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9 月 15 日（土）
心筋保護・OPCAB コンコードB（デジタルポスター会場）

15 日（土）11:00～12:00

座長：豊田浩作 倉敷中央病院麻酔科

DP2-1-01 麻酔プレコンディショニングにおけるmPTP開口抑制分子メカニズムの解明
藤井優佳 MDAnderson Cancer Center, Department of Cardiology�Research

DP2-1-02 深部心膜牽引糸に起因する出血の診断及び出血源検索に経食道心エコーが有用で
あった 2症例

永井美玲 東京女子医科大学 麻酔科

DP2-1-03 オフポンプ冠動脈バイパス手術中に血行動態の破綻を来した一例
上中龍 静岡県立総合病院 麻酔科

DP2-1-04 オフポンプ冠動脈バイパス術において心臓脱転時の heart positioner の位置が左室
形状変化へ及ぼす影響

市川ゆき 埼玉医科大学国際医療センター 麻酔科

DP2-1-05 オフポンプ CABG吻合中にPFOにより低酸素血症をきたした一例
本間裕之 千葉西総合病院
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DP2-1-06 冠動脈バイパス術後の胸腔内血腫により心タンポナーデをきたした一例
山本偉 東京女子医科大学 麻酔科学教室

術中合併症（4） コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）16:30～17:30

座長：鷹取誠 広島市立広島市民病院

DP2-1-07 再二弁置換術後TEE並びに肺動脈カテーテルによる術中モニタリングにより発見
された心室中隔穿孔の 1症例

川口純 弘前大学医学部附属病院 麻酔科

DP2-1-08 ユースタキ弁遺残により右房内血流障害を来たした心房中隔欠損修復術の一例
衣笠梨絵 名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野

DP2-1-09 低侵襲心臓手術中に左心耳翻転部から出血し再度人工心肺を使用した 1例
林怜史 聖路加国際病院 麻酔科

DP2-1-10 三尖弁輪形成術で生じた右冠動脈屈曲によると推定された人工心肺離脱困難の 1
症例

小倉真由美 日本海病院 麻酔科

DP2-1-11 開腹肝癌ラジオ波療法中に ST上昇をきたし、冠動脈攣縮が疑われた 1症例
杉山円 耳原総合病院 麻酔科

DP2-1-12 緊急冠動脈バイパス及び僧帽弁置換術後に大動脈弁閉鎖不全が増悪し、大動脈弁置
換術を施行した症例

三浦由紀子 心臓病センター榊原病院 麻酔科

Monitored Anesthesia Care（2） コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）17:30～18:20

座長：小坂誠 昭和大学横浜市北部病院麻酔科

DP2-1-13 TAVRにおいて声門上器具を用いた術中呼吸管理が有用であった一症例
深川博志 京都大学医学部附属病院麻酔科

DP2-1-14 無鎮静完全局所麻酔下で経皮的カテーテル大動脈弁置換術を行った症例経験
村上幸太郎 社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院
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DP2-1-15 Nasal High Flow を用いた重症低肺機能患者に対するTF�TAVI 局麻鎮静管理の
一症例

兵頭詩野 倉敷中央病院 麻酔科

DP2-1-16 TF�TAVI における鎮静と局所麻酔での麻酔管理から術中に全身麻酔へ移行した 3
例の検討

奥田淳 慶應義塾大学医学部麻酔学教室

DP2-1-17 大腿静脈アプローチ経カテーテル的大動脈弁置換術（TF�TAVI）における麻酔法
に対する周術期比較

上野喬平 神戸医療センター 中央市民病院 麻酔科

アナフィラキシー コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）11:00～12:00

座長：渡邉誠之 九州歯科大学

DP2-2-01 外科的大動脈弁置換術の麻酔導入時にアナフィラキシーとなり経カテーテル大動
脈弁置換術に術式変更した症例

内本明宏 大阪市立大学大学院医学研究科麻酔科学

DP2-2-02 経カテーテル大動脈弁置換術（TAVI）中にヘパリンによると考えられるアナフィ
ラキシーショックを呈した 1症例

荒田小夜 久留米大学医学部麻酔学講座

DP2-2-03 心臓外科手術終了前後に重篤な血圧低下をきたしたアナフィラキシーショックの 2
例

福本剛之 山口県立総合医療センター 麻酔科

DP2-2-04 人工心肺回路へ投与したクリオ上清によるアナフィラキシーショックが疑われた 1
例

當別當庸子 徳島赤十字病院 麻酔科

DP2-2-05 プロタミン投与後にCatastrophic Pulmonary Vasoconstriction 型ショックが生じ
た 2症例

立花怜 富山県立中央病院 麻酔科

DP2-2-06 プロタミン投与後のショック状態の鑑別に血清トリプターゼが有用であった一例
日高翔 国立病院機構 長崎医療センター 麻酔科
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周産期管理（1） コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）16:30～17:30

座長：加藤里絵 昭和大学医学部麻酔科学講座

DP2-2-07 妊娠中に発見された心臓腫瘍に対し帝王切開後に開心術を施行した一例
髙橋健一 昭和大学横浜市北部病院 麻酔科

DP2-2-08 帝王切開による娩出後、直ちに開心根治手術を実施した左室大動脈トンネルの一例
春田佳代子 福岡市立こども病院麻酔科

DP2-2-09 段階的緊急手術のタイミングに難を要した妊娠中の急性大動脈解離の症例
黒木雅大 山形大学医学部附属病院 麻酔科

DP2-2-10 重症左心不全妊婦の分娩後に生じる静脈還流量の上昇に対して瀉血を併用して循
環管理を行った一例

月永晶人 国立循環器病研究センター 麻酔科

DP2-2-11 先天性左側肺動脈欠損症合併妊娠の帝王切開の一例
宮城光正 聖路加国際病院 麻酔科

DP2-2-12 開心術後完全房室ブロック合併妊娠に対する帝王切開術の麻酔管理
荒武俊伍 帝京大学医学部附属病院 麻酔科学講座

周産期管理（2） コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）17:30～18:20

座長：照井克生 埼玉医科大学総合医療センター産科麻酔科

DP2-2-13 心肺停止を来して搬送された僧帽弁閉鎖不全症を合併する妊婦の 1例
岸田浩一 館林厚生病院 麻酔科

DP2-2-14 大動脈弁置換術後重症大動脈弁狭窄をきたした妊婦の帝王切開術の麻酔経験
呉屋太章 沖縄県立中部病院 麻酔科

DP2-2-15 心不全で判明した拡張型心筋症患者に対する帝王切開の麻酔経験
野中明彦 公立昭和病院

DP2-2-16 当院での心疾患合併妊婦に対する産科麻酔の現状
藤原愛 大阪大学医学部附属病院 麻酔科
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DP2-2-17 心エコーによる拡張型心筋症合併妊婦の重症度分類の検討
佐々木誠 横浜市立大学附属病院麻酔科

非心臓手術 コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）11:00～12:00

座長：井上聡己 奈良県立医科大学集中治療部

DP2-3-01 僧帽弁狭窄＋重症三尖弁逆流を合併した胆嚢がん患者の周術期管理
澁谷有香 東京慈恵会医科大学 麻酔科学講座

DP2-3-02 重症大動脈弁狭窄症を合併した大腿骨頸部骨折手術の安全性についての検討
山本香 徳島赤十字病院 麻酔科

DP2-3-03 severe AS 患者の非心臓手術麻酔再考―非心臓手術 4例とAVR前に循環虚脱を来
した 2例を比較して―

小山智弘 京都桂病院 麻酔科

DP2-3-04 下大静脈・右心系に進展した再発卵巣腫瘍に超低体温循環停止下摘出術を施行し
た一症例

佐藤綾香 群馬県立心臓血管センター 麻酔科

DP2-3-05 モロー手術後、狭窄が残存している症例に対して腹腔鏡下直腸切除術を行った症例
小幡輝之 昭和大学藤が丘病院

DP2-3-06 膵頭十二指腸拡大合併切除において大量出血により麻酔管理に難渋した一例
宮﨑夏未 東京医科大学 麻酔科学講座

まれな疾患 コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）16:30～17:30

座長：北川裕利 滋賀医科大学麻酔学講座

DP2-3-07 Kartagener 症候群患者に対する脳死両肺移植術の麻酔経験
川本修司 京都大学医学部附属病院 麻酔科

DP2-3-08 若年の全身性脂肪萎縮症患者に対し経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）を施行
した一例

柴田哲秀 東京大学医学部附属病院 麻酔科・痛みセンター
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DP2-3-09 発作性夜間ヘモグロビン尿症患者に綿密な計画のもとに人工心肺下心臓外科手術
を施行し良好に管理した一例

岩井健一 自治医科大学附属さいたま医療センター 麻酔科

DP2-3-10 アルカプトン尿症のため脳局所酸素飽和度の測定が障害された大動脈弁置換術の
麻酔経験

原将人 久留米大学医学部 麻酔学講座

DP2-3-11 びまん性特発性骨増殖症が原因の経食道心エコープローブ挿入困難の一例
荒木美貴 熊本大学医学部附属病院 麻酔科

DP2-3-12 リンパ脈管筋腫症を合併した心房中隔欠損閉鎖術の麻酔経験
小林正明 大阪市立総合医療センター 麻酔科

TAVR（3） コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）17:30～18:20

座長：志賀達哉 群馬県立心臓血管センター

DP2-3-13 重症僧帽弁狭窄症（MS）を合併した大動脈弁狭窄症（AS）に対するTAVI の
麻酔経験

林田泰一郎 千葉大学医学部付属病院 麻酔・ 痛・緩和医療科

DP2-3-14 経カテーテル大動脈弁留置術（TAVR）施行後に重度の左室内狭窄による心不全
を呈した一例

北口美輪 ベルランド総合病院 麻酔科

DP2-3-15 経カテーテル大動脈弁留置術において前拡張後に重度の急性大動脈弁逆流による
循環不全を認めた一例

川上正晃 富山大学附属病院 麻酔科

DP2-3-16 経カテーテル大動脈弁植え込み術（TAVI）中に大動脈基部破裂をきたしBetall
手術を行い救命した一例

上村磨矢 広島市立広島市民病院 麻酔・集中治療科

DP2-3-17 経カテーテル大動脈弁置換術のためのテンポラリーペーシングリードにより心室
破裂をきたした一例

田中美緒 名古屋徳洲会総合病院 麻酔科
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不整脈 コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）11:00～12:00

座長：髙橋伸二 筑波大学医学医療系手術部（麻酔蘇生学）

DP2-4-01 手術室内において重度徐脈性不整脈をきたし、緊急的にペースメーカー留置を施行
した 3症例

上田浩平 大阪警察病院 麻酔科

DP2-4-02 心筋 塞発症 14 日後に難治性心室細動を来たし、緊急冠動脈バイパス術を行なっ
た 1症例．

北岡良樹 埼玉医科大学総合医療センター 麻酔科

DP2-4-03 致死性不整脈に対して、経皮的植込み型除細動器埋め込み術を全身麻酔で施行した
1例

菊地浩輔 関西労災病院

DP2-4-04 皮下植え込み型除細動器（S�ICD）装着症例の麻酔管理
矢作武蔵 国立循環器病研究センター病院 麻酔科

DP2-4-05 腹腔鏡下胃切除中に致死性不整脈を来した症例
古谷明子 医療法人財団 荻窪病院 麻酔科

DP2-4-06 褐色細胞腫摘出術中にカテコラミン誘発性多形性心室頻拍を疑う不整脈を認め、管
理に難渋した一例

野中崇広 熊本大学医学部附属病院 麻酔科

止血・凝固管理（2） コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）16:30～17:30

座長：横川すみれ 東京女子医科大学麻酔科学講座

DP2-4-07 心臓手術における凝固障害の患者リスク因子について：前向き観察研究
孫慶淑 千葉大学医学部附属病院 麻酔・ 痛・緩和医療科

DP2-4-08 ワルファリンの効果遷延に対し乾燥濃縮人プロトロンビン複合体が有用であった
脊髄ドレナージ留置術の 1症例

丸山友紀 信州大学医学部麻酔蘇生学教室

DP2-4-09 急性大動脈解離に対する緊急上行・弓部大動脈置換術の止血にデスモプレシンは
有効だった

坂本浩 孝仁会 北海道大野記念病院 麻酔科
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DP2-4-10 特発性血小板減少性紫斑病のため止血に難渋した弓部大動脈置換術後に骨髄異形
成症候群と診断された症例

中村緑 天理よろづ相談所病院 麻酔科

DP2-4-11 術前持続ヘパリン投与により人工心肺導入時にヘパリン抵抗性を示しアンチトロ
ンビン製剤を投与した 2症例

藤田貴子 立川綜合病院 麻酔科

DP2-4-12 当院における人工心肺下の心臓大血管手術時のヘパリン抵抗性の発生状況
栗田茂顕 独立行政法人 国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 麻酔科

MICS コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）17:30～18:20

座長：能見俊浩 イムス葛飾ハートセンター

DP2-4-13 若年女性の心房中隔欠損症の小切開低侵襲心臓手術（MICS）で再膨張性肺水腫を
発症した一例

尾野直美 天理よろづ相談所病院麻酔科

DP2-4-14 MICS415 症例における再膨張性肺水腫に関する後方視的研究：予防策を講じてい
なくても発生例は無い

田村高廣 名古屋大学附属病院 麻酔科

DP2-4-15 覚醒下低侵襲心臓手術の麻酔経験
富永将敬 旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座

DP2-4-16 MICS（minimally invasive cardiac surgery）における術中大動脈解離を経食道心
エコーで早期に診断し得た 1例

北尾岳 名古屋第一赤十字病院 麻酔科

DP2-4-17 MID CABとTA�TAVI を同時施行した 3例の麻酔経験
鈴木真弓 東京ベイ・浦安市川医療センター 麻酔科

止血・凝固管理（1） コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）11:00～12:00

座長：小高光晴 東京女子医科大学東医療センター

DP2-5-01 術前精査で抗リン脂質抗体症候群（APS）と診断された 1例
迫田厚志 川崎幸病院麻酔科
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DP2-5-02 抗リン脂質抗体症候群患者における開心術の麻酔管理
神保一平 杏林大学医学部付属病院 麻酔科学講座

DP2-5-03 抗リン脂質抗体症候群患者の開心術において血中ヘパリン濃度管理に難渋した症
例

松尾輝政 松江赤十字病院 麻酔科

DP2-5-04 HMS PLUSで測定したヘパリン濃度とACTの相関、およびプロタミン投与量の
検討

藤井智子 昭和大学横浜市北部病院

DP2-5-05 活性化凝固時間（ACT）とHemochronⓇによるACTのコントロール値とヘパリ
ン投与後の値の関係

棚田和子 石切生喜病院 麻酔科

DP2-5-06 小児開心術中のヘパリン濃度の減少速度：HepconⓇによる検討（第 2報）
増江達彦 岐阜県総合医療センター麻酔科

術後鎮痛 コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）16:30～17:30

座長：林田眞和 順天堂大学医学部麻酔科学・ペインクリニック

DP2-5-07 脊柱起立筋膜面ブロックを施行した左開胸下人工心肺非使用心拍動下冠動脈バイ
パス術の 1症例

首藤聡子 愛媛県立中央病院 麻酔科

DP2-5-08 胸腹部大動脈瘤患者に対する術前日傍脊椎ブロックカテーテル留置の検討
奥野琢也 兵庫県立淡路医療センター麻酔科

DP2-5-09 小児における側開胸アプローチASD閉鎖術の 痛制御にESP block が有効だっ
た 3症例

救仁郷達也 北海道立子ども総合医療・療育センター 麻酔科

DP2-5-10 低侵襲心臓手術の術後鎮痛における持続浸潤麻酔の有効性と安全性：後ろ向き記
述研究

石原聡 手稲渓仁会病院 麻酔科

DP2-5-11 腹部大動脈瘤（AAA）人工血管置換術において持続創部浸潤麻酔（CWI）にて
良好な術後鎮痛管理を行えた症例

飯田淳 京都第一赤十字病院 麻酔科

DP2-5-12 大量オピオイド慢性投与中に複数回の心臓血管手術を要した 1症例の 痛管理
安達厚子 仙台市立病院 麻酔科
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肺動脈塞栓症 コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）17:30～18:20

座長：池崎弘之 かわぐち心臓呼吸器病院

DP2-5-13 急性肺動脈塞栓症による心肺停止で搬送されてきた、結腸穿孔の周術期管理
丸山崇 砂川市立病院麻酔科

DP2-5-14 経食道心エコーにより術中肺塞栓症を迅速に診断し救命しえた一例
佐藤聡子 東京医科大学 麻酔科学分野

DP2-5-15 重複下大静脈奇形を認めた急性肺血栓塞栓症の一例
喜多沙奈 神戸市立医療センター中央市民病院

DP2-5-16 腎癌の遊離腫瘍栓移動により術中肺塞栓を発症した一例
上田志寿佳 筑波大学附属病院

DP2-5-17 腎静脈内腫瘍に対する根治的腎摘出術中に発症した肺動脈塞栓症の一例
松村優 北海道大学病院 麻酔科

小児先天性心疾患（2） コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）11:00～12:00

座長：多賀直行 自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児手術・集中治療部

DP2-6-01 Cantrell 症候群に対する複数回の麻酔経験
北村佳奈 あいち小児保健医療総合センター

DP2-6-02 Cantrell 症候群に合併した大動脈縮窄複合に対するNorwood 手術の 1例
坂井俊朗 北海道大学病院 麻酔科

DP2-6-03 二病院間の連携により、大動脈左室トンネルに対し生直後に手術を施行した一例
岩野雄一 埼玉県立小児医療センター 麻酔科

DP2-6-04 PHを伴うASDに対し、PDA閉鎖と肺動脈絞扼術を施行後、術中所見からASD
閉鎖へ術式変更した一例

越膳真弓 東京ベイ・浦安市川医療センター 麻酔科，東京医科歯科大学 麻酔・蘇生・ペインクリニック科

DP2-6-05 側開胸による心房中隔欠損閉鎖術中の換気および循環不全で判明した先天性心膜
欠損症の 1例

澤下泰明 札幌医科大学医学部麻酔科
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DP2-6-06 Doty 手術後に発症した大動脈弁上狭窄症の評価を全身麻酔で管理した一例
長根大樹 昭和大学病院 麻酔科学講座

TEE（成人）（3） コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）16:30～17:30

座長：宮田和人 ニューハート・ワタナベ国際病院

DP2-6-07 術中経食道心エコーで診断し得た、術前未診断の大動脈遠位弓部mobile plaque
の 1 症例

仲本博史 帝京大学医学部付属病院 麻酔科学講座

DP2-6-08 経食道心エコー（TEE）画像による誘導を行った左室流出路仮性瘤に対するコイ
ル塞栓術の一例

吉田亜古 東北大学病院麻酔科

DP2-6-09 麻酔導入後の経食道心エコーで僧帽弁位人工弁周囲逆流を認め術式追加となった
一症例

松波小百合 大阪医科大学 麻酔科学教室

DP2-6-10 ステント内血栓による循環破綻時の術式決定に経食道心エコーが有用だった症例
蛯名仁美 神戸市立医療センター西市民病院 麻酔科

DP2-6-11 大動脈四尖弁に対する大動脈弁形成術の術中評価に経食道心エコーが有用であっ
た 1症例

中島陽平 自衛隊中央病院

DP2-6-12 経食道心エコーによる Intraventricular Pressure Difference の解析
秋山浩一 コロンビア大学心臓血管外科

感染性心内膜炎 コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）17:30～18:20

座長：加藤孝澄 浜松医科大学麻酔蘇生学

DP2-6-13 多発脳 塞を合併した感染性心内膜炎に対し塞栓予防のため，待機的に僧帽弁形成
術を施行した 1症例

幸野真樹 横浜市立市民病院 麻酔科

DP2-6-14 未治療の動脈管開存症に感染性心内膜炎による大動脈弁閉鎖不全症を合併した一
症例

岡本文乃 大垣市民病院 麻酔科
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DP2-6-15 感染性心内膜炎を合併した閉塞性肥大型心筋症に対し、緊急僧帽弁置換術と左室流
出路心筋切除術を行った一例

野手英明 一宮西病院

DP2-6-16 感染性心内膜炎に対する僧帽弁形成術の麻酔導入後、疣贅の遊離が認められた一例
立岩浩規 高知大学医学部 麻酔科学・集中治療医学講座

DP2-6-17 感染性心内膜炎との鑑別が困難であった大動脈弁逆流、心不全症例の麻酔経験
石原昌貴 沖縄県立中部病院 麻酔科

術中合併症（3） コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）11:00～12:00

座長：松本美志也 山口大学大学院医学系研究科麻酔・蘇生学講座

DP2-7-01 術中経食道心エコーにより胃出血が生じ、術後内視鏡処置が必要となった 2例
泰地沙季 君津中央病院 麻酔科

DP2-7-02 TAVI 後のTEEによる上部消化管損傷をクリップで治療し得た一例
大城茜 健和会大手町病院 麻酔科

DP2-7-03 緊急冠動脈バイパス術の麻酔導入後に上部消化管出血が疑われた 1例
北尾岳 名古屋第一赤十字病院 麻酔科

DP2-7-04 心室中隔欠損症に対する coil 閉鎖後のmigration により緊急手術となった麻酔経
験

松下裕貴 広島市立広島市民病院 麻酔科

DP2-7-05 カテーテルアブレーション中に心タンポナーデをきたし、開胸止血術に至った一症
例

鎌本洋通 耳原総合病院 麻酔科

DP2-7-06 僧帽弁置換術を含む複合開心術中に左室破裂をきたすも救命し得た一症例
松川豪策 独立行政法人 地域医療機能推進機構 熊本総合病院 麻酔科
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輸血・凝固管理（1） コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）16:30～17:30

座長：木倉睦人 独立行政法人 労働者健康安全機構 浜松労災病院麻酔科

DP2-7-07 希釈式自己血輸血を使用し、再開胸・上行大動脈置換術を無輸血で施行しえたエホ
バの証人の一例

渡邉健司 東京都健康長寿医療センター 麻酔科，新東京病院 麻酔科

DP2-7-08 Barlow’s type 僧房弁閉鎖不全を呈した輸血拒否症例に対する僧房弁置換術の麻酔
経験

三部徳恵 福島県立医科大学 麻酔科学講座

DP2-7-09 SonoclotⓇで無輸血手術が可能となった血小板増加症を合併した大動脈弁輪拡張症
の 1症例

畠山陽介 札幌医科大学医学部 麻酔科

DP2-7-10 新鮮凍結血漿の投与タイミングの差異による、血液凝固能への影響の研究：前向き
ランダム化比較試験

田村高廣 名古屋大学附属病院 麻酔科

DP2-7-11 小児心臓外科手術におけるクリオプレシピテートの導入
嵐大輔 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 麻酔科・ICU

DP2-7-12 脳 塞に対する t�PA静注療法後に判明した急性大動脈解離の周術期管理に高用
量トラネキサム酸を用いた 1例

河合未来 名古屋徳洲会総合病院 麻酔科

大血管手術（2） コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）17:30～18:20

座長：平田直之 札幌医科大学医学部麻酔科学講座

DP2-7-13 30 時間を超えた超長時間心臓手術の麻酔経験
一澤真珠 トヨタ記念病院麻酔科

DP2-7-14 特発性血小板減少性紫斑病（ITP）の患者に対し大動脈弓部全置換術を行われた
一症例

赤刎真一 新東京病院 麻酔科

DP2-7-15 ULP 型解離に対する上行弓部置換術において人工心肺開始直後に偽腔再開通をき
たした一例

藤井文 伊勢赤十字病院 麻酔科
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DP2-7-16 StanfordA型急性大動脈解離に伴った冠動脈灌流障害の症例検討
久保直子 国立循環器病研究センター麻酔科

DP2-7-17 バルサルバ洞動脈瘤破裂による大動脈�右房瘻 2症例の麻酔経験
鈴木將嗣 北里大学医学部 麻酔科学教室

Monitored Anesthesia Care（1） コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）11:00～12:00

座長：溝部俊樹 京都府立医科大学麻酔科

DP2-8-01 低心機能、低凝固機能患者の骨接合術の腕神経叢ブロック腋窩法を用いた監視下麻
酔管理（MAC）

北村裕亮 香川大学医学部附属病院手術部

DP2-8-02 低心機能患者の急性下肢動脈閉塞に対する血栓除去術の麻酔管理を超音波ガイド
下神経ブロックで行った 1症例

松岡信広 国立病院機構埼玉病院麻酔科

DP2-8-03 重症下肢虚血に対し長時間の血行再建術（distal bypass）を硬膜外麻酔で管理し
た 2例

足立智 杏林大学附属病院麻酔科学教室

DP2-8-04 緊急腹部大動脈ステント内挿術における当院の静脈麻酔プロトコールの有効性の
検討

仲野実輝 一宮西病院 麻酔科・集中治療部

DP2-8-05 局所麻酔下ステントグラフト内挿入術の成功例、不成功例
古賀聡人 兵庫県立災害医療センター 救急部

DP2-8-06 心タンポナーデの心膜開窓術に対するMonitored Anesthesia Care の経験
近藤聡子 聖隷浜松病院 麻酔科

輸血・凝固管理（2） コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）16:30～17:30

座長：石川真士 日本医科大学麻酔科学教室

DP2-8-07 CD36 欠損症を合併した僧房弁閉鎖不全症患者の他家血輸血を行わず施行した開心
術の 1症例

三股亮介 福岡大学病院 麻酔科
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DP2-8-08 輸血を契機にKounis 症候群を発症しCPAに至った一例
大森彩加 神戸市立医療センター中央市民病院 麻酔科

DP2-8-09 寒冷凝集素陽性患者に対して軽度低体温人工心肺下に心臓手術を行った 2症例
大下健輔 久留米大学医学部麻酔学講座

DP2-8-10 寒冷凝集素反応陽性患者に常温人工心肺下で 2弁置換を行った 1例
河野麻衣子 虎の門病院 麻酔科

DP2-8-11 人工心肺確立後に急激な血小板数低下を認めHITが強く疑われた 1症例
木下裕貴 弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座

DP2-8-12 次世代シーケンサーを用いた、低温保存による血小板凝固活性化機序の解明
向井信弘 京都中部総合医療センター 麻酔科，京都府立医科大学 麻酔科学教室

心臓腫瘍（2） コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）17:30～18:20

座長：渡海裕文 兵庫県立淡路医療センター麻酔科

DP2-8-13 術後上大静脈症候群から脳 塞を呈した心臓腫瘍摘出術の一症例
小畑勝義 飯塚病院 麻酔科ペインクリニック科

DP2-8-14 複数の到達経路を必要とした左室粘液腫の一例
中西万貴 加古川中央市民病院 麻酔科

DP2-8-15 三尖弁狭窄を伴った巨大右房腫瘍摘出術の麻酔経験
西藤智照 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 麻酔・蘇生学教室

DP2-8-16 右室内に伸展する静脈内平滑筋腫に対する二期的摘出術の麻酔経験
時任利奈 自治医科大学麻酔科学集中治療医学講座

DP2-8-17 左気管支原発腺様のう胞癌に対し人工心肺下に左肺全摘術を行った一例
江坂真理子 新東京病院 麻酔科
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術前評価・呼吸管理 コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）11:00～12:00

座長：野村岳志 東京女子医科大学集中治療科

DP2-9-01 がん根治術における手術決定のプロセスにおいて冠動脈MDCTまたは冠動脈造影
（CAG）が有用であった 26 例

首藤誠 独立行政法人 四国がんセンター 麻酔科

DP2-9-02 聴力障害は外科的大動脈弁置換術後の独立した危険因子となるか？
宮崎里紗 日本赤十字社和歌山医療センター 麻酔科

DP2-9-03 高二酸化炭素血症を伴った混合性換気障害患者に対する心臓大血管手術の麻酔経
験

花井優子 山口大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科

DP2-9-04 左肺全摘後在宅酸素療法中患者の重症三尖弁逆流に対し右側小開胸にて三尖弁形
成術を行った麻酔経験

河合建 明石医療センター 麻酔科

DP2-9-05 酸素化不良のため人工心肺を離脱できずVV ECMOを使用した急性大動脈解離
Stanford A型の 1例

林尚徳 岩国医療センター

DP2-9-06 経皮的心肺補助装置（VA�ECMO）によって救命できた小児のインフルエンザ心
筋炎による心原性ショックの 1症例

髙橋裕也 京都府立医科大学 麻酔科学教室，京都府立医科大学附属病院 集中治療部

気道管理 コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）16:30～17:20

座長：新井丈郎 獨協医科大学埼玉医療センター麻酔科

DP2-9-07 胸部下行大動脈人工血管置換術におけるEZ�Blocker の使用経験
玉崎庸介 昭和大学病院 麻酔科

DP2-9-08 Jatane 術後患者の気道確保に難渋した一症例
松井紗希代 富山大学附属病院 麻酔科

DP2-9-09 当院における気道確保困難患者に対する体外補助循環を使用した治療戦略
齋藤博之 前橋赤十字病院 麻酔科
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DP2-9-10 局所麻酔鎮静下のTAVI を施行中に弁輪破裂を来し、緊急気管内挿管を遂行できな
かった一例

朴廣業 医療法人社団 誠馨会 新東京病院 麻酔科

DP2-9-11 当院の心臓手術における手術室内抜管症例についての検討
黒川右基 埼玉石心会病院 麻酔科

血管病変 コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）17:30～18:20

座長：中澤圭介 東京女子医科大学麻酔科

DP2-9-12 術前に気付かれていなかった鎖骨下動脈狭窄症患者 2例の麻酔経験
浅野貴裕 JCHO中京病院 麻酔科

DP2-9-13 大動脈弁置換術及び半弓部人工血管置換術中に，右腋窩動脈送血部位より遠位で動
脈解離を生じた症例

羽賀亜矢子 大浜第一病院 麻酔科

DP2-9-14 開胸操作により、左橈骨動脈圧波形が消失した一症例
羽場政法 国保日高総合病院

DP2-9-15 血圧管理に難渋した高安動脈炎合併患者の腹部大動脈瘤手術
北島明日香 自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科

DP2-9-16 血圧の上昇、座位から仰臥位への体位変換で換気困難となった上行大動脈瘤二例の
麻酔経験

梅﨑健司 茨城県立中央病院 麻酔科

国際交流（2） コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）11:00～11:50

座長：尾崎眞 東京女子医科大学麻酔科学講座
コメンテーター：吉谷健司 国立循環器病研究センター麻酔科

DP2-I-01 Intraoperative glucose variability, but not average glucose concentration, is a
risk factor for acute kidney injury after cardiac surgery：a retrospective obser-
vational study

Karam Nam Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Seoul National University Hospital, Seoul, Korea
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DP2-I-02 Dose�dependent effects of preoperative statins on postoperative acute kidney in-
jury in patients undergoing off�pump coronary artery bypass grafting

Jiyeon Park Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan Uni-
versity School of Medicine, Seoul, Korea

DP2-I-03 Ultrasound�versus palpation�guided techniques for radial arterial catheterisa-
tion in infants under 12 months old：A randomised, controlled and patient�
blinded trial

Jeong Jin Min Department of Anesthesiology and Pain Medicine（JJM, N�SG, J�HL, SK and CSK）, Samsung
Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, Korea and Department of
Respiratory and Critical Care, Singapore General Hospital, Singapore（CKT）

DP2-I-04 Adult lung transplantation case�volume and in�hospital and long�term mortality
in Korea

Susie Yoon Department of Anaesthesiology, Seoul National University College of Medicine, Seoul National Uni-
versity Hospital, Seoul, Korea

DP2-I-05 Which Method of Glomerular Filtration Rate Estimation Has the Best Ability to
Predict Mortality after Cardiovascular Surgery？

Sang�Mee An Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan Col-
lege of Medicine, Seoul, Korea

小児先天性心疾患（3） コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）16:30～17:30

座長：泉薫 福岡市立こども病院麻酔科

DP2-10-01 先天性食道閉鎖・食道気管瘻を合併した共通肺静脈閉鎖の新生児手術の麻酔経験
金山旭 国立成育医療研究センター 手術集中治療部 麻酔科，東京逓信病院 麻酔科

DP2-10-02 バソプレシン投与により管理を行ったTCPC conversion の麻酔経験
辻大介 東京都立小児総合医療センター 麻酔科

DP2-10-03 人工心肺離脱後のTEEで unroofed coronary sinus が判明した乳児の 1例
山口恭子 神奈川県立こども医療センター 麻酔科

DP2-10-04 右肺無形成を合併した総肺静脈還流異常修復術の麻酔経験
久保浩太 国立成育医療研究センター 手術・集中治療部

DP2-10-05 総肺静脈還流異常症の術中管理における経食道心エコーの有用性
濱屋和泉 埼玉県立小児医療センター 麻酔科
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DP2-10-06 下心臓型総肺静脈還流異常症を合併したC型食道閉鎖症に対する麻酔経験
北村佳奈 あいち小児保健医療総合センター

カテーテル治療 コンコードB（デジタルポスター会場）
15 日（土）17:30～18:20

座長：山崎光章 富山大学医学部麻酔科学講座

DP2-10-07 緊急経皮的大動脈弁形成術を行い、後日大動脈弁置換術を行った心機能低下を伴う
重症大動脈弁狭窄症症例

吉岡成知 地方独立行政法人山形県・酒田市行政機構日本海総合病院救急科

DP2-10-08 バルーン大動脈弁形成術で大動脈弁狭窄症による心不全が改善し大動脈弁置換術
を行えた透析患者の麻酔管理

伊藤篤史 東京医科歯科大学医学部附属病院 麻酔・蘇生・ペインクリニック科

DP2-10-09 術前に経皮的大動脈弁バルーン拡張術を行った大動脈弁狭窄症を合併した超高齢
者の回盲部切除術の 1症例

小川麻理恵 諏訪赤十字病院麻酔科

DP2-10-10 緊急手術術後に心原性ショックを呈し，BAVおよび PTMCが奏功した一症例
佐藤智恵 札幌医科大学 医学部 麻酔科学講座

DP2-10-11 虚血性心疾患を合併した肺癌患者に対して drug�coated balloon による冠動脈拡張
術後、肺葉切除術を行った症例

平良隆行 琉球大学医学部付属病院 麻酔科


