プログラム

8 : 45 〜 8 : 50

開会の挨拶

8 : 50 〜 9 : 50

セッションⅠ 一般演題（発表 8 分 / 質疑応答 4 分）

済生会横浜市東部病院 循環器内科

座長 岡村病院
横浜栄共済病院
共催

平野 敬典

岡村 高雄
道下 一朗

第一三共株式会社

1. 外腸骨動脈から浅大腿動脈閉塞に対して EVTと内膜摘除術を用いて 治療した
重症下肢虚血の一例

名古屋ハートセンター 循環器内科

徳田 尊洋

2. 跛行を伴う狭窄病変と無症状の閉塞病変の治療に難渋した両側総腸骨動脈病変
の１例

淀川キリスト教病院 循環器内科

長澤 圭典

3. 動脈瘤を合併した遺残坐骨動脈閉塞に対しステントグラフトを用いて血管内
治療を施行した一例

関西労災病院 循環器内科

畑

陽介

4. 限局性腹部大動脈狭窄に対し血管内治療を施行した一例

北播磨総合医療センター 循環器内科

津田 成康

5. 上下部腸間膜動脈閉塞を合併した腹腔動脈狭窄に対してカテーテル治療を行い、
腸間膜虚血症状の改善を得た1 例

仙台厚生病院 循環器内科
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田中 綾紀子

9 : 50〜10 : 50

セッションⅡ 一般演題（発表 8 分 / 質疑応答 4 分）

座長 春日部中央総合病院
済生会横浜市東部病院

安藤
弘
平野 敬典

6. Distal puncture と VIABAHN 留置が著効した外傷性膝窩動脈損傷の一例

京都第一赤十字病院 心臓センター循環器内科

輿 奈利子

7. VIABAHN 留置後に急性閉塞を来した1例

済生会横浜市東部病院 循環器内科

白井 重光

8. Leriche症候群に対するバイパス術後、グラフト感染をきたした状況下で EVT
を施行した一例

済生会横浜市東部病院 循環器内科

岸田 登志彦

9. 右腕頭動脈-人工血管吻合部に生じた仮性動脈瘤に対しVIABAHN Ⓡで治療した一例

近江八幡市立総合医療センター 循環器内科

10 : 50〜11: 50

セッションⅢ

戸村 暢成

一般演題（発表 8 分 / 質疑応答 4 分）

座長 カレスサッポロ 時計台記念病院
豊橋ハートセンター

浦澤 一史
越田 亮司

10. 浅大腿動脈起始部より末梢穿刺によるEVT

岡村病院 心臓血管外科

岡村 高雄

11. 浅大腿動脈入口部からの完全閉塞に対してエコーガイド下での Rikishi カテー
テル使用で順行穿刺治療に成功した 3 肢の治療報告

医療法人 医和基会 戸畑総合病院 循環器内科

梅原 英太郎

12. HD 患者の高度石灰化を伴うSFA CTOにおいてクロッサーシステムが有効で
あった一例

カレスサッポロ 時計台記念病院 循環器センター

齊院 康平

13. 高度石灰化病変における Corsair Armet の有用性について

市立札幌病院 循環器センター 循環器内科

檀浦

裕

14. 石灰化病変に対するPOBA

熊本赤十字病院 循環器内科

池本 智一
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プログラム

12 :00 〜12 : 30

ランチョンセミナー
「 DCBの 適正使用を踏まえたSFA 治療戦略 」

座長
演者

仙台厚生病院 / 東京蒲田病院
仙台厚生病院 / 東京蒲田病院
湘南鎌倉総合病院
共催

12 : 35〜13 : 35

井上
井上
飛田

直人
直人
一樹

日本メドトロニック株式会社

セッションⅣ 一般演題（発表 8 分 / 質疑応答 4 分）

座長 倉敷中央病院
福岡山王病院

後藤
剛
横井 宏佳

15. Exoseal Ⓡのプラグが血管内に脱落した１例

八尾市立病院 循環器内科

井上 創輝

16. SFA distal puncture 後、遅発性仮性動脈瘤の一例

市立札幌病院 循環器内科

鈴木 理穂

17. 両側 SFA のステント内閉塞に対し、いずれも Crosser、Filtrap、Excimer
laser 等を駆使し、完全血行再建に成功した一例

千葉西総合病院 心臓病センター 循環器内科

西岡 道知

18. 下肢閉塞性動脈硬化症の慢性完全閉塞病変に対して、PITカテーテルを用いた
血栓溶解療法が有効だった1 例

庄原赤十字病院 循環器内科

板倉 文乃

19. 当院における Instent Re-Occulusion に対する治療戦略

耳原総合病院 循環器内科
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小笹

祐

13 : 35〜14 :35

セッションⅤ 一般演題（発表 8 分 / 質疑応答 4 分）

座長 京都桂病院
総合高津中央病院
共催

中村
宮本

茂
明

アボット バスキュラー ジャパン株式会社

20. SFA 〜 BKのEVT で合併した動静脈瘻のbail out に難渋した一例

八尾市立病院 循環器内科

峯 健太朗

21. 医原性腓骨動静脈瘻による重症下肢虚血に対して冠動脈用カバードステントを
留置した1例

総合高津中央病院 循環器内科

竹井 達郎

22. 膝下動脈病変に対する血管内治療においてGuideLinerが有効であった症例

済生会横浜市東部病院 循環器内科

深川 知哉

23. 橈骨動脈からの血栓吸引、血栓溶解療法が有用であった 急性腋窩動脈塞栓の
一例

富山西総合病院 循環器内科

原城 達夫

24. 左腎動脈の高度狭窄を含む腹部大動脈の高度石灰化による亜閉塞に対して
EVTを施行した1例

八尾市立病院 循環器内科

植野 啓介
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プログラム

14 : 35〜15 : 35

セッションⅥ 一般演題（発表 8 分 / 質疑応答 4 分）

座長 上尾中央総合病院
心臓病センター榊原病院

一色 高明
山本 桂三

25. 分岐部を含む鎖骨下動脈狭窄の末梢保護について考慮した1例

JCHO 熊本総合病院 循環器内科

田山

信至

26. 鎖骨下静脈へ三分枝で合流する透析シャント静脈に生じた静脈高血圧症に対して
血管内治療が奏功した 1 例

京都中部総合医療センター 循環器内科

堀

友亮

27. 脾門部分岐部脾動脈瘤に塞栓術治療を行った1 例

京都桂病院 心臓血管センター

小林 智子

28. 瘻孔や解離に Amplatzer Vascular Plug（AVP）が 有用であった 2 症例

社会医療法人社団十全会 心臓病センター榊原病院 循環器内科

山本 桂三

29. 肺塞栓症を合併した急性期深部静脈血栓症に対してインターベンションを
行った一例

総合東京病院 循環器内科

15 : 40〜16 :10

羽田

佑

座長 総合高津中央病院 循環器内科 心臓血管センター

宮本

明

演者 済生会横浜市東部病院

毛利 晋輔

Coffee break
「複雑病変におけるMASTULYとGuideLinerPVの有効性 」

循環器内科

共催 日本ライフライン株式会社
16 :10〜16 : 40 「透析 CLI 患者に対する血管内治療、LDL アフェレシス併用療法」

座長 長野赤十字病院 第三循環器内科
演者 湘南鎌倉総合病院 腎臓病総合 医療センター・腎免疫血管内科
共催
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宮下 裕介
大竹 剛靖

株式会社カネカメディックス

16 : 40〜17: 55

パネルディスカッション（発表 10 分 / 質疑応答 4 分）

座長 仙台厚生病院 / 東京蒲田病院
長野赤十字病院
コメンテーター 東京蒲田病院
土谷総合病院
札幌心臓血管クリニック

井上 直人
宮下 裕介
小山
豊
佐藤 友保
原口 拓也

30. SFA のTASC II D 病変に対し、long inflationが有効だった症例

仙台厚生病院 循環器内科

堀江 和紀

31. 薬剤コーティングバルーン拡張前にCROSSER による lesion preparationを
実施した1例

京都第一赤十字病院 心臓センター循環器内科

木村 雅喜

32. One size down ballooning is the best strategy for optimize POBA in
long femoropoliteal lesion

済生会横浜市東部病院 循環器内科

毛利 晋輔

33. 実臨床において SFA 病変に対する DCB は有効か？

総合高津中央病院 循環器内科

山内 靖隆

済生会横浜市東部病院 循環器内科

平野 敬典

《 討 論 》15 分

17: 55〜18: 00

閉会の挨拶
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