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1 学会 2021年5月19日
脇山 英丘,坂本 敏仁,田中 陽介,圓尾 文子,
大保 英文

一般演題：左椎骨動脈起始を伴った胸部大動脈瘤に対するTEVARの
経験

第49回 日本血管外科学会学術
総会

web開催/愛知医大 日本 愛知 Web oral

2 学会 2021年5月19日
田中 陽介,坂本 敏仁,圓尾 文子,脇山 英丘,
大保 英文

一般演題：胸部大動脈ステントグラフト内挿術術後、逆行性A型解離
（RTAD）を発症した3例

第49回 日本血管外科学会学術
総会

web開催/愛知医大 日本 愛知 Web oral

3 学会 2021年6月5日
高橋 亮太,圓尾 文子,坂本 敏仁,田中 陽介,
大保 英文

感染性脳動脈瘤を合併した活動性感染性心内膜炎に対し、塞栓術と
開心術を一気的に行った一例

第144回 山陽循環器病談話会 web開催/赤穂市民病院 日本 赤穂 Web oral

4 学会 2021年6月17日 圓尾 文子 一般演題 心臓・大血管1 先天性心疾患
第64回 関西胸部外科学会学術
集会

web開催/川崎医大 日本 川崎 Web oral 座長

5 学会 2021年10月31日 大保 英文 透析患者のAVR 2
第74回 胸部外科学会定期学術
集会

ハイブリッド/慶応,東京 日本 東京 Web oral 座長

6 学会 2021年11月3日
圓尾 文子,高橋 亮太,坂本 敏仁,田中 陽介,
大保 英文

AYA世代における大動脈弁外科治療の遠隔成績と課題
第74回 胸部外科学会定期学術
集会

ハイブリッド/慶応,東京 日本 東京 oral

7 学会 2021年11月3日 圓尾 文子 オンデマンド口演 心臓40
第74回 胸部外科学会定期学術
集会

ハイブリッド/慶応,東京 日本 東京 Web oral 座長

8 学会 2021年12月11日 圓尾文子 先天性心疾患
第132回 日本循環器学会近畿
地方会

web開催/姫路循環器病
センター

日本 姫路 Web oral 座長

9 学会 2021年12月17日
圓尾文子,高橋亮太,坂本敏仁,田中陽介,圓
尾文子,大保英文

心臓血管外科領域SSIにおける局所高濃度抗菌剤持続投与治療の経
験

第34回 外科感染症学会総会学
術集会

ハイブリッド/産業医大,
小倉

日本 小倉 oral
symposiu
m

10 学会 2022年1月8日
圓尾文子,高橋亮太,坂本敏仁,田中陽介,圓
尾文子,大保英文

高齢者における心房間シャント疾患に対する外科治療
第22回 日本成人先天性心疾患
学会

東京コンファレンスセン
ター

日本 東京 oral

11 学会 2022年3月3日
脇山英丘,坂本敏仁,田中陽介,圓尾文子,大
保英文

当科におけるcomplicated acute type B大動脈解離症例に対する
TEVARの成績

第52回 日本心臓血管外科学会
学術総会

現地開催& web開催/横
浜

日本 横浜 oral

12 学会 2022年3月3日 圓尾文子
ワークショップ6 創肺静脈還流異常：sutureless. Conventional・再手術
など

第52回 日本心臓血管外科学会
学術総会

現地開催& web開催/横
浜

日本 横浜 oral 座長

診療科名等：心臓血管外科 2021年度：2021年4月～2022年3月

学会・研究会・講演会 発表
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13 研究会 2021年6月25日
圓尾 文子,高橋 亮太,坂本 敏仁,田中 陽介,
大保 英文

尾崎手術6例の経験
第70回 神戸心臓外科研究会
(KCCS)

ハイブリッド 日本 神戸 oral

14 研究会 2021年9月24日 脇山 英丘 パークローズを用いた経皮的大動脈ステントグラフト治療 Gore online forum web開催/Gore 日本 Web Web oral 座長

15 研究会 2021年11月12日 圓尾 文子 Fontan後心房内経路狭窄の1例 第25回 ACHD NIGHT webセミナー 日本 Web Web oral

16 研究会 2021年12月4日 圓尾 文子 一般演題 第7回 まほろばACHD談話会 橿原市/奈良県立医大 日本 橿原 oral 座長

17 研究会 2022年3月19日
坂本 敏仁,高橋 亮太,坂本 敏仁,田中 陽介,
圓尾 文子,大保 英文

右冠動脈領域心筋梗塞による心室中隔穿孔に対して右室アプローチ
Sandwich法を施行した1例

第145回 山陽循環器病談話会
web開催/北播磨総合医
療センター

日本 小野 Web oral


