
種別 発表日 発表者名 演題名 学会名 会場名 国名 都市名 発表形式 査読有無

1 学会 2018年5月9日 脇山 英丘 当科におけるzone0 TEVARの手術成績 第46回 日本心臓血管外科学会学術総会 山形国際ホテル 日本 山形 poster 有

2 学会 2018年5月9日 坂本 敏仁
B型急性大動脈解離に対するPETTICOAT法術後に下肢血流低下を認めた
２例

第46回 日本心臓血管外科学会学術総会 山形国際ホテル 日本 山形 poster 有

3 学会 2018年5月11日 山本 真由子 術後に追加治療を要したEVAR症例の検討 第46回 日本心臓血管外科学会学術総会 山形国際ホテル 日本 山形 poster 有

4 学会 2018年5月19日 山本 真由子 窒息を契機に診断に至った重複大動脈弓に対し手術を行った一例 第274回 小児科学会兵庫県地方会
医学部会館シスメックス
ホール

日本 神戸 oral 無

5 学会 2018年6月21日 圓尾 文子 Case Presentation Award 心臓18 先天性2 第61回 関西胸部外科学会学術集会 名古屋国際会議場 日本 名古屋 座長 有

6 学会 2018年6月21日 山本 真由子
右肺動脈下行大動脈起始に対する乳児早期の正中アプローチによる修
復の一例（Case Presentation Award 心臓19 先天性3）

第61回 関西胸部外科学会学術集会 名古屋国際会議場 日本 名古屋 oral 有

7 学会 2018年6月22日 坂本 敏仁
大動脈基部限局性解離による急性大動脈弁閉鎖不全症に対する弁形成
術後４か月で逆流再発を認め大動脈弁置換術を施行した１例

第61回 関西胸部外科学会学術集会 名古屋国際会議場 日本 名古屋 oral 有

8 学会 2018年6月22日 脇山 英丘
中等度以上のfunctional ischemic mitral regurgitationに対する手
術成績

第61回 関西胸部外科学会学術集会 名古屋国際会議場 日本 名古屋 oral 有

9 学会 2018年7月5日 圓尾 文子 ポスターセッション18 外科治療3
第54回 日本小児循環器学会総会・学術
集会

パシフィコ横浜 日本 横浜 座長 有

10 学会 2018年9月29日 圓尾 文子 Fontan術後急性期の心臓リハビリテーションの経験 第275回 日本小児科学会兵庫地方会 姫路キャスパホール 日本 姫路 oral 無

11 学会 2018年10月4日 脇山 英丘
moderate以上のfunctional ischemic mitral regurgitationに対する
手術成績

第71回 日本胸部外科学会定期学術集会
グランドプリンスホテル
新高輪

日本 東京 poster 有

12 学会 2019年1月18日 圓尾 文子 この症例をどうする 第21回 日本成人先天性心疾患学会
岡山コンベンションセン
ター

日本 岡山 oral 有

13 学会 2019年1月19日 圓尾 文子 成人先天性心疾患チームの立ち上げ6か月の現状 第21回 日本成人先天性心疾患学会
岡山コンベンションセン
ター

日本 岡山 oral 有

14 学会 2019年2月11日 坂本 敏仁
足関節温存を目指した難治性潰瘍治療～下腿バイパスをinflowとした
遊離皮弁移植術～

第49回 日本心臓血管外科学会学術総会
岡山コンベンションセン
ター

日本 岡山 oral 有

15 学会 2019年2月13日 脇山 英丘 EVAR後type IIエンドリークに対する治療戦略 第49回 日本心臓血管外科学会学術総会
岡山コンベンションセン
ター

日本 岡山 oral 有

16 学会 2019年2月13日 山本 真由子 uncomplicated B型慢性大動脈解離に対するTEVARの初期、中期成績 第49回 日本心臓血管外科学会学術総会
岡山コンベンションセン
ター

日本 岡山 poster 有

17 研究会 2018年4月21日 山本 真由子 左室原発粘液腫の一例 第140回 山陽循環器病談話会 明石医療センター 日本 明石 oral 無

18 研究会 2018年5月30日 脇山 英丘 active IEに対する大動脈弁/僧帽弁手術 第65回 神戸心臓外科研究会(KCCS)
医学部会館シスメックス
ホール

日本 神戸 oral 無

19 研究会 2018年7月5日 圓尾 文子
非Ebstein病、先天性三尖弁閉鎖不全、僧帽弁閉鎖不全に対する三尖弁
形成術

第18回 小児心臓手術手技研究会 パシフィコ横浜 日本 横浜 oral 無

20 研究会 2018年7月20日 圓尾 文子 症例検討会 第3回 兵庫成人先天性心疾患研究会 神戸大学神緑会館 日本 神戸 座長 無
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