
日時 学会名 場所 種類 セッション タイトル 演者
2014年9月 第67回日本胸部外科学会 福岡 口演 ポスター TAVI時代における高齢AS患者に対するSutureless valve を用いたAVRの新たな可能性について 飯野賢治,山口聖次郎,木内竜太,加藤寛城,山本宜孝,鷹合真太郎,富田重之,大竹裕志,Dapunt Otto,渡邊　剛
2015年4月 第103回日本泌尿器科学会総会 金沢 口演 教育企画 泌尿器科手術に役立つ血管外科手術手技 木村圭一
2015年4月 第115回日本外科学会 名古屋 口演 パネルディスカッション11　大動脈弁狭窄ハイリスク症例に対する治療―その適応と成績― TAVI時代におけるAS患者に対するSutureless aoritc valve replacement の検討 飯野賢治,加藤寛城,山本宜孝,上田秀保,鷹合真太郎,木村圭一,木内竜太,山口聖次郎,富田重之,大竹裕志,渡邊　剛,竹村博文,Dapunt Otto
2015年6月 第41回金沢臨床外科懇話会総会(金沢市医師会) 金沢 講演 最近の心臓大血管外科の進歩 竹村博文
2015年6月 平成27年度 富山外科医会総会・学術講演会 富山 講演 心臓大血管外科におけるQC(クオリティコントロール) 竹村博文
2015年6月 第18回北海道心臓外科フォーラム 北海道 講演 心臓大血管外科におけるQC(クオリティコントロール) 竹村博文
2015年6月 第54回日本体外循環技術医学会 北陸地方会 金沢 講演 冠動脈外科におけるQC(クオリティコントロール) 竹村博文
2015年6月 平成27年度 横浜栄病院　登録医の会 横浜 講演 心臓大血管外科の最近の進歩 竹村博文
2015年7月 第36回F.Y.S.C（Fukui Young Surgeon Conference） 福井 講演 心臓血管外科におけるQC（クオリティコントロール） 竹村博文
2015年7月 第20回日本冠動脈外科学会 京都 口演 一般 冠動脈バイパス術におけるepicardial ehco の有用性 飯野賢治,上田秀保,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2015年7月 第1回 北陸心臓外科懇話会 金沢 口演 ビデオセッション Myテクニック ビデオセッション 僧帽弁形成術 竹村博文
2015年7月 石川県医療機器協会 金沢 講演 心臓大血管外科の最近の進歩 竹村博文
2015年8月 石川県研修医ワークショップ 金沢 講演 最新の心臓外科手術の話題 竹村博文
2015年8月 金沢大学医学部 オープンキャンパス 金沢 講演 心肺病態制御学講座 研究室紹介 竹村博文
2015年8月 十全同窓会福井県支部総会 福井 講演 心臓大血管手術の低侵襲化を目指して 竹村博文
2015年9月 3rd heart Care Inernational Symposium Bangkok Thailand 口演 Complete Target Revascularization in Beating Heart CABG. Hirofumi Takemura
2015年9月 3th heart Care Inernational Symposium Bangkok Thailand 口演 Perfection of Anastomosis in Beating Heart CABG : How I do it. Hirofumi Takemura
2015年9月 横浜低侵襲手術研究会 横浜 講演 心臓大血管手術の低侵襲化を目指して 竹村博文
2015年9月 関西循環器内科外科フォーラム 大阪 講演 冠動脈バイパス術のさらなる向上を目指して 竹村博文

2015年10月 第56回日本脈管学会総会 東京 口演 一般 EVER術後のエンドリークに対する追加治療の検討 木村圭一、上田秀保、西田洋児、鷹合慎太郎、山本宜孝、加藤寛城、飯野賢治、竹村博文
2015年10月 第68回日本胸部外科学会定期学術集会 神戸 口演 要望演題 C-TAG®を用いたオープンステントグラフト法の経験 鷹合真太郎,木村圭一,上田秀保,西田洋児,山本宜孝,新谷佳子,加藤寛城,飯野賢治,竹村博文
2015年10月 第56回日本脈管学会総会 東京 ポスター 一般 Kommerell憩室に合併した左鎖骨下動脈瘤に対してコイル塞栓術を施行した１治験例 鷹合真太郎,木村圭一,上田秀保,西田洋児,山本宜孝,新谷佳子,加藤寛城,飯野賢治,竹村博文
2015年10月 第20回 日本心臓血管麻酔学会 博多 口演 セッション 日本心臓血管外科学会とのコラボ企画　「臨床の側面から：OPCAB, TAVI, MICSなどの低侵襲手術へのチーム医療（心臓外科医：心臓外科医としてOPCABの際にチームに望むもの）」 竹村博文
2015年10月 第68回 日本胸部外科学会 神戸 Keynoteレクチャー ディベート 成人心臓12 低侵襲冠動脈バイパス術 MIDCABの功罪　 竹村博文
2015年10月 石川県医師会 労災保険医会 金沢 講演 心臓大血管外科の進歩 竹村博文
2015年11月 第53回日本人工臓器学会大会 東京 口演 一般 腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術後のTypeⅡエンドリークに対する追加治療 木村圭一、上田秀保、西田洋児、鷹合慎太郎、山本宜孝、加藤寛城、飯野賢治、竹村博文
2015年11月 The 6th Sendai/New Tokyo Live 箱根 口演 セッション 三枝病変の治療を考える　③三枝病変のCABGの現況、新エビデンス 竹村博文
2015年11月 The 6th Sendai/New Tokyo Live 箱根 口演 セッション CABG,PCI 2015 現状と問題点、限界　④CABGの限界、施行不能な状況 竹村博文
2015年11月 金沢市医師会 循環器談話会 金沢 講演 心臓大血管手術の低侵襲化を目指して、最近の動向 竹村博文
2015年11月 第15回 広島心臓血管外科フォーラム 広島 講演 冠動脈バイパス術のさらなる向上を目指して 竹村博文
2015年12月 4th RAMA OPCAB Meeting in Bangkok Bangkok Thailand 口演 Choices of conduits in CABG Hirofumi Takemura
2015年12月 4th RAMA OPCAB Meeting in Bangkok Bangkok Thailand 口演 How I do distal anastomoses off pump to anterior, inferior, & lateral walls Hirofumi Takemura
2015年12月 第3回 Aortic Valve Academy 大阪 口演 一般演題 STJ開大を伴わない二尖弁に対する形成術２例の経験 竹村博文
2016年1月 富山赤十字病院 地域医療連携の会 富山 講演 心臓大血管外科の最近の進歩 竹村博文
2016年2月 第46回日本心臓血管外科学会学術総会 名古屋 口演 ビデオ演題 僧帽弁輪石灰化・弁輪部膿瘍を伴う僧帽弁位感染性心内膜炎に対する治療経験 上田秀保,飯野賢治,加藤陽介,岡本純平,西田洋児,鷹合真太郎,山本宜孝,新谷佳子,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2016年2月 第46回日本心臓血管外科学会学術総会 名古屋 ポスター 一般 スーパーフィクソーブ　MXを使用した胸骨閉鎖法による胸骨固定性の検討 加藤寛城,上田秀保,西田洋児,鷹合真太郎,山本宜孝,新谷佳子,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2016年2月 第46回日本心臓血管外科学会学術総会 名古屋 ポスター 一般 冠動脈吻合における端側吻合と側側吻合の血流動態の3次元数値解析による検討 新谷佳子,飯野賢治,上田秀保,西田洋児,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2016年2月 第46回日本心臓血管外科学会 名古屋 口演 ビデオ演題 低左心機能、虚血性僧帽弁逆流に対する心拍動下僧帽弁輪縫縮術の有用性 飯野賢治,加藤寛城,山本宜孝,上田秀保,西田洋児,鷹合真太郎,新谷佳子,木村圭一,竹村博文
2016年3月 ～若手医師のための～京滋心臓血管外科手術アカデミー2016 京都 講演 冠動脈バイパス術のＱＣ(quality control) 竹村博文
2016年4月 第116 回日本外科学会定期学術集会 大阪 口演 パネルディスカッション 自己組織温存僧帽弁形成術の経験 加藤寛城,上田秀保,西田洋児,鷹合真太郎,山本宜孝,新谷佳子,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2016年4月 第116 回日本外科学会定期学術集会 大阪 口演 一般 冠動脈吻合における側側吻合と端側吻合の拍動流での血流動態の３次元数値流体解析 新谷佳子,飯野賢治,上田秀保,西田洋児,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2016年4月 24th Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery 台北 口演 oral presentation intraoperaitve epicardial ultrasonic imaging of coronary arteries and graft anastomoses during beating coroanry artery bypass Kenji Iino,Hiroki Kato,Yoshitaka Yamamoto,Hideyasu Ueda,Yoji Nishida,Shintaro Takago,Yoshiko Shintani,Keiichi Kimura,Hirofumi Takemura 
2016年4月 厚生連高岡病院 富山 講演 心臓大血管外科の低侵襲を目指して 竹村博文
2016年4月 15th Korea-Japan Coronary Artery Surgery Symposium JEJU         Korea 口演 How to complete Beating Heart CABG -How I do it- Hirofumi Takemura
2016年5月 第44回日本血管外科学会学術総会 東京 ポスター 一般 TAGの順行性挿入によるFrozen elephant trunk 法の成績 木村圭一、上田秀保、野　宏成、西田洋児、鷹合真太郎、山本宜孝、新谷佳子、加藤寛城、飯野賢治、竹村博文
2016年5月 第44回日本血管外科学会学術総会 東京 口演 一般 腎動脈上遮断を要した腹部大動脈瘤手術症例の検討 西田洋児,上田秀保,野　宏成,鷹合真太郎,山本宜孝,新谷佳子,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2016年6月 第59回関西胸部外科学会 三重 口演 一般 TAVR時代のSurgical AVR の役割 飯野賢治,山本宜孝,加藤寛城,上田秀保,西田洋児,鷹合真太郎,新谷佳子,木村圭一,竹村博文
2016年7月 第21回日本冠動脈外科学会 福岡 口演 一般 結節性多発性動脈炎による冠動脈障害に対して冠動脈バイパス術を施行した１例 山本宜孝,飯野賢治,上田秀保,野　宏成,西田洋児,鷹合真太郎,新谷佳子,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2016年7月 第21回日本冠動脈外科学会 福岡 口演 一般 冠動脈肺動脈瘻に対し肺動脈幹内腔より瘻開口部を直接閉鎖を行った１例 上田秀保,加藤寛城,野　宏成,西田洋児,鷹合真太郎,山本宜孝,新谷佳子,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2016年7月 第21回日本冠動脈外科学会 福岡 口演 一般 VSPに対する左室内double patch closure 法 加藤寛城,上田秀保,山本宜孝,新谷佳子,飯野賢治,竹村博文
2016年7月 東京クリニカルカンファレンス 東京 講演 冠動脈バイパス術のさらなる向上を目指して 竹村博文
2016年7月 第21回 日本冠動脈外科学会学術大会 福岡 口演 ビデオシンポジウム CABGにおける私の吻合手技 竹村博文
2016年7月 第21回日本冠動脈外科学会 福岡 口演 一般 TTFMによるproximal occlusion test とepicardial echo を併用した術中グラフト評価の有用性 飯野賢治,加藤寛城,山本宜孝,上田秀保,野　宏成,西田洋児,鷹合真太郎,新谷佳子,木村圭一,竹村博文
2016年8月 石川県研修医ワークショップ 金沢 講演 最新の心臓外科手術の話題 竹村博文
2016年9月 第69回日本胸部外科学会定期学術集会 岡山 ポスター 一般 当科におけるJ Graft Open ステントグラフトの使用経験 木村圭一、上田秀保、野　宏成、西田洋児、鷹合真太郎、山本宜孝、新谷佳子、加藤寛城、飯野賢治、竹村博文
2016年9月 第69回日本胸部外科学会定期学術集会 岡山 口演 一般 Numerical hemodynamic analysis of distal end side-to-side anastomosis and end-to-side anastomosis fir coronary artery bypass grafting in a pulsatile flow 新谷佳子,飯野賢治,上田秀保,西田洋児,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文

2016年10月 第57回日本脈管学会総会 奈良 口演 一般 当科での破裂性腹部大動脈瘤に対する治療経験 鷹合真太郎,木村圭一,上田秀保,野　宏成,西田洋児,山本宜孝,新谷佳子,飯野賢治,竹村博文,扇　尚弘,　南　哲弥,蒲田敏文
2016年10月 ISMICS winter workshop 京都 口演 Challenging case presentation Beating aortic valve replacement for aortic stnosis with severe left ventricular dysfunction Kenji Iino,Yoshitaka Yamamoto,Hironari No,Hideyasu Ueda,Yoji Nishida,Shintaro Takago,Hiroki Kato,Yoshiko Shintani,Keiichi Kimura,Hirofumi Takemura
2016年11月 西胆振（いぶり）循環器談話会 室蘭 講演 冠動脈バイパス術におけるQC（quality control） 竹村博文
2016年11月 周術期管理を学ぼうー心臓編― 金沢 講演 心臓手術とは？－エキスパートに詳しく聞こうー 竹村博文
2016年12月 5th RAMA OPCAB Meeting in Bangkok Bangkok Thailand 口演 Arterial revascularization in CABG Hirofumi Takemura
2016年12月 5th RAMA OPCAB Meeting in Bangkok Bangkok Thailand 口演 Live in a box - Distal anastomosis Hirofumi Takemura
2016年12月 5th RAMA OPCAB Meeting in Bangkok Bangkok Thailand 口演 Complex coronary artery reconstruction : Sequential, composite and endarterectomy Hirofumi Takemura
2016年12月 第30回日本冠疾患学会学術集会 東京 口演 一般 高安動脈炎症例に対する冠動脈バイパス術の1例 山本宜孝,飯野賢治,上田秀保,野　宏成,西田洋児,鷹合真太郎,新谷佳子,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2016年12月 第57回日本脈管学会総会 奈良 口演 一般 膵十二指腸動脈瘤破裂6例の治療経験 鷹合真太郎,木村圭一,上田秀保,野　宏成,西田洋児,山本宜孝,新谷佳子,飯野賢治,竹村博文,扇　尚弘,　南　哲弥,蒲田敏文
2016年12月 バイパス手術における現状と今後の課題 東京 講演 冠動脈バイパスのQC(Quality Control)と今後の課題 竹村博文
2016年12月 第30回日本冠疾患学会 東京 口演 外科シンポジウム３ 狭小冠動脈病変に対する術中epicardial echo の有用性 飯野賢治,山本宜孝,野　宏成,上田秀保,西田洋児,鷹合真太郎,新谷佳子,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2016年12月 第4回 Aortic Valve Academy 東京 口演 一般演題 大動脈基部拡大を伴わない三尖弁形成の経験 竹村博文
2017年1月 滋賀医科大学　外科同門会総会 滋賀 講演 CABGのQC（quality control)と心拍動下心臓手術の試み 竹村博文
2017年1月 第31回心臓血管外科ウインターセミナー 野沢 口演 虚血性 広範囲下壁梗塞後、心室中隔穿孔修復後の下壁破裂に対してextended double patch techniqueにて救命しえた1例 飯野賢治,山本宜孝,野　宏成,上田秀保,西田洋児,鷹合真太郎,新谷佳子,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2017年1月 第31回心臓血管外科ウインターセミナー 野沢 口演 弁膜症① MACに対する弁置換術における弁周囲逆流予防のための工夫 加藤寛城,上田秀保,野　宏成,西田洋児,鷹合真太郎,山本宜孝,新谷佳子,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2017年1月 第31回心臓血管外科ウインターセミナー 野沢 口演 弁膜症② 家族性高コレステロール血症の弁上狭窄および狭小弁輪大動脈弁狭窄症に対する手術経験 上田秀保,加藤寛城,野　宏成,西田洋児,鷹合真太郎,山本宜孝,新谷佳子,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2017年2月 第47回日本心臓血管外科学会 東京 ポスター 一般 EVAR術後に開腹人工血管置換術を必要とした症例の検討 木村圭一、上田秀保、野　宏成、西田洋児、鷹合真太郎、山本宜孝、新谷佳子、加藤寛城、飯野賢治、竹村博文
2017年3月 能美市医師会　生涯教育講演 能美 講演 心臓大血管外科の最近の進歩 竹村博文
2017年3月 第81回日本循環器学会学術集会　 金沢 口演 コントロバージー（Low-flow　Low-gradient AS に対する治療を検討する：外科的治療　VS内科的治療） Surgical outcomes of isolated aortic valve replacement in patients with low-flow low-gradient aortic stenosis 飯野賢治,山本宜孝,野　宏成,上田秀保,西田洋児,鷹合真太郎,新谷佳子,加藤寛城,木村圭一,森三佳,高村雅之,川尻剛照,山岸正和
2017年4月 藤田保健衛生大学 愛知 講演 心拍動下手術 －OPCAB、AVR、MVP－ 竹村博文
2017年4月 第42回 静岡県心臓血管外科手術手技ビデオカンファレンス 特別講演 浜松 講演 心拍動下手術 －OPCAB、AVR、MVP－ 竹村博文
2017年5月 金沢医療センター　臨床研究部講演会 金沢 講演 冠動脈バイパスのQC(Quality Control)と今後の課題 竹村博文
2017年5月 Aortic Valve Academy 東京 講演 「Remodeling + Annuloplasty」Special WetLab 竹村博文
2017年5月 第２回 倉敷循環器フォーラム 倉敷 講演 冠動脈バイパス手術におけるクオリティコントロール 竹村博文
2017年6月 信州大学　院内セミナー 松本 講演 心拍動下手術－OPCAB、AVR、MVP－ 竹村博文
2017年6月 第５回 北大循環器・呼吸器外科疾患懇話会（第65回 北大心臓疾患研究会） 札幌 講演 plication法による僧帽弁形成術の可能性と限界 竹村博文
2017年6月 関西胸部外科学会 大阪 講演 ランチョンセミナー plication法による僧帽弁形成術の可能性と限界 竹村博文
2017年7月 金沢大学医学部十全同窓会　新任教授講演 金大 講演 冠動脈バイパスグラフトの機能的、組織学的アプローチ 竹村博文
2017年7月 第22回日本冠動脈外科外科学会 大阪 口演 Workshop 2 吻合困難症例を考える びまん性および狭小冠動脈病変に対する術中epicardial echo の有用性 飯野賢治,山本宜孝,野　宏成,上田秀保,西田洋児,鷹合真太郎,新谷佳子,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2017年7月 第22回日本冠動脈外科外科学会 大阪 口演 グラフト戦略２ 当科における待機的単独心拍動下冠動脈バイパス術の中枢側吻合の検討 山本宜孝,飯野賢治,上田秀保,野　宏成,西田洋児,鷹合真太郎,新谷佳子,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2017年7月 第22回日本冠動脈外科外科学会 大阪 口演 グラフト戦略１ 年齢によるグラフト選択と早期成績についての検討 加藤寛城,上田秀保,野　宏成,西田洋児,鷹合真太郎,山本宜孝,新谷佳子,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2017年8月 石川県研修医ワークショップ 金沢 講演 最新の心臓外科手術の話題 竹村博文
2017年8月 International Coronary Congress New York  U.S 口演 Abstracts Presentations 　Efficacy Of Epicardial Echo Imaging For Diffusely Diseased and Narrowed Coronary Artery During Coronary Artery Bypass Grafting Hirofumi Takemura
2017年9月 第70回日本胸部外科学会定期学術集会 北海道 ポスター ポスター大動脈弁４ Paradoxical low-flow low-gradient  ASに対する単独AVR後の中期成績 飯野賢治,野　宏成,上田秀保,新谷佳子,西田洋児,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2017年9月 第3回 江東豊洲心血管カンファレンス 東京 口演 心房原性機能性僧帽弁閉鎖不全症に対する外科治療 竹村博文
2017年9月 福井県脳心臓血管セミナー 福井 講演 心臓大血管手術の最近の進歩 -TAVR、AVP、MICS- 竹村博文
2017年9月 近森病院 高知 講演 冠動脈バイパスのクオリティーコントロール 竹村博文

2017年10月 豊肥コロナリー研究会 大分 講演 CABGにおけるQuality Control 竹村博文
2017年11月 第29回　関東心臓手術手技研究会 東京 講演 AbFbypass, CABG後のICM+高度ASに対する手術戦略 竹村博文
2017年11月 第79回日本臨床外科学会 東京 口演 シンポジウム09（臨床試験から視た心臓手術～PARTNER試験から視た大動脈弁置換術～ JACVSDデータ解析から見たSAVRの限界とsutureless valve の可能性 飯野賢治,野　宏成,上田秀保,新谷佳子,西田洋児,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2017年12月 第5回Aortic Valve Academy 名古屋 口演 三尖弁David手術のVAjunction size決定困難の２例 竹村博文
2017年12月 第31回日本冠疾患学会学術集会 大阪 口演 心筋梗塞後心室中隔穿孔に対する左室側double patchによる治療 竹村博文
2017年12月 第31回日本冠疾患学会学術集会 大阪 口演 ハートチームシンポジウム４ この症例をどうする２ バイパス術後金属アレルギーと判明したDES留置後短期間に再狭窄、新規病変を認めた一例 飯野賢治,野　宏成,上田秀保,新谷佳子,西田洋児,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2017年12月 6th RAMA OPCAB Meeting in Bangkok Bangkok Thailand 口演 How to make vein graft a better long term patency? Hirofumi Takemura
2018年1月 New Frontier ~Beyond the Future　OPCABの醍醐味をエキスパートと共に体感する 川崎 講演 OPCABについて 竹村博文
2018年2月 第48回日本心臓血管外科学会 津 口演 ビデオ演題2 僧帽弁複合病変、広範囲病変に対するnon-resectional mitral repair 飯野賢治,上田秀保,野　宏成,新谷佳子,西田洋児,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2018年2月 第26回 石川県医師会勤務医部総会 金沢 講演 外科学会の仕組みについて 竹村博文
2018年3月 第21回 金沢南部病診連携の会 金沢 講演 心臓血管外科における最近の進歩 竹村博文
2018年4月 第118回日本外科学会 東京 口演 シンポジウム 弁輪破壊を伴った重症感染性心内膜炎の手術 飯野賢治,野　宏成,上田秀保,新谷佳子,西田洋児,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2018年4月 第118回 日本外科学会定期学術集会 東京 口演 指定演者 心臓外科医からみた専門医制度を視野に入れた合同手術のありかた」複数領域セッション 呼吸器外科と心臓外科の合同手術と棲み分け 竹村博文
2018年4月 KCJL2018（近畿心血管治療ジョイントライブ） 大阪 講演 冠動脈バイパス術におけるエコーの活用法（仮） 竹村博文
2018年7月 第23回日本冠動脈外科学会 和歌山 口演 会長要望演題１ 当科における右冠動脈中枢病変に対する治療成績 飯野賢治,上田秀保,新谷佳子,野　宏成,西田洋児,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2018年7月 第23回日本冠動脈外科学会 和歌山 一般口演 頭頚部病変、悪性腫瘍とCABG 多発性骨髄腫を合併した低心機能の狭心症3枝病変に対するCABGの経験 上田秀保,飯野賢治,竹村博文
2018年7月 第23回日本冠動脈外科学会 和歌山 一般口演 再手術 冠動脈バイパス術後内胸動脈開存症例に対する心臓再手術の工夫 新谷佳子,飯野賢治,上田秀保,野　宏成,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,竹村博文
2018年7月 第23回日本冠動脈外科学会 和歌山 一般口演 心室中隔穿 VSPに対する左室内doubule patch closure 加藤寛城,竹村博文,飯野賢治,上田秀保,鷹合真太郎,山本宜孝,木村圭一
2018年7月 第23回日本冠動脈外科学会 和歌山 一般口演 術後管理、補助循環、縦隔炎 冠動脈バイパス術後の胸骨骨髄炎に対して陰圧閉鎖療法後に大胸筋皮弁を施行した1例 鷹合真太郎,加藤寛城,上田秀保,野　宏成,西田洋児,山本宜孝,新谷佳子,木村圭一,飯野賢治,竹村博文
2018年8月 心臓血管外科学会 サマースクール 神奈川 講演 CABG 竹村博文
2018年9月 第66回日本心臓病学会 和歌山 口演 シンポジウム EBMに基づいた冠動脈硬化症治療法選択を考える」分岐部を含む左主幹部病変の治療戦略（外科、内科） 竹村博文
2018年9月 第４回 江東豊洲心血管カンファレンス 豊洲 講演 正中切開から小切開への移行 竹村博文

2018年10月 第59回日本脈管学会総会 広島 ポスター 一般 膝窩静脈瘤に対して瘤切除およびspiral saphenous vein graftによる血行再建を施行した1例 山本宜孝,木村圭一,上田秀保,野　宏成,鷹合真太郎,加藤寛城,飯野賢治,竹村博文
2018年10月 第71回日本胸部外科学会定期学術集会 東京 講演 CABG術中、術後グラフト評価 竹村博文
2018年10月 第71回日本胸部外科学会定期学術集会 東京 口演 指定演者 Techno-Academy : Coronary 竹村博文
2018年10月 第71回日本胸部外科学会定期学術集会 東京 口演 一般 当科における合併症を伴うB型急性大動脈解離に対する治療成績の検討 木村圭一、上田秀保、野　宏成、西田洋児、鷹合真太郎、山本宜孝、加藤寛城、飯野賢治、竹村博文
2018年10月 第59回日本脈管学会総会 広島 口演 一般 Complicated type B aortic dissectionに対するPETTICOAT techniqueの治療成績 木村圭一、上田秀保、野　宏成、西田洋児、鷹合真太郎、山本宜孝、加藤寛城、飯野賢治、竹村博文
2018年10月 第71回日本胸部外科学会定期学術集会 東京 口演 サージカルコロシウム 高度僧帽弁輪石灰化を伴う２弁置換術において房室間溝破裂をきたした１症例 飯野賢治,上田秀保,野　宏成,西田洋司,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2018年10月 第71回日本胸部外科学会定期学術集会 東京 口演 Schafers道場 竹村博文
2018年10月 Circulation Forum in AKITA 秋田 講演 CABGのさらなる向上を目指してーグラフト評価とSVG revivalー 竹村博文
2018年10月 第56回 青森臨床循環器研究会 青森 講演 CABGの向上を目指して―術中評価、流体力学的考察― 竹村博文
2018年11月 14th Annual Meeting of the Euro-Asian Bridge Society Athens 口演 Potential and limitation of plication technique for mitral regurgitation. Hirofumi Takemura
2018年11月 14th Annual Meeting of the Euro-Asian Bridge Society Athens 口演 Intra left ventricular double patch closure for VSP. Hirofumi Takemura
2018年11月 第32回日本冠疾患学会学術集会 熊本 口演 一般 LAD完全閉塞病変に対する術中epicardial echoの有用性 飯野賢治,上田秀保,橋本　暁,北澤　直樹,野　宏成,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2018年11月 第32回日本冠疾患学会学術集会 口演 一般 年齢によるグラフト選択と早期成績についての検討 加藤寛城,上田秀保,鷹合真太郎,山本宜孝,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2018年11月 日本外科学会 第94回 卒後教育セミナー（平成30年度秋季） 東京 講演 卒後教育セミナー 狭心症・心筋梗塞 竹村博文
2018年12月 7th RAMA OPCAB Meeting in Bangkok Bangkok Thailand 口演 SVG revisited. Hirofumi Takemura
2018年12月 7th RAMA OPCAB Meeting in Bangkok Bangkok Thailand Keynote Lecture Optimum coronary anastomosis Hirofumi Takemura
2018年12月 7th RAMA OPCAB Meeting in Bangkok Bangkok Thailand 口演 Graft flow measurement trouble shooting and management. Hirofumi Takemura
2018年12月 7th RAMA OPCAB Meeting in Bangkok Bangkok Thailand 口演 End to end. Hirofumi Takemura
2019年1月 第22回 九州心臓血管外科セミナー 福岡 講演 MRに対するplication法の可能性と限界 竹村博文
2019年1月 テルモサテライトシンポジウム　安城厚生血管 名古屋 講演 私の弓部置換の変遷 ーLupiae使用に至るまでー 竹村博文
2019年2月 第49回日本心臓血管外科学会学術総会 岡山 口演 会長要望演題IFU適応外の腹部大動脈瘤に対するEVER 中枢側IFU適応外症例に対するfenestrated EVER, chimney EVERの初期中期成績 木村圭一、上田秀保、野　宏成、西田洋児、鷹合真太郎、山本宜孝、扇　尚宏、加藤寛城、飯野賢治、竹村博文
2019年2月 第49回日本心臓血管外科学会学術総会 岡山 口演 会長要望演題17 A型急性解離にopen stentを用いた弓部置換術の早期成績、大動脈リモデリングの検討 飯野賢治,上田秀保,橋本　暁,野　宏成,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2019年2月 第49回日本心臓血管外科学会学術総会 岡山 口演 弁膜症1 MACに対するウシ心膜とヘマシードの2重パッチによる僧帽弁輪再建の１手術例 上田秀保,飯野賢治,野　宏成,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2019年2月 第49回日本心臓血管外科学会学術総会 岡山 口演 弁膜症② David手術時に残存したcentral ARを減少させcoaptationを深くするための工夫 加藤寛城,上田秀保,野　宏成,鷹合真太郎,山本宜孝,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2019年2月 第49回日本心臓血管外科学会学術総会 岡山 ポスター 胸部大動脈２ オープンステントグラフトで右鎖骨下動脈起始異常を処理し得た弓部置換術の2例 鷹合真太郎,加藤寛城,上田秀保,野　宏成,山本宜孝,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2019年2月 第49回日本心臓血管外科学会学術総会 岡山 ポスター 基礎研究 吻合部強度からみた大動脈断端強化法の検討 野　宏成,飯野賢治,上田秀保,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2019年4月 第119回日本外科学会 大阪 ポスター 心臓　全般 当院における僧帽弁輪高度石灰化を伴う僧帽弁置換術の検討 飯野賢治,上田秀保,橋本　暁,野　宏成,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2019年4月 第119回日本外科学会 大阪 サージカルフォーラム 大血管 吻合部強度からみた大動脈断端強化法の検討 野　宏成,飯野賢治,上田秀保,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2019年4月 第119回日本外科学会 大阪 サージカルフォーラム 心臓基礎教育 不凍糖タンパクを用いた低温心保存法 鷹合真太郎,加藤寛城,上田秀保,野　宏成,山本宜孝,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2019年5月 第26回新潟心臓血管肺手術手技研究会 新潟 講演 MRに対するplication technique法の可能性と限界 竹村博文
2019年7月 第24回日本冠動脈外科学会 金沢 口演 Video Symposium1-1 当院における1針連続吻合によるITA-LAD bypass 飯野賢治,鷹合真太郎,上田秀保,野　宏成,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2019年7月 第24回日本冠動脈外科学会 金沢 口演 一般 急性大動脈解離Stanford Aに対する手術時に緊急でＣＡＢＧを併施した６症例の短期成績 上田秀保,飯野賢治,竹村博文,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一
2019年7月 第24回日本冠動脈外科学会 金沢 口演 会長要望演題TAVR時代におけるＡＳ合併冠動脈疾患に対する手術戦略 当院におけるＡＳ合併冠動脈疾患に対する治療成績 加藤寛城,上田秀保,鷹合真太郎,山本宜孝,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2019年7月 第24回日本冠動脈外科学会 金沢 口演 一般 Ｏｓｌｅｒ病を合併した狭心症に対する冠血行再建の一例 野　宏成,飯野賢治,上田秀保,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2019年7月 第24回 日本冠動脈外科学会学術大会 金沢 講演 会長講演　「潜心、そして、先進」 竹村博文
2019年7月 第24回日本冠動脈外科学会 金沢 口演 センシン企画３ 当科における内シャント使用によるＯＰＣＡＢの安全性 飯野賢治,鷹合真太郎,上田秀保,野　宏成,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2019年7月 第24回日本冠動脈外科学会 金沢 口演 Video Symposium2-6 心筋梗塞後の左室自由壁破裂に対して２重パッチ法による閉鎖術を施行した１例 山本宜孝,飯野賢治,上田秀保,野　宏成,鷹合真太郎,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2019年7月 第24回日本冠動脈外科学会 金沢 口演 一般 冠動脈バイパス術後の胸骨骨髄炎に対する治療成績 鷹合真太郎,飯野賢治,上田秀保,野　宏成,山本宜孝,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2019年7月 第24回日本冠動脈外科学会 金沢 口演 一般 内胸動脈グラフトに対するRho-kinase inhibitor (Fasudil) の抗血管攣縮効果 西田洋児,木村圭一,上田秀保,鷹合真太郎,山本宜孝,加藤寛城,飯野賢治,竹村博文,安藝　翔,多久和　陽



2019年7月 第4回 日本低侵襲心臓手術学会学術集会 東京 口演 シンポジウム 保険収載は、日本のMICSを変えたか？ 竹村博文
2019年7月 第4回 日本低侵襲心臓手術学会学術集会 東京 口演 シンポジウム MICSは、後尖MVPを変えたか？ 竹村博文
2019年7月 WEP2019 大阪 口演 指定講演　Session 3  OPCABのputfall、VSP修復後の左室破裂 竹村博文
2019年9月 Medtronic OPCAB MASTERCLASS APAC2019 東京 口演 Radial Artery harvesting 竹村博文

2019年11月 第72回日本胸部外科学会定期学術集会 京都 口演 ワークショップ 大動脈弁狭窄症に対する治療戦略―外科の立場から― 竹村博文
2019年11月 第72回日本胸部外科学会定期学術集会 京都 ポスター 大血管 Marfan症候群の全弓部置換術後の下行大動脈瘤に対し複数回TEVAR施行後も瘤径拡大を続けたためステントグラフト抜去人工血管置換術を施行した1例 上田秀保,木村圭一,芝原史記,水島穂波,斎藤直毅,野　宏成,鷹合真太郎,竹村博文,吉田周平,松本　勲
2019年11月 第72回日本胸部外科学会定期学術集会 京都 ビデオシンポジウム３ 僧帽弁輪石灰化への対応 当院における高度僧帽弁輪石灰化を伴う僧帽弁置換術の検討 斎藤直毅,飯野賢治,竹中俊介,水島穂波,芝原史記,上田秀保,野　宏成,鷹合真太郎,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2019年11月 第72回日本胸部外科学会定期学術集会 京都 ポスター 大動脈弁２ 当院における大動脈弁形成術の検討 加藤寛城,斎藤直毅,上田秀保,野　宏成,鷹合真太郎,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2019年11月 第72回日本胸部外科学会定期学術集会 京都 ポスター 実験・再生吻合部強度からみた大動脈断端強化法の検討 吻合部強度からみた大動脈断端強化法の検討 野　宏成,飯野賢治,斎藤直毅,上田秀保,鷹合真太郎,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2019年11月 第72回日本胸部外科学会定期学術集会 京都 ポスター 僧帽弁１ 後尖逸脱病変に対するPlication法による僧帽弁形成術の中期成績 飯野賢治,鷹合真太郎,斎藤直毅,竹中俊介,芝原史記,水島穂波,上田秀保,野　宏成,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2019年11月 8th RAMA OPCAB Meeting in Bangkok Bangkok Thailand Keynote Lecture Challenging problems of intra operative flow measurement: When to revise a graft and when not to Hirofumi Takemura
2019年11月 8th RAMA OPCAB Meeting in Bangkok Bangkok Thailand 口演 Video　Session Operative techniques in CABG　Video Session Hirofumi Takemura
2019年11月 8th RAMA OPCAB Meeting in Bangkok Bangkok Thailand 口演 Case　Session Interesting cases  Hirofumi Takemura
2019年11月 第10回日本心臓弁膜症学会 Nightmare and Bailout 東京 口演 Another nightmare in mitral valve surgery 竹村博文
2019年11月 第10回日本心臓弁膜症学会 サテライトシンポジウム 東京 口演 Tips and Pitfalls 竹村博文
2019年11月 第10回日本心臓弁膜症学会 東京 ポスター 僧帽弁２ 後尖逸脱病変に対するPlication法による僧帽弁形成術の中期成績 飯野賢治,斎藤直毅,鷹合真太郎,上田秀保,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2019年11月 第10回日本心臓弁膜症学会 東京 ポスター TAVI2 MIDCAB後アクセス困難例に対するTAVRを施行した1例 鷹合真太郎,飯野賢治,斎藤直毅,上田秀保,野　宏成,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2020年1月 Symposium and Workshop on Advanced Coronary Artery Surgery Philippine 口演 Harmonic Scalpel IMA Harvest Hirofumi Takemura
2020年1月 Symposium and Workshop on Advanced Coronary Artery Surgery Philippine 口演 RA Harvest Hirofumi Takemura
2020年1月 Symposium and Workshop on Advanced Coronary Artery Surgery Philippine 口演 Use of Functional Assessment (TTFM) Hirofumi Takemura
2020年2月 第22回 石川県心臓リハビリテーション研究会 金沢 講演 低侵襲心臓手術の進化　ー心臓リハビリテーション促進を目指してー 竹村博文
2020年2月 ASCVTS 28th Annual Meeting 2020 Chiang Mai, Thailand 口演 Speaker　Topic : Total Arterial Graft CABG  Hirofumi Takemura
2020年2月 ASCVTS 28th Annual Meeting 2020 Chiang Mai, Thailand 口演 Speaker　 Topic : OPCAB in Diffused Target Hirofumi Takemura
2020年2月 ASCVTS 28th Annual Meeting 2020 Chiang Mai, Thailand 口演 Speaker　Topic:  Surgical Strategy and Decision of Conduit in CABG : Total Arterial, Combined or Total Venous? Hirofumi Takemura
2020年8月 第63回関西胸部外科学会学銃集会 鳥取web 口演 一般 透析患者に対する生体弁での大動脈弁置換術後2年で生体弁の劣化を来し再 弁置換術を要した1例 上田秀保,斎藤直毅,鷹合真太郎,加藤寛城,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2020年8月 第63回関西胸部外科学会学銃集会 鳥取web 口演 要望心臓血管外科手術におけるnightmare caseとbail out 2 Bentall手術後・左冠動脈再建部の仮性動脈瘤に対する１治験例 鷹合真太郎,加藤寛城,斎藤直毅,上田秀保,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2020年8月 第63回関西胸部外科学会学銃集会 鳥取web 口演 一般 高度真腔狭小化を伴う急性A型大動脈解離に対し，pull-through technique を用いて真腔内にFrozen Elephant Trunkを留置できた1例 斎藤直毅,飯野賢治,橋本聖史,黒川祐貴,三田和芳,上田秀保,鷹合真太郎,木村圭一,松本純一,扇尚弘,竹村博文
2020年8月 第120回日本外科学会定期学術集会 横浜web ポスター 大血管　胸部大動脈 当科におけるvisceral malperfusionを伴う急性A型大動脈解離の治療成績 飯野賢治,斎藤直毅,上田秀保,鷹合真太郎,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2020年8月 第120回日本外科学会定期学術集会 横浜web ポスター 心臓全般 開心術後縦隔炎に対する治療経験 鷹合真太郎,加藤寛城,斎藤直毅,上田秀保,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2020年8月 第50回日本心臓血管外科学会学術総会 福島web 口演 会長要望演題 当科における腸管虚血を伴う急性A型大動脈解離の治療成績 飯野賢治,斎藤直毅,上田秀保,鷹合真太郎,加藤寛城,木村圭一,竹村博文
2020年8月 第50回日本心臓血管外科学会学術総会 福島web ポスター A型大動脈解離１ 80歳以上の急性大動脈解離stanford Aに対する緊急手術の短期成績 上田秀保,斎藤直毅,鷹合真太郎,加藤寛城,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2020年8月 第50回日本心臓血管外科学会学術総会 福島web 口演 会長要望演題 開心術後縦隔炎に対する一期的再建法の治療経験 鷹合真太郎,加藤寛城,斎藤直毅,上田秀保,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2020年8月 第50回日本心臓血管外科学会学術総会 福島web ポスター A型大動脈解離 当院におけるFrozen elephant trunkを用いた定型化された急性A型大動 脈解離手術 加藤寛城,斎藤直毅,上田秀保,鷹合真太郎,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2020年8月 第50回日本心臓血管外科学会学術総会 福島web ポスター 大動脈基部・大動脈弁・肺動脈弁 巨大Valsalva洞動脈瘤に対しpartial remodeling手術を施行した1例 加藤寛城,斎藤直毅,上田秀保,鷹合真太郎,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2020年8月 第50回日本心臓血管外科学会学術総会 福島web ポスター 大動脈弁５ 高度大動脈弁狭窄症，部分肺静脈還流異常症を合併したTurner症候群 の1例 鷹合真太郎,加藤寛城,斎藤直毅,上田秀保,飯野賢治,木村圭一,竹村博文

2020年10月 第73回日本胸部外科学会定期学術集会 名古屋web 口演 テクノアカデミー 心拍動下冠動脈バイパス術におけるnon-diseased ascending aortaの中枢側吻合の検討 飯野賢治,山本宜孝,鷹合真太郎,井田朝彩香,藤井佑美,斎藤直毅,上田秀保,村田明,木村圭一,竹村博文
2020年10月 第73回日本胸部外科学会定期学術集会 名古屋web 口演 一般 当科におけるMalperfusionを伴う急性A型大動脈解離の治療成績 飯野賢治,山本宜孝,斎藤直毅,上田秀保,鷹合真太郎,村田明,木村圭一,竹村博文
2020年10月 第73回日本胸部外科学会定期学術集会 名古屋web 口演 一般 当科における冠動脈バイパス術施行例での人工心肺使用の有無による早期成績の比較検討 山本宜孝,飯野賢治,斎藤直毅,上田秀保,鷹合真太郎,木村圭一,竹村博文
2020年10月 第73回日本胸部外科学会定期学術集会 名古屋web 口演 一般 感染性胸部大動脈瘤の治療経験 鷹合真太郎,飯野賢治,斎藤直毅,上田秀保,山本宜孝,木村圭一,竹村博文
2021年2月 第35回日本不整脈外科研究会 京都web 口演 一般 MICS maze の経験 飯野賢治,中堀洋樹,山本宜孝,小川隼一,西田直仁,片桐絢子,斎藤直毅,上田秀保,村田明,木村圭一,竹村博文
2021年2月 第51回日本心臓血管外科学会学術総会 京都web 口演 会長要望演題心房性MR 心房性機能性僧帽弁閉鎖不全症と診断され僧帽弁形成術が行われた症例の早期成績の検討 山本宜孝,飯野賢治,斎藤直毅,上田秀保,鷹合真太郎,村田　明,木村圭一,竹村博文
2021年4月 第121回日本外科学会 千葉web 口演 サージカルフォーラム「心臓・血管‐術式」 広範囲心筋梗塞後に発症した心室中隔穿孔に対する外科手術 飯野賢治,山本宜孝,中堀洋樹,片桐絢子,斎藤直毅,上田秀保,村田明,木村圭一,竹村博文
2021年6月 29th ASCVTS 2021 Online Conference WEB 口演 Session Ischemic Heart Disease Hirofumi Takemura
2021年6月 第64回関西胸部外科学会学術集会 川崎web 口演 ビデオセッション心臓４　私の工夫 僧帽弁輪高度石灰化を伴う僧帽弁置換術における工夫 飯野賢治,山本宜孝,上田秀保,中堀洋樹,片桐絢子,斎藤直毅,村田明,木村圭一,竹村博文
2021年7月 第26回日本冠動脈外科学会学術大会 山口web 口演 テクニカル・セッション3「シャント・チューブの上手な使い方」 内シャントチューブを使用した末梢側吻合 飯野賢治,山本宜孝,上田秀保,中堀洋樹,片桐絢子,斎藤直毅,村田明,木村圭一,竹村博文
2021年7月 第26回日本冠動脈外科学会学術大会 山口web 口演 テクニカル・セッション４「確実な術中のグラフト評価方法」 当科における冠動脈バイパス術の術中グラフト評価方法 山本宜孝,飯野賢治,竹村博文,中堀洋樹,斎藤直毅,上田秀保,村田明,木村圭一,竹村博文
2021年7月 第26回日本冠動脈外科学会学術大会 山口 講演 冠動脈外科・冠疾患学会合同シンポジウム CTOに対するアップデートなアプローチ 竹村博文
2021年7月 第26回日本冠動脈外科学会学術大会 山口web 口演 ビデオシンポジウム2-1「VSPの手術手技と周術期治療のじっさい」 当科におけるVSPに対する治療戦略 飯野賢治,山本宜孝,中堀洋樹,斎藤直毅,片桐絢子,上田秀保,村田明,木村圭一,竹村博文
2021年7月 第26回日本冠動脈外科学会学術大会 山口web 口演 一般　CABGのグラフト選択、中枢側吻合デバイス 心拍動下冠動脈バイパス術におけるdiseased ascending aortaの中枢側吻合の検討 中堀洋樹,飯野賢治,山本宜孝,片桐絢子,斎藤直毅,上田秀保,村田明,木村圭一,竹村博文

2021年11月 第74回日本胸部外科学会定期学術集会 東京 口演 一般　心臓６ 低左心機能症例に対するon- pump beating CABGの有用性について 飯野賢治,山本宜孝,中堀洋樹,片桐絢子,斎藤直毅,上田秀保,村田明,木村圭一,竹村博文
2021年11月 第74回日本胸部外科学会定期学術集会 東京 口演 オンデマンド心臓６A型解離６ 当科における急性大動脈解離に対するFETを用いた弓部大動脈置換術における断端形成の工夫と成績 飯野賢治,山本宜孝,中堀洋樹,片桐絢子,斎藤直毅,上田秀保,村田明,木村圭一,竹村博文
2021年11月 第74回日本胸部外科学会定期学術集会 東京 口演 オンデマンド　心臓37　後天性・その他 術前に心臓腫瘍と診断され外科的切除術が施行された症例の検討 山本宜孝,飯野賢治,中堀洋樹,斎藤直毅,片桐絢子,上田秀保,村田明,木村圭一,竹村博文
2021年11月 第74回日本胸部外科学会定期学術集会 東京 口演 オンデマンド　心臓10　TEVER3 慢性期大動脈解離sntafordBの偽腔拡大に対して血管内治療により多数のentry閉鎖を施行した1例 上田秀保,木村圭一,中堀洋樹,斎藤直毅,山本宜孝,飯野賢治,竹村博文
2021年11月 第74回日本胸部外科学会定期学術集会 東京 口演 オンデマンド　心臓12　大動脈３ Shaggy Aortaの弓部大動脈瘤に対する弓部置換術3例の報告 上田秀保,木村圭一,中堀洋樹,斎藤直毅,山本宜孝,飯野賢治,竹村博文
2021年11月 第74回日本胸部外科学会定期学術集会 東京 口演 オンデマンド　心臓14　大動脈二期手術 広範囲胸部大動脈瘤に対し正中切開での弓部置換術を先行した5例の報告 上田秀保,中堀洋樹,斎藤直毅,山本宜孝,飯野賢治,木村圭一,竹村博文
2021年11月 第74回日本胸部外科学会定期学術集会 東京 口演 一般　領域横断１　心臓血管外科と呼吸器外科の合同手術 胸部手術における呼吸器外科と心臓血管外科の共同手術 田村昌也,松本勲,高山哲也,斎藤大輔,吉田周平,飯野賢治,竹村博文
2021年11月 第74回日本胸部外科学会定期学術集会 東京 口演 オンデマンド　食道５　食道一症例 経胃管的に挿入した経腸チューブに起因し心嚢液貯留をきたした1例 坂井亜依,岡本浩一,二宮敦,上田秀保,山本宜孝,飯野賢治,中村慶史,伏田幸夫,稲木紀幸,竹村博文
2021年11月 第74回日本胸部外科学会定期学術集会 東京 ワークショップ　心臓４　FFRはCABGをどうかえるか 冠動脈バイパス術施行症例においてFFRの結果は治療方針に大きな影響を与える 山本宜孝,飯野賢治,中堀洋樹,斎藤直毅,片桐絢子,上田秀保,村田明,木村圭一,竹村博文
2021年11月 第74回日本胸部外科学会定期学術集会 東京 口演 一般　心臓42　CABG1 心拍動下冠動脈バイパス術におけるdiseased ascending aortaの中枢側吻合の検討 中堀洋樹,飯野賢治,山本宜孝,斎藤直毅,片桐絢子,上田秀保,村田明,木村圭一,竹村博文
2021年11月 金沢市医師会 循環器談話会 金沢WEB 講演 心臓大血管手術のさらなる低侵襲化を目指して 竹村博文
2021年11月 第25回心臓大血管懇話会 仙台 講演 我々の冠動脈バイパス術戦略 & Mitral plication戦略　ーCTOにはCABGかPCIかー 竹村博文
2021年12月 7th Annual International Coronary Congress New York  U.S 口演 Concurrent Session The effectiveness of ECUS to detect CTO coronary artery and how to manage the anastomosis Hirofumi Takemura
2021年12月 第35回日本冠疾患学会学術集会 大阪web 口演 症例報告外科２ 高度AS＋冠動脈疾患に対してTAVI＋MIDCABを施行した１例 中堀洋樹,飯野賢治,片桐絢子,斎藤直毅,上田秀保,山本宜孝,村田明,木村圭一,竹村博文
2021年12月 第35回日本冠疾患学会学術集会 大阪web 口演 シンポジウム11 冠血行再建術（PCI/CABG)の周術期脳梗塞を減らす 心拍動下冠動脈バイパス術におけるnon-diseased ascending aortaの中枢側吻合の治療成績 飯野賢治,山本宜孝,中堀洋樹,片桐絢子,斎藤直毅,上田秀保,村田明,木村圭一,竹村博文
2022年2月 第６回江東豊洲心血管カンファレンス 東京 講演 スポンサードセミナー「日本胸部外科学会の歴史と若手支援」 竹村博文
2022年3月 第52回日本心臓血管外科学会学術総会 横浜 講演 卒後教育セミナー Postgraduate course Basic バイパス材料と冠動脈吻合法：end-side 吻合かside-side 吻合か 竹村博文
2022年3月 第52回日本心臓血管外科学会学術総会 横浜web 口演 ワークショップ１これからの冠動脈バイパス術：標準術式はoff-pumpか、on-pump beatingか、arrestか 当院におけるCABGの治療成績 飯野賢治,中堀洋樹,山本宜孝,片桐絢子,斎藤直毅,上田秀保,村田明,木村圭一,竹村博文
2022年3月 第52回日本心臓血管外科学会学術総会 横浜web 口演 ビデオ演題１心内膜炎 Aorto-ventricular discontinuity を伴う弁輪部膿瘍に対する基部置換術 飯野賢治,山本宜孝,中堀洋樹,片桐絢子,斎藤直毅,上田秀保,村田明,木村圭一,竹村博文
2022年3月 第52回日本心臓血管外科学会学術総会 横浜web 口演 一般 当科における下行・胸腹部大動脈瘤手術での対麻痺予防戦略 上田秀保,中堀洋樹,斎藤直毅,山本宜孝,飯野賢治,村田明,木村圭一,竹村博文
2022年3月 第52回日本心臓血管外科学会学術総会 横浜web 口演 会長要望演題6　MICSにおける心房細動へのストラテジー　maze手術、LA閉鎖、左房縫縮　手術手技と成績 当科におけるCryoablationによるMICS　MAZE手術症例の成績 山本宜孝,飯野賢治,中堀洋樹,斎藤直毅,片桐絢子,上田秀保,村田明,木村圭一,竹村博文
2022年3月 第52回日本心臓血管外科学会学術総会 横浜web 口演 一般 透析症例と非透析症例の単独CABGにおける術後成績の比較 中堀洋樹,飯野賢治,片桐絢子,斎藤直毅,上田秀保,山本宜孝,村田明,木村圭一,竹村博文


