疑ったASの治療経験
独立行政法人国立病院機構九州医療
センター　心臓外科

10128 手石方 崇志 ていしかた たかし 7月22日（金） 13:30-14:10 発表5分　討論3分 1 128
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

手術手技、その他の呼
吸器疾患 3

肺癌と鑑別困難であった肺硬化性血管腫の一切除例 医療法人天神会新古賀病院

10104 寺園 和哉 てらぞの かずや 7月21日（木） 10:28-11:08 発表5分　討論3分 4 015 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 3 ASD根治術後に左心不全をきたしPCPSを要した一例
独立行政法人国立病院機構鹿児島医
療センター

10084 寺園 和哉 てらぞの かずや 7月22日（金） 13:46-14:34 発表5分　討論3分 6 114 第2会場（2Ｆ 中ホール） 心臓腫瘍 左房壁内血腫摘出後の再発で平滑筋肉腫と判明した一例
独立行政法人国立病院機構鹿児島医
療センター

10157 寺谷 裕充 てらたに ひろみつ 7月21日（木） 09:32-10:04 発表5分　討論3分 1 042 第2会場（2Ｆ 中ホール） 冠状動脈 2 両側内胸動脈および橈骨動脈を用いたCABG 福岡大学医学部　心臓血管外科学

10056 當山 眞人 とうやま まさと 7月21日（木） 09:00-9:32 発表5分　討論3分 3 040 第2会場（2Ｆ 中ホール） 冠状動脈 1 左内胸動脈ー左前下行枝バイパス３０年経過の２例 沖縄協同病院　心血管センター　外科

10140 徳石 恵太 とくいし けいた 7月22日（金） 15:00-15:50 発表7分 討論3分 3 140
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺ビデオ 2 胸腔鏡下S9+10区域切除術の1例
独立行政法人国立病院機構福岡東医
療センター

10026 徳永 滋彦 とくなが しげひこ 7月21日（木） 16:28-17:18 発表7分 討論3分 1 033 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 心臓ビデオ1（成人） 僧帽弁形成におけるMounting法
神奈川県立循環器呼吸器病センター
心臓血管外科

10017 戸塚 裕一 とつか ゆういち 7月21日（木） 16:28-17:18 発表7分 討論3分 3 035 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 心臓ビデオ1（成人） 肺動脈瘍塞栓に対する肺動脈合併腫瘍切除を行った一例
琉球大学大学院医学研究科・医学部
胸部心臓血管外科学

10107 豊川 建二 とよかわ けんじ 7月21日（木） 15:08-15:56 発表5分　討論3分 4 026 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 1 Valve in valveを要したTAVIの2症例
九州大学医学部附属病院　心臓血管
外科

10127 鳥谷 亮平 とりや りょうへい 7月22日（金） 09:08-10:38 発表6分 討論4分 7 CRA07 第1会場（1Ｆ 県民ホール） CRA（心臓・大血管）
SAMによるMRと弓部瘤への経大動脈的MVPと全弓部置換
術

独立行政法人国立病院機構九州医療
センター　心臓外科

10037 中川 誠 なかがわ まこと 7月22日（金） 14:10-15:00 発表7分 討論3分 1 133
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺ビデオ 1 右楔状スリーブ中葉切除を行った肺癌の１例 株式会社麻生飯塚病院　呼吸器外科

10021 中島 紘太 なかしま こうた 7月21日（木） 10:20-11:00 発表5分　討論3分 1 068
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

縦隔・胸壁疾患 1 リンパ濾胞性過形成を伴う多房性胸腺嚢胞の1切除例 済生会福岡総合病院　外科

10022 中野 俊秀 なかの としひで 7月21日（木） 09:48-10:28 発表5分　討論3分 1 007 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 2 最近10年間のHLHSに対するNorwood手術の成績 福岡市立こども病院　心臓血管外科
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10150 中村 生 なかむら しょう 7月21日（木） 14:20-15:08 発表5分　討論3分 5 021 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 4 気管軟化症に対する気管外ステント術の経験
神奈川県立こども医療センター　心臓
血管外科

10003 中村 勝也 なかむら かつや 7月21日（木） 15:00-15:32 発表5分　討論3分 1 078
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

縦隔・胸壁疾患 3 胸壁に発症した筋肉内血管腫の一例
独立行政法人地域医療機能推進機構
九州病院　外科

10133 中村 好宏 なかむら よしひろ 7月21日（木） 16:12-16:44 発表5分　討論3分 1 087
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

手術手技、その他の呼
吸器疾患 2

肺癌に対する胸壁合併切除術の工夫 鹿児島大学病院　呼吸器外科

10054 西澤 夏將 にしざわ なつまさ 7月21日（木） 15:00-15:32 発表5分　討論3分 2 079
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

縦隔・胸壁疾患 3 血胸を契機に発見された胸膜孤立性線維性腫瘍の1例 株式会社麻生飯塚病院　呼吸器外科

10161 西島 卓矢 にしじま たくや 7月21日（木） 14:20-15:00 発表5分　討論3分 5 055 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 2 転落による多発外傷を伴う大動脈損傷の１例
株式会社麻生飯塚病院　心臓血管外
科

10044 西村 沙樹 にしむら さき 7月21日（木） 15:32-16:12 発表5分　討論3分 5 086
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

手術手技、その他の呼
吸器疾患 1

横隔膜弛緩症に対する胸腔鏡併用下横隔膜縫縮術の1例
宮崎大学医学部附属病院　外科（呼
吸器・乳腺外科）

10060 仁田 翔大 にた とぶひろ 7月21日（木） 15:08-15:56 発表5分　討論3分 1 023 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 1 左鎖骨下動脈アプローチによりTAVIを施行した一例
九州大学医学部附属病院　心臓血管
外科

10012 仁田 翔大 にた とぶひろ 7月22日（金） 14:34-15:14 発表5分　討論3分 3 117 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 3 2 Debranch TEVAR術後、逆行性解離の症例
九州大学医学部附属病院　心臓血管
外科

10105 能勢 直弘 のせ なおひろ 7月22日（金） 13:30-14:10 発表5分　討論3分 4 131
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

手術手技、その他の呼
吸器疾患 3

左肺底区動脈大動脈起始症の１例 新行橋病院　呼吸器外科

10109 袴田 圭祐 はかまだ けいすけ 7月22日（金） 10:38-11:26 発表5分　討論3分 4 094 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 合併症、その他 胸部大動脈瘤術後声帯麻痺呼吸管理に工夫を要した1例 小倉記念病院心臓血管外科

10002 橋本 亘 はしもと わたる 7月21日（木） 15:56-16:28 発表5分　討論3分 4 032 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 2 CABG後のASに対する右開胸顕微鏡下MICS-AVR
沖縄医療生活協同組合沖縄協同病院
心臓血管外科

10045 橋本 慎太郎 はしもと しんたろう 7月22日（金） 13:30-14:10 発表5分　討論3分 2 129
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

手術手技、その他の呼
吸器疾患 3

中葉部分切除後ステープラー周囲肉芽腫の1切除例 長崎大学大学院　腫瘍外科学

10110 橋本 圭司 はしもと けいし 7月22日（金） 09:08-10:38 発表6分 討論4分 5 CRA05 第1会場（1Ｆ 県民ホール） CRA（心臓・大血管） 心室瘤閉鎖術を二度施行し術後LOSに難渋した症例 久留米大学 外科学

10142 橋本 佳典 はしもと よしのり 7月22日（金） 09:00-9:24 発表5分 討論3分 3 SA04 第2会場（2Ｆ 中ホール） SA（肺） 化学放射線療法後に手術を施行した局所進行肺癌の一例 久留米大学　医学部医学科

10069 蓮田 博文 はすだ ひろふみ 7月22日（金） 14:34-15:14 発表5分　討論3分 2 116 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 3 急性A型解離術後に基部瘤破裂を認めた1例 済生会福岡総合病院　心臓血管外科

10130 原田 雄章 はらだ たけあき 7月21日（木） 09:00-9:48 発表5分　討論3分 5 005 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 1 当院における先天性僧帽弁狭窄症に対する手術成績 福岡市立こども病院　心臓血管外科

10019 比嘉 花絵 ひが はなえ 7月22日（金） 09:30-10:30 発表6分 討論4分 2 CRA11 第2会場（2Ｆ 中ホール）  CRA（肺） 放線菌による急性膿胸の1例 医療法人財団池友会福岡和白病院

10050 樋口 和宏 ひぐち かずひろ 7月21日（木） 09:40-10:20 発表5分　討論3分 1 063
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺悪性腫瘍 2 肺癌孤立性膵転移の2症例 宮崎大学医学部　呼吸器・乳腺外科

10102 檜山 和弘
ひのきや
ま

かずひろ 7月21日（木） 10:28-11:08 発表5分　討論3分 3 014 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 3 Modified single-patch法による房室中隔欠損根治術 福岡市立こども病院　心臓血管外科

10038 廣瀬 皓介 ひろせ こうすけ 7月22日（金） 10:10-10:34 発表5分　討論3分 1 125
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

食道 化学放射線療法後に組織転換した食道扁平上皮癌の1例 九州大学大学院　消化器・総合外科

10117 福田 倫史 ふくだ ともふみ 7月22日（金） 14:34-15:14 発表5分　討論3分 5 119 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 3 TEVAR術後のA型大動脈解離に対する治療経験
久留米大学医学部　心臓・血管外科
部門

10132 浮池 宜史 ふけ よしふみ 7月21日（木） 16:28-17:18 発表7分 討論3分 5 037 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 心臓ビデオ1（成人） 右室切開アプローチが有効であったVSP閉鎖術の一例
九州大学医学部附属病院　心臓血管
外科

10000 浮池 宜史 ふけ よしふみ 7月22日（金） 09:08-10:38 発表6分 討論4分 1 CRA01 第1会場（1Ｆ 県民ホール） CRA（心臓・大血管） In-situ graftsに依存したCABG術後遠隔期AVRの一例 北九州市立医療センター

10097 藤本 智子 ふじもと のりこ 7月21日（木） 09:48-10:28 発表5分　討論3分 3 009 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 2 左肺無形性を伴うCoA, TAPVDの経験
九州大学医学部附属病院　心臓血管
外科
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10025 古川 貢之 ふるかわ こうじ 7月21日（木） 09:32-10:04 発表5分　討論3分 2 043 第2会場（2Ｆ 中ホール） 冠状動脈 2 術前拡張能不全のICM遠隔期成績におよぼす影響
宮崎大学医学部附属病院　外科（心
臓血管外科）

10043 古堅 智則 ふるげん とものり 7月21日（木） 09:00-9:40 発表5分　討論3分 2 059
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺悪性腫瘍 1 高齢者に発症した肺原発リンパ上皮腫様癌の2例 独立行政法人国立病院機構沖縄病院

10147 増田 佳子 ますだ よしこ 7月21日（木） 09:40-10:20 発表5分　討論3分 5 067
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺悪性腫瘍 2 術後膿胸が疑われたが肺癌再発であった1例
社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病
院　呼吸器センター 呼吸器外科

追加演題 松浦 亮太 まつうら りょうた 7月22日（金） 15:20-16:00 発表5分　討論3分 4 105 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 4 CoAとARを伴う成人Turner症候群の1手術例
宮崎大学医学部付属病院心臓血管外
科

10116 松田 健作 まつだ けんさく 7月21日（木） 14:20-15:08 発表5分　討論3分 2 018 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 4 孤立性肺静脈閉塞症の一例
九州大学医学部附属病院　心臓血管
外科

10040 松永 章吾 まつなが しょうご 7月21日（木） 09:48-10:28 発表5分　討論3分 2 008 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 2 品胎1336gで出生した大血管転位症の治療経験
熊本市立熊本市民病院　小児心臓外
科

10093 松葉 智之 まつば ともゆき 7月21日（木） 15:10-15:30 発表7分 討論3分 1 056 第2会場（2Ｆ 中ホール） 心臓ビデオ2(先天性) 小児大動脈弁逆流に対して大動脈弁形成を行った2例 鹿児島大学病院　心臓血管外科

10063 松丸 一朗 まつまる いちろう 7月21日（木） 16:28-17:18 発表7分 討論3分 2 034 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 心臓ビデオ1（成人） 機能的 MRに対する後尖パッチ拡大併用僧帽弁形成術 長崎大学病院　心臓血管外科

10139 松水 和徳 まつみず かずのり 7月22日（金） 09:00-9:08 発表5分 討論3分 1 SA01 第1会場（1Ｆ 県民ホール）  SA（心） 植込型補助人工心臓から離脱した1例 九州大学病院　心臓血管外科

10160 丸田 紘子 まるた ひろこ 7月22日（金） 09:30-10:30 発表6分 討論4分 6 CRA15 第2会場（2Ｆ 中ホール） CRA（肺） スマートフォンを用いた胸腔鏡トレーニングボックス 新武雄病院　呼吸器外科

10106 三浦 隆 みうら たかし 7月22日（金） 14:10-15:00 発表7分 討論3分 5 137
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺ビデオ 1 鳩胸に対して漏斗胸のNuss法を応用した手術 国家公務員共済組合会新別府病院

10011 満尾 博 みつお ひろし 7月22日（金） 10:38-11:26 発表5分　討論3分 2 092 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 合併症、その他 肺動脈カテーテル挿入で生じた完全房室ブロックの一例
地方独立行政法人下関市立市民病院
心臓血管外科

10100 南曲 康多
みなみま
がり

こうた 7月22日（金） 09:50-10:10 発表6分 討論4分 1 CRA16
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

CRA（食道） 3剤化学療法で遠隔転移が消失した食道癌の1切除例 鹿児島大学病院　消化器外科（Ｉ）

10059 宮城 ちひろ みやぎ ちひろ 7月21日（木） 09:00-9:48 発表5分　討論3分 1 001 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 先天性心疾患 1 重症新生児Ebstein奇形に対する三尖弁形成手術 福岡市立こども病院　心臓血管外科

10058 宮城 淳 みやぎ じゅん 7月21日（木） 15:00-15:32 発表5分　討論3分 3 080
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

縦隔・胸壁疾患 3 孤立性線維性腫瘍が疑われた胸壁血管腫の１例 沖縄赤十字病院　呼吸器外科

10001 宮城 ちひろ みやぎ ちひろ 7月22日（金） 13:30-13:46 発表5分　討論3分 1 107 第2会場（2Ｆ 中ホール） 人工心臓 左肋骨弓下アプローチによるiLVAD血液ポンプ交換の1例
九州大学医学部附属病院　心臓血管
外科

10141 宮本 詩子 みやもと うたこ 7月21日（木） 10:20-11:00 発表5分　討論3分 5 072
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

縦隔・胸壁疾患 1 胸腺腫術後に胸骨ワイヤーが心臓内に迷入した一例
佐賀大学医学部　胸部・心臓血管外
科学

10041 向原 公介
むかいは
ら

こうすけ 7月22日（金） 14:40-15:20 発表5分　討論3分 3 099 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 3 大動脈弁置換術後僧帽弁大動脈弁移行部断裂の一例
鹿児島大学　心臓血管・消化器外科
学講座

10020 毛利 教生 もうり のりお 7月22日（金） 09:08-10:38 発表6分 討論4分 2 CRA02 第1会場（1Ｆ 県民ホール） CRA（心臓・大血管） 50-60代におけるstanford A型解離に対する治療戦略 牧港中央病院　心臓血管外科

10091 森 和樹 もり かずき 7月21日（木） 15:56-16:28 発表5分　討論3分 2 030 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 2 SOLOステントレス生体弁を用いた大動脈弁置換術の経験
大分大学医学部附属病院　心臓血管
外科

10067 森 毅 もり たけし 7月21日（木） 09:00-9:40 発表5分　討論3分 3 060
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺悪性腫瘍 1 胸壁浸潤した播種巣を有する右上葉肺癌の1例
熊本大学医学部附属病院　呼吸器外
科

10036 森 くるみ もり くるみ 7月21日（木） 14:20-15:00 発表5分　討論3分 5 077
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

縦隔・胸壁疾患 2 左肺尖部神経鞘腫に対するtransmanubrial approach 長崎大学病院　腫瘍外科学

10152 森 龍祐 もり りゅうすけ 7月22日（金） 15:20-16:00 発表5分　討論3分 3 104 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 4 前縦隔腫瘍を合併した先天性二尖弁によるARの手術経験
独立行政法人国立病院機構九州医療
センター　心臓外科

10008 森 遼 もり りょう 7月22日（金） 09:30-10:30 発表6分 討論4分 1 CRA10 第2会場（2Ｆ 中ホール）  CRA（肺） 腸型肺腺癌と消化器癌肺転移の診断に苦慮した3切除例
独立行政法人国立病院機構九州医療
センター　呼吸器外科
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10006 盛島 裕次 もりしま ゆうじ 7月21日（木） 10:04-10:44 発表5分　討論3分 1 046 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 1 順行性持続的血液冠潅流による非心停止下全弓部置換術 仁愛会浦添総合病院　心臓血管外科

10083 諸鹿 俊彦 もろが としひこ 7月22日（金） 14:10-15:00 発表7分 討論3分 4 136
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺ビデオ 1 胸腔鏡併用下に切除し得た胸壁神経線維腫の1例 福岡大学筑紫病院　外科

10081 諸隈 宏之 もろくま ひろゆき 7月21日（木） 14:20-15:00 発表5分　討論3分 1 051 第2会場（2Ｆ 中ホール） 大血管 2 腹部臓器虚血を伴う急性B型解離に対する外科治療
医療法人徳洲会福岡徳洲会病院　心
臓血管外科

10090 柳 正和 やなぎ まさかず 7月21日（木） 15:00-15:32 発表5分　討論3分 4 081
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

縦隔・胸壁疾患 3 胸水貯留の原因となった縦隔毛細血管腫の1例 鹿児島市立病院　呼吸器外科

10007 山崎 宏司 やまざき こうじ 7月21日（木） 15:32-16:12 発表5分　討論3分 2 083
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

手術手技、その他の呼
吸器疾患 1

肺癌に対するロボット支援下肺葉切除術の利点・欠点
独立行政法人国立病院機構九州医療
センター　呼吸器外科

10062 山里 隆浩 やまざと たかひろ 7月22日（金） 09:08-10:38 発表6分 討論4分 3 CRA03 第1会場（1Ｆ 県民ホール） CRA（心臓・大血管） ２期的にバルサルバ洞破裂、外傷性MRを手術した１例
沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター　心臓血管外科

10134 山田 英明 やまだ ひであき 7月22日（金） 09:08-10:38 発表6分 討論4分 8 CRA08 第1会場（1Ｆ 県民ホール） CRA（心臓・大血管） 急性期脳合併症を伴う感染性心内膜炎に対する一手術例 福岡大学病院　心臓血管外科

10149 山本 耕三 やまもと こうぞう 7月22日（金） 13:30-14:10 発表5分　討論3分 5 132
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

手術手技、その他の呼
吸器疾患 3

右中葉肺内出血を契機に発見された右下葉低形成の1例
公益財団法人昭和会今給黎総合病院
呼吸器外科

10162 柚木 純二 ゆのき じゅんじ 7月21日（木） 15:08-15:56 発表5分　討論3分 3 025 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 弁膜症 1 TAVIにおける佐賀大学でのDevice選択
佐賀大学医学部　胸部・心臓血管外
科学

10046 柚木 健太郎 ゆのき けんたろう 7月22日（金） 09:00-9:24 発表5分 討論3分 1 SA02 第2会場（2Ｆ 中ホール） SA（肺） 肺尖部胸壁浸潤小細胞肺癌に対して完全切除し得た一例
産業医科大学病院　呼吸器・胸部外
科

10032 横山 新太郎 よこやま しんたろう 7月22日（金） 09:30-10:30 発表6分 討論4分 4 CRA13 第2会場（2Ｆ 中ホール） CRA（肺） 肺嚢胞内に特徴的な多発結節を有した肺腺癌の一切除例 久留米大学外科学講座

10016 吉岡 祐希 よしおか ゆうき 7月21日（木） 09:00-9:32 発表5分　討論3分 1 038 第2会場（2Ｆ 中ホール） 冠状動脈 1 AMI後のVSPに、HITを合併した症例 熊本赤十字病院　心臓血管外科

10095 吉田 康浩 よしだ やすひろ 7月21日（木） 15:32-16:12 発表5分　討論3分 1 082
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

手術手技、その他の呼
吸器疾患 1

胸部手術に対するda Vinci Xi導入への取り組み
福岡大学医学部　呼吸器・乳腺内分
泌・小児外科学

10055 吉田 望 よしだ のぞみ 7月22日（金） 10:38-11:26 発表5分　討論3分 6 096 第1会場（1Ｆ 県民ホール） 合併症、その他 術後収縮性心膜炎に対し心膜剥離術を施行した一例 医療法人光晴会病院

10077 吉田 大輔 よしだ だいすけ 7月22日（金） 10:10-10:34 発表5分　討論3分 2 126
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

食道 胃癌を合併した食道癌に対する食道バイパス手術の経験
独立行政法人国立病院機構九州がん
センター　消化器外科

10065 饒平名 知史 よへな ともふみ 7月21日（木） 16:12-16:44 発表5分　討論3分 2 088
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

手術手技、その他の呼
吸器疾患 2

続発性気胸にTachocomb+Fibrin glue充填法を行った1例
独立行政法人国立病院機構沖縄病院
外科

10143 若原 純一 わかはら じゅんいち 7月22日（金） 14:10-15:00 発表7分 討論3分 3 135
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺ビデオ 1 悪性胸膜中皮腫に胸膜切除(P/D)を施行した１例
福岡大学病院　呼吸器・乳腺内分泌・
小児外科

10053 脇田 和博 わきだ かずひろ 7月21日（木） 14:20-15:00 発表5分　討論3分 3 075
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

縦隔・胸壁疾患 2 甲状腺癌術後経過観察で発見された縦隔甲状舌管嚢胞
鹿児島大学大学院医歯学総合研究
科・医学部　呼吸器外科学

10108 早稲田 龍一 わせだ りゅういち 7月22日（金） 15:00-15:50 発表7分 討論3分 5 142
第3会場（1Ｆ　リハーサル
室）

肺ビデオ 2 悪性・良性の声門下狭窄に対する喉頭気管切除再建術
福岡大学医学部　呼吸器・乳腺内分
泌・小児外科学


