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心臓血管外科学講座 
 

論  文 

〔原 著〕 
 
Fujimiya T, Iwai-Takano M, Igarashi T, Shinjo H, Ishida K, Takase S, Yokoyama H. Late Gadolinium 
Enhancement Predicts Improvement in Global Longitudinal Strain after Aortic Valve Replacement in Aortic 
Stenosis. Scientific Reports. 201909; 9:15688. 
 
Satokawa H, Takase S, Wakamatsu H, Seto Y, Kurosawa H, Yamamoto A, Fujimiya T, Ishida K, Yokoyama 
H. Long-Term Outcomes of Spontaneous Isolated Superior Mesenteric Artery Dissection. AVD. 201912; 
12(4):456-459. 
 
〔その他〕 
 
The Japanese Society for Vascular Surgery Databass Management Committee Member, NCD Vascular 
Data Analysis Team (Satokawa H et al.). Vascular Surgery in Japan: 2012 Annual Report by the Japanese 
Society for Vascular Surgery. Annals of Vascular Diseases. 201906; 12(2):260-279. 
 
横山 斉. 外科医育成のためのOff-the-job training(Off-JT)の現状と将来 2 心臓血管外科領域のOff-JTの現状. 
日本外科学会雑誌. 201909; 120(5):500-506. 
 
山田典一, 佐戸川弘之. VTEガイドライン（肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガ

イドライン）. 静脈学会News Letter. 201911; 13:13-14. 
 
過年業績 
 
Irie Y, Kondo S, Rokkaku K, Tsuboi E, Takano H, Yokoyama H. Obturator foramen bypass for infective groin 
caused by closure device. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals. 201702; 25(2):131-133. 
 
村松賢一, 渡辺正明, 三澤幸辰, 横山 斉. 成人期に発症した急性リウマチ熱による弁破壊のために弁置換術を

施行した1例. 日本心臓血管外科学会雑誌. 201703; 46(2):79-83. 
 

著 書・訳 書 

 
佐戸川弘之（統括委員）. In: 日本静脈学会ガイドライン委員会 編. 下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術のガイド

ライン2019. 東京: 日本医事新報社; 201907. 
 
佐戸川弘之, 若松大樹, 横山 斉. 末梢動脈・静脈疾患 下肢静脈瘤. In: 循環器症候群 第3版 II（別冊日本臨

牀 領域別症候群シリーズ No.6）. 東京: 日本臨床社; 2019. p.543-547. 
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高瀬信弥. A. 静脈の発生と解剖 ③静脈壁，静脈弁，vasa vasorum. In: 岩井武尚 監修. 新臨床静脈学. 東京: メ
ジカルビュー社; 201910. p.10-11. 
 

研究発表等 

〔研究発表〕 
 
高瀬信弥, 佐戸川弘之, 若松大樹, 佐藤善之, 黒澤博之, 五十嵐崇, 山本晃裕, 藤宮 剛, 石田圭一, 横山 

斉. 非解離性大動脈弓部瘤に対する治療選択と成績－Zonel TEVER妥当性の検討－. 第47回日本血管外科学会学

術総会; 20190522; 名古屋. 
 
瀬戸夕輝, 佐戸川弘之, 高瀬信弥, 若松大樹, 佐藤善之, 黒澤博之, 五十嵐崇, 山本晃裕, 藤宮 剛, 石田

圭一, 横山 斉. 当院における大動脈解離に対する企業性ステントグラフト(TEVAR)の中期成績. 第48回日本血

管外科学会学術総会; 20190523; 名古屋. 
 
藤宮 剛, 佐戸川弘之, 高瀬信弥, 若松大樹, 黒澤博之, 瀬戸夕輝, 五十嵐崇, 山本晃裕, 佐藤善之, 石田

圭一, 横山 斉. 静脈穿孔を伴う破裂性腹部大動脈瘤及び腸骨動脈瘤症例の検討. 第49回日本血管外科学会学術

総会; 20190523; 名古屋. 
 
黒澤博之, 若松大樹, 佐戸川弘之, 高瀬信弥, 佐藤善之, 瀬戸夕輝, 五十嵐崇, 山本晃裕, 藤宮 剛, 石田

圭一, 横山 斉. TCPC術後に IVC-HV shuntによる低酸素血症を呈した左肝静脈還流異常を合併した無脾症候

群の一例. 第103回日本胸部外科学会東北地方会; 20190608; 仙台. 
 
五十嵐崇, 佐戸川弘之, 高瀬信弥, 若松大樹, 佐藤善之, 黒澤博之, 瀬戸夕輝, 山本晃裕, 藤宮 剛, 石田

圭一, 横山 斉. Remodeling法を用いた大動脈弁形成術の一例. 第104回日本胸部外科学会東北地方会; 
20190608; 仙台. 
 
黒澤博之, 若松大樹, 佐戸川弘之, 桃井伸緒, 青柳良倫, 富田陽一. 気管圧迫による呼吸器症状を呈した血管

輪4手術例の検討. 第55回小児循環器学会総会・学術集会; 20190627; 札幌. 
 
若松大樹, 佐戸川弘之, 黒澤博之, 横山 斉, 桃井伸緒, 青柳良倫, 富田陽一, 久米庸平. Transverse arch
の低形成を伴うCoA complexに対する鎖骨下動脈フラップ法の成績. 第56回小児循環器学会総会・学術集会; 
20190628; 札幌. 
 
石田圭一, 佐戸川弘之, 高瀬信弥, 若松大樹, 佐藤善之, 瀬戸夕輝, 黒澤博之, 五十嵐崇, 山本晃裕, 藤宮 

剛, 横山 斉. （要望演題） 上大静脈再建術を施行した胸部悪性腫瘍の3例. 第39回日本静脈学会総会; 
20190704; 名古屋. 
 
山田典一, 佐戸川弘之, 孟 真, 白石恭史, 田淵 篤, 西武俊哉, 橋山直樹, 八巻 隆. 我が国における上肢

深部静脈血栓症に関する調査報告～静脈疾患サーベイ調査～. 第39回日本静脈学会総会; 20190705; 名古屋. 
 
藤宮 剛, 佐戸川弘之, 高瀬信弥, 若松大樹, 佐藤善之, 黒澤博之, 瀬戸夕輝, 五十嵐崇, 石田圭一, 横山 

斉. 静脈穿破を伴った腹部大動脈瘤／腸骨動脈瘤に対する腹部ステントグラフト内挿術. 第39回日本静脈学会総

会; 20190705; 名古屋. 
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高瀬信弥, 横山 斉, 佐戸川弘之, 若松大樹, 佐藤善之, 黒澤博之, 瀬戸夕輝, 五十嵐崇, 山本晃裕, 藤宮 

剛, 石田圭一. 多枝病変に対する冠動脈バイパス手術において2本以上の動脈グラフトを使用することの重要性. 
第24回日本冠動脈外科学会学術集会; 20190711; 金沢. 
 
高瀬信弥. 非解離性大動脈弓部瘤に対する治療選択. 第25回日本血管内治療学会学術総会; 20190820; 東京. 
 
新城宏治, 佐戸川弘之, 高瀬信弥, 若松大樹, 黒澤博之, 瀬戸夕輝, 五十嵐崇, 藤宮 剛, 石田圭一, 横山 

斉. EVAR後 type IIエンドリークに対する外科的治療の1治験例. 第178回東北外科集談会; 20190914; 青森. 
 
藤宮 剛, 髙野真澄, 横山 斉. 術前栄養状態指標Prognostic Nutritional Index scoreは開心術後周術期在院日

数と関連する. 第67回日本心臓病学会学術集会; 20190915; 名古屋. 
 
髙野真澄, 藤宮 剛, 石田圭一, 横山 斉. 大動脈瘤患者に対するステントグラフト内挿術後の心機能変化：収

縮後期における左室への逆流血流の存在とwall stressの増加. 第67回日本心臓病学会学術集会; 20190915; 名古

屋. 
 
若松大樹, 佐戸川弘之, 高瀬信弥, 佐藤善之, 黒澤博之, 瀬戸夕輝, 五十嵐崇, 藤宮 剛, 新城宏治, 石田

圭一, 横山 斉. 当院における小児Cardiac ECMO例の経験. 第72回日本胸部外科学会定期学術集会; 
20191031; 京都. 
 
五十嵐崇, 佐戸川弘之, 高瀬信弥, 若松大樹, 佐藤善之, 黒澤博之, 瀬戸夕輝, 藤宮 剛, 新城宏治, 石田

圭一, 横山 斉. 急性A型解離に対する年代に応じた治療戦略－18年の経験から－. 第72回日本胸部外科学会

定期学術集会; 20191101; 京都. 
 
高瀬信弥, 佐戸川弘之, 若松大樹, 黒澤博之, 瀬戸夕輝, 五十嵐崇, 藤宮 剛, 新城宏治, 石田圭一, 横山 

斉. 非解離性弓部大動脈瘤に対する治療戦略と成績－従来手術とTEVERとの比較－. 第72回日本胸部外科学会

定期学術集会; 20191101; 京都. 
 
黒澤博之, 若松大樹, 佐戸川弘之, 高瀬信弥, 佐藤善之, 瀬戸夕輝, 五十嵐崇, 藤宮 剛, 新城宏治, 石田

圭一, 横山 斉. 肝静脈還流異常を合併した内臓錯位症候群に対する治療戦略. 第72回日本胸部外科学会定期学

術集会; 20191102; 京都. 
 
五十嵐崇. 大動脈基部手術（外科セッション）. 会津心臓病・心血管疾患研究会; 20191115; 会津若松. 
 
佐戸川弘之. 慢性静脈不全とは. 末梢血管インターベンション; 20191130; 愛知. 
 
黒澤博之, 若松大樹, 佐戸川弘之, 富田陽一, 林真理子, 青柳良倫, 桃井伸緒, 横山 斉. 当院における無脾

症候群症例の検討. 第23回福島小児循環研究会; 20191130; 福島. 
 
五十嵐崇. 大動脈弁形成術：新しい治療法と術前評価. ECHO TOHOKU2019; 20191130; 仙台. 
 
高瀬信弥, 佐戸川弘之, 若松大樹, 黒澤博之, 瀬戸夕輝, 五十嵐崇, 藤宮 剛, 新城宏治, 石田圭一, 横山 

斉. 冠動脈バイパス術におけるRITAはLITAと同等の結果を期待する. 第33回日本冠疾患学会学術集会; 
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20191213; 岡山. 
 
五十嵐崇. Remodeling法を用いた大動脈弁形成術の一例. 第39回福島心疾患治療談話会; 20190615; 福島. 
 
〔シンポジウム〕 
 
高瀬信弥, 福田幾夫, 孟 真, 相川志都, 岩田英理子, 植田信策, 諸國眞太郎, 榛沢和彦, 星野祐二, 保田

知生. 災害時の静脈血栓塞栓症予防啓活動におけるインターネット上での啓蒙活動－日本徐脈学会としての取り組

み－. 第39回日本静脈学会総会; 20190704; 名古屋. 
 
若松大樹, 佐戸川弘之, 高瀬信弥, 横山 斉. 下大静脈フィルターの有効性と合併症（パネルディスカッショ

ン）. 第39回日本静脈学会総会; 20190705; 名古屋. 
 
佐戸川弘之（座長）. シンポジウム4 VTEガイドライン（肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断，治療，

予防に関するガイドライン）. 第39回日本静脈学会総会; 20190705; 名古屋. 
 
佐戸川弘之（座長）. パネルディスカッション6 血管内治療による下肢静脈瘤に対する治療戦略. 第60回日本

脈管学会総会; 20191011; 東京. 
 
佐戸川弘之（座長）. シンポジウム7 末梢血管領域（下肢静脈瘤レーザー治療を含む）における進歩と課題. 第
40回日本レーザー医学会総会; 20191020; 静岡. 
 
〔特別講演〕 
 
高瀬信弥. 心臓大血管手術と糖尿病. 第6回福島SUNRISE研究会; 20190406; 郡山. 
 
横山 斉. 虚血性心疾患の今日の治療戦略. 第119回日本外科学会定期学術集会; 20190420; 大阪. 
 
横山 斉. 教育講演 いかに実力ある外科医を育てるか－off the job Training－導入の現況と課題. HOPEES2019 
第3回北海道外科関連学会機構合同学術集会; 20190920; 札幌. 
 
横山 斉. 特別企画～大規模災害から学ぶ～ 東日本大震災・原発事故のリスクマネジメント. HOPEES2019 第
3回北海道外科関連学会機構合同学術集会; 20190920; 札幌. 
 
高瀬信弥. 下肢深部静脈血栓症の診断と治療. 足といのちを救う会; 20191119; 郡山. 
 
高瀬信弥. SGLT2阻害薬と心血管イベント. 興和株式会社社内研修会; 20191209; 福島. 
 
〔その他〕 
 
Takase S（座長）. THORACIC Round-Table Session in Nagoya; 20190523; Nagoya. 
 
高瀬信弥（座長）. 一般演題. 東北ステントグラフト研究会; 20190607; 仙台. 
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若松大樹（座長）. 先天性疾患. 第103回日本胸部外科学会東北地方会; 20190608; 仙台. 
 
横山 斉（座長）. 一般演題. 第4回日本低侵襲心臓手術学会学術集会; 20190720; 東京. 
 
高瀬信弥（座長）. 一般演題7「腹部大動脈瘤2」. 第25回日本血管内治療学会学術総会; 20190820; 東京. 
 
横山 斉（座長）. クリニカルビデオセッション2 虚血性・その他. 第72回日本胸部外科学会定期学術集会; 
20191031; 京都. 
 
横山 斉（座長）. 心臓血管外科 Advanceコース 先天性・冠動脈. 第72回日本胸部外科学会定期学術集会; 
20191102; 京都. 
 
横山 斉（座長）. ランチョンセミナー 心大血管手術と脳合併症. 会津心臓病・心血管疾患研究会; 20191115; 
会津若松. 
 
横山 斉（座長）. 外科ビデオセッション New technique. 第33回日本冠疾患学会学術集会; 20191213; 岡山. 
 
 
 

外科研修支援担当 
 

論  文 

〔原 著〕 
 
Sato N, Shimura T, Kenjo A, Kimura T, Watanabe J, Muto M, Marubashi S. Pancreaticobiliary maljunction 
diagnosed long after laparotomy in the neonatal period for annular pancreas: report of a case. Surgical Case 
Reports. 201902; 5(1):16. 
 
石亀輝英, 木村 隆, 月田茂之, 鈴志野聖子, 武藤 亮, 佐藤直哉, 小船戸康英, 岡田 良, 見城 明, 志
村龍男, 丸橋 繁. 高リスクUGT1A1遺伝子多型を有する治癒切除不能膵癌に対しFOLFIRINOX療法を施行

した2例. 癌と化学療法. 201904; 46(4):754-756. 
 
木村 隆, 横山 斉, 鈴木眞一, 河野浩二, 丸橋 繁, 鈴木弘行, 大竹 徹, 田中秀明. 外科医となる自信を

涵養する外科臨床実習 時代にマッチした外科医のリクルート. 日本外科学会雑誌. 201911; 120(6):713-715. 
 
過年業績 
 
木村 隆, 鈴木眞一, 河野浩二, 丸橋 繁, 鈴木弘行, 大竹 徹, 田中秀明, 横山 斉, 後藤満一, 竹之下

誠一. 若き外科医からの提言 わたしたちの将来の外科医療を見据えて 新米外科教授からの提言 医学生教育、

外科専門医研修に主眼をおいた外科学講座再編 福島の新たな挑戦. 日本外科学会雑誌. 201709; 118(5):593-596. 
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