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総 会 日 程
第 1日（6月 14日 木曜日）

A会場（よこすか芸術劇場）

8:30-10:10 シンポジウム 1 下肢静脈瘤治療後の再発：再発形式とその治療
座長：佐藤 紀（埼玉医科大学総合医療センター血管外科）

広川 雅之（お茶の水血管外科クリニック）

SY-1-1 下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術後の再発形式とその治療
お茶の水血管外科クリニック 広川 雅之 他2名

SY-1-2 下肢静脈瘤術後遠隔成績からみた血管内レーザー焼灼術とストリッピングの再発形式の比較とその対
策

長野松代総合病院心臓血管外科 清水 剛

SY-1-3 下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術の遠隔成績と再発
福島県立医科大学医学部心臓血管外科 佐戸川弘之 他9名

SY-1-4 血管内焼灼術導入後の下肢静脈瘤再発症例の検討
医療法人社団シマダ嶋田病院血管外科 石原 健次

SY-1-5 大伏在静脈ストリッピング 5年後の臨床成績，再発を中心に
松阪おおたクリニック 草川 均 他4名

SY-1-6 下肢静脈瘤術後再発の解剖学的パターン
すずきメディカルクリニック 鈴木 修

SY-1-7 下肢静脈瘤治療後再発症例に関する自験例の検討
熊本血管外科クリニック 宇藤 純一 他2名

SY-1-8 下肢静脈瘤治療の再発予防―はじめの一歩は初回の適切な治療から―
西の京病院血管外科 今井 崇裕

10:10-11:00 スポンサードセミナー 1
共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社／ファイザー株式会社

座長：安藤 太三（総合大雄会病院心臓血管センター）

SP-1 Update of ACCP Guidelines for the Treatment of VTE
McMaster University, Professor, Juravinski Hospital and

Cancer Centre Medicine Respirology / Hematology and Thromboembolism Clive Kearon

11:00-11:30 会長講演
座長：松本 昭彦（横浜市立大学医学部名誉教授）

PL-1 静脈学に育てられて
横浜南共済病院循環器センター（心臓血管外科）/横浜市立大学外科治療学 孟 真
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11:30-12:00 会務総会

13:20-15:00 シンポジウム 2 硬化療法の進歩：フォーム硬化療法の保険適応を受けて：
第 4回フォーム硬化療法コンセンサスミーティング

座長：岩井 武尚（慶友会つくば血管センター）
八巻 隆（東京女子医科大学形成外科）

SY-2-1 Indications, contraindications and performance：European guidelines for sclerotherapy in
chronic venous disorders.

Department of Dermatology, University of Bonn, Germany Eberhard Rabe

SY-2-2 新生血管に伴う再発，不全穿通枝に対するエコーガイド下フォーム硬化療法の経験と成績
松阪おおたクリニック 草川 均

SY-2-3 下肢静脈瘤術後再発例に対するフォーム硬化療法の検討
お茶の水血管外科クリニック /東京医科歯科大学血管外科 西澤 真人 他3名

SY-2-4 下肢静脈瘤に対するカテーテル硬化療法の治療成績
愛媛大学大学院医学系研究科心臓血管呼吸器外科 八杉 巧 他5名

SY-2-5 静脈クリニックにおける硬化療法
いわた血管外科クリニック 岩田 博英

SY-2-6 小伏在静脈瘤に対するエコーガイド下本幹硬化療法連続 50症例の治療経験―成功のポイントと失敗
例の考察―

慶友会つくば血管センター 小泉 伸也 他3名

SY-2-7 まとめ・総合討論
東京女子医科大学形成外科 八巻 隆

16:40-18:30 シンポジウム 3
コンセンサス：静脈性潰瘍・慢性静脈不全の圧迫療法―入院から自己管理へ
座長：岩井 武尚（慶友会つくば血管センター，日本静脈学会理事長）

大浦 武彦（医療法人社団廣仁会褥瘡・創傷治癒研究所，日本下肢救済・足病学会理事長）

SY-3-1 静脈性潰瘍（Venous ulcer）―本邦における静脈疾患に関する Survey XIX―（日本静脈学会静脈疾
患サーベイ委員会報告）

白石血管外科クリニック 白石 恭史 他6名

SY-3-2 慢性静脈鬱滞性潰瘍に対する外来圧迫療法と根治術
お茶の水血管外科クリニック 栗原 伸久 他2名

SY-3-3 下肢静瘤専門クリニックでの下肢静脈うっ滞性潰瘍の例の検討
坂田血管外科クリニック 坂田 雅宏

SY-3-4 静脈うっ滞性潰瘍患者としての意見
患者代表

SY-3-5 日本下肢救済学会の意見
医療法人社団廣仁会褥瘡・創傷治癒研究所（日本下肢救済・足病学会理事長） 大浦 武彦
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SY-3-6 日本血管外科学会の意見
名古屋大学大学院医学系研究科血管外科分野（日本血管外科学会理事長） 古森 公浩

SY-3-7 日本脈管学会の意見
山王メディカルセンター（日本脈管学会理事長） 重松 宏

SY-3-8 日本静脈学会の意見
慶友会つくば血管センター（日本静脈学会理事長） 岩井 武尚

SY-3-9 特別講演：静脈疾患の診療向上へむけて
参議院議員，医学博士 秋野 公造



B 会場（ヨコスカ・ベイサイド・ポケット）
 

The 38th JSP ‒ ACP ‒ vWIN International session
Chairs: Mo M, Khilnani N, Gianesini S; Moderators: Chi YW, Yamaki T, Ogawa T

8:30 ‒ 8:33 OPENING（Mo M, Khilnani N, Chi YW, Gianesini S）

Oral presentation

INVITED TALKS

8:34 ‒ 8:42 Pelvic venous disease: current perspectives, knowledge gaps and the efforts to fill 
them

 （Khilnani N, Cornel University, USA）

8:42 ‒ 8:50 Anticoagulation for superficial venous thrombosis: is there any controversy ?
 （Chi YW, UC Davis University, USA）

8:51 ‒ 8:59 Venous hemodynamics application for saphenous reflux recurrence reduction
 （Gianesini S, University of Ferrara, ITALY）

8:59 ‒ 9:05 Phlebology & innovation: where are we going ?
 （Ragg JC, Angioclinic, GERMANY）

9:06 ‒ 9:12 Phlebology & humanitarian support: what can we do ?
 （Villaroel L, Ariasmedical, MEXICO）

FREE INTERNATIONAL ABSTRACT SESSION

9:14 ‒ 9:19 Supermicrosurgical Lymphaticovenous Anastomosis for Compression-refractory 
Extremity Lymphedema ‒  Yamamoto T

9:19 ‒ 9:21 discussant（Khilnani N）

9:22 ‒ 9:27 Anticoagulation Therapy for Venous Thromboembolism in the Real World: From 
COMMAND VTE Registry ‒  Yamashita Y

9:27 ‒ 9:30 discussant（Chi YW）

9:31 ‒ 9:36 Angioscopic evaluation of chronic venous obstruction repair after venous stenting 
‒  Hoshino Y

9:36 ‒ 9:39 discussant（Gianesini S）
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9:40 ‒ 9:45 Venous thromboembolism in patients with chronic thromboembolic pulmonary 
hypertension who underwent pulmonary endarterectomy ‒  Kobayashi Y 

9:45 ‒ 9:48 discussant（Ragg JC）

9:48 ‒ 9:53 The Surgical and Conservative Treatments of the Popliteal Vein Entrapment Syn-
drome ‒  Iwai T.

9:53 ‒ 9:56 discussant（Villaroel L）

9:56 ‒ 10:10 Open discussion

Poster presentation in the foyer in front of the room B

FREE INTERNATIONAL ABSTRACT SESSION ‒poster

10:10 ‒ 10:13 Posters presentation
10:13 ‒ 10:15 Poster questions & answers
Selected Posters（judges: Mo M, Khilnani N, Gianesini S, Chi YW, Yamaki T, Ogawa T.）

1.   Risk Factors of Endo-venous Heat-induced Thrombosis following Endo-venous Ablation ‒ Kawase I
2.   Varicose ablation ～Can we ablate superficial tortuous veins ?～ ‒ Nakamura K
3.   Compression film bandage ‒ Ragg JC

Poster only

・  Ultrasound Guided Direct Cyanoacrylate Embolization For Incompetent Truncal Veins, Perforators 
and Tributaries ‒ Sakakibara N

・  Flow modifications by perivenous hyaluronan ‒ Ragg JC
・  SEV position is associated with endovenous heat-induced thrombosis after radiofrequency ablation 
for varicose veins ‒ Kitagawa A

・  Pelvic Congestion Syndrome new classification ‒ Antignani PL
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10:15-10:45 EVF prize winner presentations
Chairs：Ikuo Fukuda（Hirosaki Univ.）

Hitoshi Goto（Tohoku Univ.）

EPW-1 Randomised controlled trial of compression therapy following endothermal ablation（cometa
trial）

Imperial College London, London, UK Bootun Roshan 他4名

EPW-2 Noninvasive evaluation of calf muscle oxygenation in patients with chronic venous insuffi-
ciency using near�infrared spectroscopy�correlation with clinical severity

TokyoWomen’s Medical University, Tokyo, Japan Yumiko Sasaki 他5名

EPW-3 Anomalies of the inferior vena cava：not always congenital?
Erasmus MC, Rotterdam, the Netherlands Willms EE 他2名

10:45-10:55 2017 年度インテグラル EVFトラベルアワード受賞者派遣報告
座長：福田 幾夫（弘前大学胸部心臓血管外科）

後藤 均（東北大学病院総合外科（血管外科部門））

新潟大学医歯学系呼吸循環外科 榛沢 和彦

かみいち総合病院血管外科 戸島 雅宏

13:20-14:30 シンポジウム 4 手術手技ビデオ：経験を宝に
座長：石橋 宏之（愛知医科大学血管外科）

國吉 幸男（琉球大学医学部胸部心臓血管外科学）

SY-4-1 静脈性血管瘤（venous aneurysm）に対する手術経験
愛知医科大学血管外科 折本 有貴 他7名

SY-4-2 術野不良時の breakthrough としての大腿駆血下 SEPS―非駆血下から駆血下 SEPS への conver-
sion―

山梨厚生病院心臓血管外科 伊從 敬二 他3名

SY-4-3 下肢慢性静脈不全症に対する内視鏡下筋膜下不全穿通枝切離術（SEPS）
仁鷹会たかの橋中央病院血管外科・内視鏡センター 春田 直樹 他2名

SY-4-4 下肢静脈瘤における ICG蛍光 navigation phlebectomy
山本醫院 山本 裕

SY-4-5 マイクロサージャリーを用いた脈管奇形の手術療法
神戸大学大学院医学研究科形成外科学 野村 正 他3名

SY-4-6 下大静脈原発平滑筋肉腫に対して腫瘍切除ならびにパッチ形成にて静脈再建を行った 1例
関西医科大学総合医療センター血管外科 深山 紀幸 他4名

SY-4-7 肺動脈血栓内膜摘除術の技術を応用し救命し得た急性肺血栓塞栓症の 1手術例
横浜市立大学附属病院心臓血管外科 富永 訓央 他7名
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14:30-15:00 教育講演 1
座長：益田 宗孝（横浜市立大学大学院医学研究科外科治療学）

EL-1 History of Internship Program of U.S. Naval Hospital Yokosuka Japan
Dermatology, U.S. Naval Hospital, Yokosuka, Japan Carrick Burns

16:10-18:30 第 15回下肢静脈瘤血管内焼灼術研修会
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C会場（メルキュールホテル横須賀 5F パリ BC）

9:00-10:00 第 7回インテグラル EVFトラベルアワード選考会
座長：四方 裕夫（金沢医科大学胸部心臓血管外科）

中村 都英（宮崎大学医学部循環呼吸・総合外科）

EVF-1 活動性癌を有する患者に見つかった無症候性の下肢深部静脈血栓症の診療実態と予後
京都大学大学院医学研究科循環器内科 山下 侑吾 他1名

EVF-2 下肢末梢型DVTを有する大腿骨近位部骨折患者の周術期保存療法の検討
大阪警察病院麻酔科 上田 篤史

EVF-3 下肢静脈瘤術後遠隔成績からみた血管内レーザー焼灼術とストリッピングの再発形式の比較とその対
策

長野松代総合病院心臓血管外科 清水 剛

EVF-4 人工股関節全置換術におけるプロテイン Sの術後変化
横浜市立大学医学部整形外科学教室 池 裕之 他9名

EVF-5 静脈鬱滞性潰瘍に対する外科治療の治療成績
川崎医科大学心臓血管外科 田淵 篤

10:10-11:00 一般演題 1 静脈瘤 1
座長：今井 崇裕（西の京病院血管外科）

小長井直樹（大森内科ハートクリニック）

O-1-1 下肢静脈瘤血管内高周波焼灼術の工夫―Half step RFA―
TMG戸田中央総合病院心臓血管外科 宮川 弘之 他2名

O-1-2 EVLAの焼灼開始点を SFJ に近づける意味と危険性について
きたじま田岡病院血管外科 中井 義廣 他3名

O-1-3 大伏在静脈に対する ELVeS レーザー 1470 を用いた大伏在静脈―大腿静脈接合部からのレーザー血
管内焼灼術について

オリビエ会新宿外科クリニック大宮セントラルクリニック /
東京医科歯科大学外科血管外科 市野瀬 剛 他1名

O-1-4 Radial 2ring fiber を用いた血管内レーザー治療における一期的 side brunch laser ablation
こうち静脈ケアクリニック 小田 勝志

O-1-5 下腿下部に及ぶ大伏在静脈本幹逆流に対する「Two�Way Endovenous Ablation」の短期臨床成績
特に神経損傷回避が可能かについての検討

すずきメディカルクリニック 鈴木 修

O-1-6 Polidocanol endovenous microfoam（Varithena）の使用経験
森末クリニック 森末 淳 他1名
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12:10-13:10 ランチョンセミナー 1
Varicose vein treatment；learn it’s history and segmental procedure trend

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

座長：岩井 武尚（慶友会つくば血管センター）
討論：孟 真（横浜南共済病院）

LS-1-1 Endovenous thermal ablation for varicose veins：development and update in Japan
Ochanomizu Vascular and Vein Clinic, Tokyo, JAPAN Masayuki Hirokawa

LS-1-2 Chronic venous insufficiency：treatment history and future trends
LakeWashington Vascular, Bellevue / Department of Vascular Surgery Kathleen D. Gibson

13:20-13:50 教育講演 2
座長：山本 浩史（秋田大学大学院医学系研究科）

EL-2 新作ビデオで見せる圧迫療法の実際
横浜南共済病院心臓血管外科，日本静脈学会弾性ストッキング・コンダクター養成委員会 松原 忍 他1名

13:50-14:50 要望演題 1 圧迫療法：私の工夫，患者さんの工夫
座長：佐久田 斉（AOI国際病院血管外科）

今井 崇裕（西の京病院血管外科）

RO-1-1 踵編み部分のない弾性ストッキングの試み
東神奈川とさき治療院 戸崎 綾子 他2名

RO-1-2 足部のリンパ浮腫に対する圧迫着衣の工夫
東神奈川とさき治療院 松田奈菜絵 他2名

RO-1-3 段階的圧勾配でない（非段階的圧勾配=Negative pressure gradient）着圧によるリンパ浮腫の集中
排液治療の工夫

東神奈川とさき治療院 松田奈菜絵 他2名

RO-1-4 圧迫療法における患者アセスメントの視点―患者アドヒアランスの確立を目指して―
佐賀大学医学部附属病院看護部 渡辺 直子 他1名

RO-1-5 圧迫療法継続のための工夫―訪問看護との連携―
こにし内科・心臓血管クリニック 小西 宏明

RO-1-6 静脈性潰瘍に対する圧迫療法における高齢独居老人に対する訪問看護の有用性
横須賀市立うわまち病院心臓血管外科 中田 弘子 他3名

15:05-16:05 スイーツセミナー 1 静脈性潰瘍の治療戦略 共催：テルモ・ビーエスエヌ株式会社

座長：大浦 武彦（医療法人社団廣仁会褥瘡・創傷治癒研究所）

SW-1-1 静脈鬱滞性潰瘍に対する圧迫療法の重要性
お茶の水血管外科クリニック 栗原 伸久

SW-1-2 静脈性潰瘍の創傷管理
杏林大学医学部形成外科 大浦 紀彦
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D会場（メルキュールホテル横須賀 5F パリA）

8:40-9:20 一般演題 2 DVT1 治療
座長：近藤 克洋（健和会大手町病院循環器内科）

村上 厚文（国際医療福祉大学病院血管外科）

O-2-1 当院における深部静脈血栓症の治療
福島県立医科大学医学部心臓血管外科 若松 大樹 他9名

O-2-2 当院における直接作用型経口抗凝固薬（DOAC）による静脈血栓塞栓症の治療経験
三重大学大学院循環器・腎臓内科学 中谷 仁 他4名

O-2-3 VTEに対してリバロキサバン内服により血栓消失・消退を認めた 8例の検討
常滑市民病院血管外科 中島 正彌 他1名

O-2-4 Trousseau 症候群治療に対しての直接経口凝固薬使用経験
医療法人偕行会名古屋共立病院血管外科 近藤 ゆか 他1名

O-2-5 左下肢中枢型深部静脈血栓症に対する治療方針の検討
徳島赤十字病院心臓血管外科 来島 敦史 他5名

9:20-10:10 一般演題 3 圧迫療法
座長：菅原 弘光（JR仙台病院外科）

岩田 博英（いわた血管外科クリニック）

O-3-1 治療者による多層包帯法における圧迫圧についての研究
JR東京総合病院リンパ外科・再建外科 /ベテル南新宿診療所 原 尚子 他7名

O-3-2 弾性ストッキング着用下における被覆保護材の装着による皮膚接触圧の変化
東名厚木病院看護部 牛山 浅美

O-3-3 下肢静脈瘤術後弾性ストッキング着用継続の意義―膝窩静脈径の変化から考える―
藤澤心臓血管クリニック 藤澤 康聡

O-3-4 ガイド付き弾性ストッキングの有用性
アルケア株式会社医工学研究所 真田亜希子 他2名

O-3-5 圧迫療法の見える（可視）化―下肢リンパ浮腫の簡単な数値化による方法―
東神奈川とさき治療院 橋本 紘吉 他3名

O-3-6 弾性ストッキングの継続的な管理と支援について
東名厚木病院看護部 牛山 浅美

10:10-10:45 一般演題 4 基礎・圧迫療法
座長：高垣 有作（国保すさみ病院）

牛島 孝（鹿児島市立病院心臓血管外科）

O-4-1 空気容積脈波法で測定される下肢循環機能指標の弾性ストッキング着用による変化―健常肢での検討
川崎医科大学生理学 1 渡部 芳子 他1名

O-4-2 光学 3D測定による弾性着衣のむくみ軽減効果の実証
近畿大学ライフサイエンス研究所 坂田 尚英 他1名
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O-4-3 圧迫療法中の細胞内および細胞外液量変化に関する検討
山口大学医学部器官病態外科血管外科 末廣晃太郎 他7名

O-4-4 下肢静脈瘤の炎症性サイトカインついての検討
徳島大学心臓血管外科 荒瀬 裕己 他7名

12:10-13:10 ランチョンセミナー 2 がん患者のVTE治療を考える 共催：バイエル薬品株式会社

座長：宮田 哲郎（山王病院・山王メディカルセンター血管病センター）

LS-2-1 活動性癌患者に見つかった無症候性のDVTをどうするか？
京都大学大学院医学研究科循環器内科学 山下 侑吾

LS-2-2 これからのがん患者におけるVTE治療
兵庫医科大学外科学講座下部消化管外科 池田 正孝 他2名

13:50-15:00 要望演題 2 下肢静脈瘤手術の麻酔法
座長：水野 祐介（横浜市立大学医学部医学科麻酔科学）

白石 恭史（白石血管外科クリニック）

RO-2-1 非麻酔科医のための鎮静・鎮痛薬投与に関する診療ガイドライン（ASA�SED）と当院における下肢
静脈瘤ラジオ波血管内焼灼術の麻酔管理法

横浜南共済病院麻酔科 柳 大介

RO-2-2 TLAを含む局所麻酔のみで行う下肢静脈瘤手術―2837 件の経験と最近の貼付局所麻酔薬使用の試
み―

千葉静脈瘤クリニック 河瀬 勇

RO-2-3 TLAで大伏在静脈領域の下肢静脈瘤手術の麻酔を施行する際の困った点とその対策
松阪おおたクリニック 草川 均

RO-2-4 TLA液の適正なリドカイン濃度の検討
岡村記念病院心臓血管外科 山本 賢二

RO-2-5 局所麻酔下内視鏡下筋膜下穿通枝切離術
済生会和歌山病院外科 畑田 充俊 他6名

RO-2-6 下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術後の制吐作用を目的とした低容量ドロペリドールの使用経験
市立豊中病院心臓血管外科 新谷 隆 他3名

RO-2-7 血管内焼灼術に伴う神経損傷，DVTを防ぐための治療戦略：OPSによる新しい 痛管理
岡村記念病院心臓血管外科 山本 賢二

15:05-16:05 スイーツセミナー 2
最適な EVLAの焼灼範囲 “Seek the optimum range of EVLA”

共催：株式会社インテグラル

座長：広川 雅之（お茶の水血管外科クリニック）

SW-2-1 下腿静脈瘤部を含めた伏在静脈逆流に対する血管内焼灼術
福島第一病院心臓血管外科 小川 智弘
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SW-2-2 Laser crossectomy は実現可能か？
こうち静脈ケアクリニック 小田 勝志

SW-2-3 EVLAにおける SFJ 近傍の焼灼
長野松代総合病院心臓血管外科 清水 剛

16:10-17:50 シンポジウム 5
静脈血栓塞栓症：抗凝固療法はいつまで継続するのか？誘因のない症例，がん患者
を含めて
座長：小櫃由樹生（国際医療福祉大学三田病院血管外科）

山本 剛（日本医科大学心臓血管集中治療科）

SY-5-1 Duration of anticoagulant therapy for VTE
McMaster University, Professor, Juravinski Hospital and Cancer Centre Medicine

Respirology / Hematology and Thromboembolism Clive Kearon

SY-5-2 実臨床での静脈血栓塞栓症への抗凝固療法の使用実態：COMMANDVTE Registry より
京都大学大学院医学研究科循環器内科学 山下 侑吾 他1名

SY-5-3 日帰りクリニックにおける急性期静脈血栓症に対する抗凝固療法の変遷
お茶の水血管外科クリニック 栗原 伸久 他2名

SY-5-4 急性期DVTに対する選択的直接作用経口Xa因子阻害剤の至適投与期間は
日本大学医学部心臓血管外科 石井 雄介 他6名

SY-5-5 静脈血栓塞栓症（VTE）を発症した悪性疾患患者の抗凝固療法
東京医科大学心臓血管外科 神谷健太郎 他10名

SY-5-6 院内発症VTE症例の検討―基礎疾患に悪性腫瘍を有する症例を中心に―
国際医療福祉大学病院循環器センター血管外科 村上 厚文 他4名

SY-5-7 リバーロキサバンとアピキサバンによる静脈血栓塞栓症の治療
きたじま田岡病院血管外科 中井 義廣 他3名
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E 会場（メルキュールホテル横須賀 4F ヴェルサイユ B）

12:10-13:10 ランチョンセミナー 3
フォーム硬化療法の現状を踏まえた下肢静脈瘤治療～国内と海外からの報告～

共催：ゼリア新薬工業株式会社

座長：八巻 隆（東京女子医科大学形成外科）

LS-3-1 日本の下肢静脈瘤治療を見直す―フォーム硬化療法の保険適応を踏まえて
東京女子医科大学形成外科 八巻 隆

LS-3-2 Current situation, technique of foam sclerotherapy and specific usage of the drug in Europe
Department of Dermatology, University of Bonn, Germany Eberhard Rabe

14:00-15:00 一般演題 5 DVT2 予防・管理
座長：平田 光博（独立行政法人国立病院機構相模原病院救急科・外科）

細井 温（杏林大学心臓血管外科）

O-5-1 大腿膝窩動脈再建に使用した大伏在静脈グラフト瘤再発の破裂に対して瘤切除および血行再建を施行
した 1例

新東京病院心臓血管外科 池谷 佑樹

O-5-2 癌専門病院と近隣の連携病院における静脈血栓塞栓症の治療に関する連携
公益財団法人がん研究会有明病院医療安全管理部・消化器外科 保田 知生 他7名

O-5-3 DVT予防プロトコールにより，無症候性 IVC血栓症を診断，PTE発症を回避し得た一例
赤穂中央病院看護部 山本 麻衣 他3名

O-5-4 人工関節手術における術後深部静脈血栓症の予防―DOAC使用クリニカルパス導入効果―
洛和会音羽病院脈管外科 武田 亮二

O-5-5 PTEの発症予防を目的とした当院DVT予防プロトコルと，その運用を支えるDVT予防チーム活動
の有用性

赤穂中央病院医療安全管理室 田村 尚三 他3名

O-5-6 静脈血栓および出血性有害事象の高リスク患者における携帯型間欠的空気圧迫装置使用時の静脈血栓
塞栓症の発生・発症率および安全性の検討

北里大学大学院医療系研究科感覚・運動統御医科学群機能回復学 高橋 佳暉 他10名

O-5-7 足関節運動連動式下腿圧迫装置の開発と効果検証
北里大学大学院医療系研究科感覚・運動統御医科学群機能回復学 坂井 健太 他2名

15:05-16:05 スイーツセミナー 3
静脈血栓塞栓症予防における，携帯型間欠的空気圧迫装置の有用性について

共催：ジンマーバイオメット合同会社

座長：阿部 靖之（熊本中央病院整形外科）

SW-3 整形外科周術期における静脈血栓塞栓症の予防対策―最新の理学的予防法を中心に―
北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科 /北里大学大学院医療系研究科整形外科学 高平 尚伸
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16:10-17:14 一般演題 6 リンパ浮腫
座長：齊藤 幸裕（旭川医科大学外科学講座血管外科）

海野 直樹（浜松医療センター）

O-6-1 新しいラット二次性リンパ浮腫モデルの開発とヒトリンパ浮腫との比較
浜松医科大学血管外科 佐野 真規 他8名

O-6-2 リンパ外科をアカデミックに展開するには！？―JR東京総合病院での挑戦―
JR東京総合病院 三原 誠 他2名

O-6-3 高周波超音波・超高周波超音波によるリンパ管の「見える化」で実現する効率的・効果的なリンパ管
静脈吻合術

亀田総合病院乳腺科 林 明辰

O-6-4 一般超音波装置でリンパ管は見える？見えない？見えた！！―リンパ外科手術における進歩―
JR東京総合病院リンパ外科・再建外科 三原 誠 他2名

O-6-5 当院におけるリンパ浮腫教育入院の現状と課題～療法士の役割～
西の京病院リハビリテーション科 砂川 夏絵 他5名

O-6-6 リンパ浮腫患者に対する療養費は十分か？
西の京病院看護部 黒瀬満梨奈 他2名

O-6-7 下肢手術後に呈したリンパ漏を ICG蛍光リンパ管造影検査で同定した 2例
浜松医科大学第二外科血管外科 山中 裕太 他9名

O-6-8 急性肺塞栓症治療現場で起こっているパラダイムシフト
市立函館病院心臓血管外科 森下 清文 他4名
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ポスター会場（メルキュールホテル横須賀 4F ヴェルサイユA）

16:10-17:10 ポスターセッション 1 静脈瘤 1
座長：諸國眞太郎（諸國眞太郎クリニック）

P-1-1-1 単独 EVLAと選択的追加治療を基本治療とした下肢静脈瘤治療戦略の有用性
砂川市立病院心臓血管外科 橋口 仁喜 他2名

P-1-1-2 急性期病院における下肢静脈瘤手術治療
札幌徳洲会病院外科 城田 誠 他5名

P-1-1-3 当院における 5年間の静脈瘤手術の経験（再発症例を中心に）
宮崎県立宮崎病院心臓血管外科 白崎 幸枝 他3名

P-1-1-4 再発性副伏在静脈瘤の 2例
横須賀市立うわまち病院心臓血管外科 中田 弘子 他3名

P-1-1-5 下肢静脈瘤に対する高周波治療術翌日に再疎通となった 1例
イムス富士見総合病院 東原 宣之 他1名

P-1-1-6 大伏在静脈血管内焼灼術後に重複大伏在静脈への不全交通枝流入により再発を来した一例
明理会中央総合病院心臓血管外科 浅川 紀子 他4名

16:10-17:10 ポスターセッション 2 静脈瘤 2
座長：田淵 篤（川崎医科大学心臓血管外科）

P-1-2-1 一次性下肢静脈瘤に対する瘤切除術（stab avulsion）に合併したリンパ嚢腫の一例
新行橋病院心臓血管外科 樋口 真哉

P-1-2-2 下肢静脈瘤血管内レーザー焼灼術後にリンパ嚢腫を発症した 1例
富山大学医学部第一外科 武内 克憲

P-1-2-3 RFA翌日超音波検査時に対側ヒラメ静脈血栓を発見した 1例
筑波記念病院臨床検査科 和田 英明 他3名

P-1-2-4 血管内焼灼術後に診断した血管奇形の 1例
筑波記念病院心臓血管外科 森住 誠 他7名

P-1-2-5 血栓性静脈炎を併う下肢静脈瘤に悪性疾患を合併した一例
岡山赤十字病院初期研修医 中村 峻輔 他3名

P-1-2-6 下肢静脈瘤に対する家族歴の影響―養子研究から示唆された知見―
島根大学医学部皮膚科 新原 寛之

16:10-17:10 ポスターセッション 3 静脈瘤 3
座長：手島 英一（福岡和白病院心臓血管外科）

P-1-3-1 静脈鬱滞性皮膚病変に対する SEPS と併用して行っている局所療法について
京都洛西ニュータウン病院 松村 博臣 他3名

P-1-3-2 エコーガイド下効果療法が有効であった下腿うっ滞性皮膚炎の 1例
所沢明生病院 志水 正史 他2名
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P-1-3-3 不全穿通枝単独による静脈鬱滞性潰瘍症例
埼玉医科大学総合医療センター血管外科 山本 諭 他4名

P-1-3-4 静脈うっ滞性潰瘍治療中に生じたスルファジアジン軟膏による接触性皮膚炎の 2例
名古屋大学大学院血管外科 新美 清章 他10名

P-1-3-5 Two�Port SEPS を安全に行うために
三菱三原病院外科 新原 亮 他2名

P-1-3-6 下肢静脈瘤ラジオ波焼灼術後の圧迫療法は，圧迫枕子を用いることで EHITの回避と Stab Avulsion
なしの静脈瘤治療を可能にする

セントマーガレット病院血管外科 田代 秀夫 他1名

16:10-17:10 ポスターセッション 4 バスキュラーアクセス
座長：森田 一郎（川崎医科大学総合医療センター血管外科）

P-1-4-1 肘部透析用ブラッドアクセス作成の有用性と問題点
ツカザキ病院心臓血管外科 三井 秀也 他2名

P-1-4-2 多数回シャント血管形成術（VAIVT）後の内シャント手術の一例
大原記念財団大原総合病院心臓血管外科 萩原 賢一 他6名

P-1-4-3 透析患者のシャント側腕頭静脈閉塞に対してステント治療をして行なった 2症例
中部徳洲会病院心臓血管外科 池村 綾 他3名

P-1-4-4 血小板凝集能からみたシャントトラブル
小笠原記念札幌病院循環器外科 松井 欣哉 他5名

16:10-17:10 ポスターセッション 5 静脈性血管瘤
座長：猿渡 力（済生会横浜市南部病院）

P-1-5-1 当科での静脈性血管瘤（venous aneurysm）の経験
名寄市立総合病院心臓血管外科 眞岸 克明 他2名

P-1-5-2 DVTを併発していた膝窩静脈性血管瘤の 1例
金沢医科大学病院中央放射線部 山村 博 他3名

P-1-5-3 肺動脈塞栓症を発症した膝窩静脈脈瘤の 1例
琉球大学大学院胸部心臓血管外科学講座 仲榮眞盛保 他7名

P-1-5-4 肺血栓塞栓症を契機に発見された膝窩静脈瘤の 1例
産業医科大学病院心臓血管外科 幾島 栄悟 他3名

P-1-5-5 上肢の静脈性血管瘤の 1例
筑波記念病院心臓血管外科 藤原 彩織 他6名
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総 会 日 程
第 2日（6月 15日 金曜日）

A会場（よこすか芸術劇場）

8:25-8:45 YIA 賞受賞者講演
座長：古森 公浩（名古屋大学大学院医学系研究科血管外科分野）

YIA-1 慢性血栓塞栓性肺高血圧症を発症した精神疾患症例に対する外科治療成績の検討
東京医科大学心臓血管外科 杉山 佳代 他5名

8:45-9:35 特別講演 1 圧迫療法の世界
座長：岩井 武尚（慶友会つくば血管センター）

SL-1-1 The heroes of compression therapy before and now
Head of Phlebology medi International, Germany Elsina Brouwer

SL-1-2 Compression therapy is the basic management in phlebo�lymphological disease
Emeritus Professor Medical University of Vienna, Austria Hugo Partsch

9:35-10:20 シンポジウム 6 圧迫療法の進歩
座長：前川 二郎（横浜市立大学形成外科）

八杉 巧（愛媛大学大学院医学系研究科心臓血管呼吸器外科）

SY-6-1 Compression in leg ulcer treatment.
Angiology Department of Barbantini Clinic in Lucca, Italy Giovanni Mosti

SY-6-2 Recent advance in compression therapy for lymphedema
Expert Centre of lympho�vascular medicine, Nij Smellinghe hospital,

Drachten,（NL）Chair of the pediatric and primary lymphedema�working
group（Part of European Reference network, PPL�ERN） Robert J. Damstra

10:20-10:50 特別講演 2
座長：孟 真（横浜南共済病院循環器センター心臓血管外科/横浜市立大学外科治療学）

SL-2 MDRPU（医療関連機器圧迫創傷）は防げるのか？
東京大学大学院医学系研究科老年看護学・創傷看護学グローバルナーシングリサーチセンター 真田 弘美

10:50-12:00 スポンサードセミナー 2
圧迫療法による医療関連機器圧迫創（MDRPU）：現状とその管理 共催：岡本株式会社

座長：真田 弘美（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻老年看護学/創傷看護学分野）
孟 真（横浜南共済病院循環器センター心臓血管外科/横浜市立大学外科治療学）

SP-2-1 予防と管理のベストプラクティス
神戸大学医学部附属病院看護部 野口まどか
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SP-2-2 静脈血栓塞栓症予防用具による医療関連機器圧迫創に関する 10年間の取り組み
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院看護部 菊池 絵里 他1名

SP-2-3 静脈血栓塞栓症予防用弾性ストッキングのサイズ選択に関する入院患者の下肢周囲径と規格サイズの
解離

国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院心臓血管外科病棟 佐々木智子 他2名

SP-2-4 ポリウレタンフィルム貼付による血管内治療後における圧迫療法後の水疱予防に関する検討
お茶の水血管外科クリニック 下川千佐子 他3名

SP-2-5 医療関連機器圧迫創傷（MDRPU）を防ぐ弾性ストッキング選びと着脱補助具の工夫：87歳の廃用
性浮腫患者の症例報告

東神奈川とさき治療院 松田奈菜絵 他2名

SP-2-6 静脈血栓塞栓症予防用弾性ストッキング評価法の検討―着用時の圧痕について―
岡本株式会社 荒木 隆宏

SP-2-7 医療事故の再発防止に向けた提言を受けての当院での取り組みと，圧迫療法による医療関連機器圧迫
創予防ケア―ジレンマを抱えて―

浜松医療センター血管外科 山本 尚人 他1名

13:15-14:30 教育シンポジウム 1 静脈疾患：ガイドラインと我が国のエビデンス
座長：丹羽 明博（平塚共済病院循環器科（心臓センター））

伊藤 正明（三重大学循環器・腎臓内科学）

EDS-1-1 静脈血栓塞栓症ガイドライン総論
桑名市総合医療センター循環器内科 山田 典一

EDS-1-2 循環器病ガイドライン：肺血栓塞栓症 概論・診断
桑名総合医療センター循環器内科 山田 典一

EDS-1-3 循環器病ガイドライン：肺血栓塞栓症の薬物治療
日本医科大学心臓血管集中治療科 山本 剛

EDS-1-4 循環器病ガイドライン：肺血栓塞栓症の血管内治療
東海大学医学部画像診断学 小泉 淳

EDS-1-5 循環器病ガイドライン：肺血栓塞栓症の外科治療
弘前大学胸部心臓血管外科 福田 幾夫

14:30-15:30 スポンサードセミナー 3
医療事故調査・支援センター 医療事故の再発防止に向けた提言
（急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析） 共催：日本コヴィディエン株式会社

座長：福田 幾夫（弘前大学胸部心臓血管外科）

SP-3-1 日本医療安全調査機構：医療事故の再発防止に向けた提言 急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析
杏林大学医学部付属病院循環器内科 佐藤 徹

SP-3-2 静脈血栓塞栓症の理学的予防のエビデンスと実際
兵庫医科大学外科学講座下部消化管外科 池田 正孝 他2名
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15:30-16:30 教育シンポジウム 2 静脈疾患：ガイドラインと我が国のエビデンス
座長：前田 英明（日本大学医学部心臓血管外科）

保田 知生（公益財団法人がん研究会有明病院医療安全管理部・消化器外科）

EDS-2-1 日本麻酔科学会周術期肺塞栓症調査からみた我が国の周術期肺血栓塞栓症の特徴
北里大学医学部麻酔科学 黒岩 政之

EDS-2-2 わが国の静脈血栓塞栓症ガイドライン（日本整形外科学会）
横浜市立大学医学部整形外科 稲葉 裕

EDS-2-3 我が国の静脈血栓塞栓症ガイドライン（日本循環器病学会）一次予防について―
兵庫医科大学外科学講座下部消化管外科 池田 正孝 他2名

16:30-17:30 教育シンポジウム 3 静脈疾患：ガイドラインと我が国のエビデンス
座長：東 信良（旭川医科大学血管・呼吸・腫瘍病態外科学）

西部 俊哉（東京医科大学第二外科）

EDS-3-1 循環器病ガイドライン：深部静脈血栓症 概論・診断
福島県立医科大学医学部心臓血管外科 佐戸川弘之

EDS-3-2 超音波による深部静脈血栓症・下肢静脈瘤の標準的評価法～静脈エコーの標準化を受けて～
医療法人松尾クリニック理事長 松尾 汎

EDS-3-3 循環器病ガイドライン：深部静脈血栓症の薬物治療
日本医科大学心臓血管外科集中治療科 山本 剛

EDS-3-4 循環器病ガイドライン：深部静脈血栓症のその他の治療
横浜南共済病院心臓血管外科 島袋 伸洋

17:30-18:00 教育シンポジウム 4 静脈疾患：ガイドラインと我が国のエビデンス
座長：小川 智弘（福島第一病院心臓血管外科）

大木 隆生（東京慈恵会医科大学外科学講座）

EDS-4 「下肢静脈瘤に対する血管内治療のガイドライン」改訂に関して
お茶の水血管外科クリニック 広川 雅之

18:00- 閉会式

18:05- 阪口周吉先生・星野俊一先生を語る会
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B会場（ヨコスカ・ベイサイド・ポケット）

9:40-12:05 シンポジウム 7 下肢静脈瘤の非典型例：病態，手術適応と術式選択
座長：杉山 悟（広島逓信病院）

小田 勝志（こうち静脈ケアクリニック）

SY-7-1 Atypical varicose veins：pathophysiology, diagnostic workup, and therapeutic options
LakeWashington Vascular, Bellevue / Department of Vascular Surgery Kathleen D. Gibson

SY-7-2 非定型的下肢静脈瘤に対する手術治療法
熊本血管外科クリニック 宇藤 純一 他2名

SY-7-3 下肢静脈瘤の非典型例に対する血管内レーザー焼灼術の遠隔成績
長野松代総合病院心臓血管外科 清水 剛

SY-7-4 副伏在静脈関連の下肢静脈瘤，その治療方法
福岡山王病院血管外科 星野 祐二

SY-7-5 副伏在静脈不全に対する血管内焼灼術の適応と治療成績
川崎医科大学心臓血管外科 田淵 篤 他7名

SY-7-6 副伏在静脈不全に伴う非定型下肢静脈瘤の病態，診断，治療に関する検討
すずきメディカルクリニック 鈴木 修

SY-7-7 小伏在静脈瘤に対する高周波血管内焼灼術において解剖学的変異が手術成績に与える影響
庄内余目病院心臓血管外科 圓本 剛司 他2名

SY-7-8 小伏在静脈大腿伸展例の診断と治療
かみいち総合病院血管外科 戸島 雅宏

SY-7-9 膝窩部周辺に限局する下肢静脈瘤の病態と治療
広島逓信病院 杉山 悟 他3名

SY-7-10 Klippel�Trenaunay 症候群に伴う lateral marginal vein を考える
大雄会第一病院血管外科 太田 敬

SY-7-11 蜂窩織炎を繰り返すKlipperl�Trenaunay�Weber 症候群に伴う下肢静脈瘤に対して血管内焼灼術が
著効した 1例

神戸市立医療センター中央市民病院 松田 靖弘 他8名

SY-7-12 末梢型深部静脈血栓症を併存した下肢静脈瘤患者に対して静脈瘤血管内焼灼術は施行できるか？
医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院下肢静脈瘤センター 白杉 望

13:15-13:20 平井圧迫療法賞表彰式

13:20-17:55 弾性ストッキング・コンダクター講習会
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C会場（メルキュールホテル横須賀 5F パリ BC）

7:30-8:20 モーニングセミナー 1 圧迫療法のドグマへの挑戦 共催：ナック商会株式会社

座長：春田 直樹（たかの橋中央病院血管外科）

MS-1 Challenging dogmas in compression therapy
Angiology Department of Barbantini Clinic in Lucca, Italy Giovanni Mosti

9:40-11:45 シンポジウム 8
静脈血栓塞栓症：末梢型（下腿型）深部静脈血栓症をどう治療するか？
座長：佐戸川弘之（福島県立医科大学医学部心臓血管外科）

宮田 哲郎（山王メディカルセンター血管病センター）

SY-8-1 活動性癌を有する患者に見つかった無症候性の下肢深部静脈血栓症の診療実態と予後
京都大学大学院医学研究科循環器内科 山下 侑吾 他1名

SY-8-2 Should isolated distal DVT be diagnosed and treated?
McMaster University, Professor, Juravinski Hospital and Cancer Centre Medicine

Respirology / Hematology and Thromboembolism Clive Kearon

SY-8-3 下腿型深部静脈血栓症に関する調査結果から考えられる治療適応について
桑名市総合医療センター循環器内科 山田 典一 他3名

SY-8-4 当院における無症候性下腿限局DVTに関する臨床的検討
神戸大学医学部附属病院総合内科 乙井 一典

SY-8-5 われわれの下腿型DVTに対する治療選択
浜松医療センター血管外科 山本 尚人 他9名

SY-8-6 当院における下腿型DVTの治療方針
福岡リハビリテーション病院血管外科 武内 謙輔

SY-8-7 当院における無症候性末梢型深部静脈血栓症の検討
横浜南共済病院心臓血管外科 島袋 伸洋 他7名

SY-8-8 遠位型深部静脈血栓症のNOAC治療の有効性と安全性
日本大学医学部心臓血管外科 前田 英明 他6名

SY-8-9 脊髄損傷症例と非脊髄損傷症例静脈血栓塞栓症の当施設のエドキサバンの使用経験
小笠原記念札幌病院循環器外科 /北海道せき損センター整形外科 松井 欣哉 他3名

SY-8-10 下肢末梢型DVTを有する大腿骨近位部骨折患者の周術期保存療法の検討
大阪警察病院麻酔科 上田 篤史

12:10-13:10 ランチョンセミナー 4
がん関連血栓症（Cancer Associated Thrombosis：CAT） 共催：第一三共株式会社

座長：佐戸川弘之（福島県立医科大学医学部心臓血管外科学講座）

LS-4-1 Oncologist の立場から最適なCancer Associated Thrombosis（CAT）治療を考える
岐阜大学大学院医学系研究科腫瘍外科学分野 田中 善宏
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LS-4-2 がん関連血栓症（Cancer Associated Thrombosis：CAT）に対するDOACの使用
東北大学病院総合外科 後藤 均

13:15-14:25 シンポジウム 9 下大静脈フィルターの抜去：合併症と抜去技術
座長：吉川 公彦（奈良県立医科大学放射線科・IVRセンター）

SY-9-1 回収型 IVCフィルターの回収難渋例の検討
市立奈良病院放射線科 /奈良県立医科大学連携大学院先端画像下治療開発応用学講座 穴井 洋 他2名

SY-9-2 当センターにおける下大静脈フィルターの適応，選択，抜去困難例及びフィルター関連血栓症に対す
る対応について

国立循環器病研究センター心臓血管内科 辻 明宏

SY-9-3 下大静脈フィルターの長期留置における破損状況の検討
浜松医科大学血管外科 佐野 真規 他8名

SY-9-4 誤って右心房に落下した下大静脈フィルターの抜去を開胸手術なしに成功した 1例
新久喜総合病院循環器内科 末永 慎吾 他1名

SY-9-5 腹部大動脈に穿通した IVCフィルターを安全に回収しえた 1例
市立釧路総合病院心臓血管外科 上久保康弘 他1名

14:30-15:30 スイーツセミナー 4
どこまで上げられる？？？ 下大静脈フィルターの回収成功率

共催：Cook Japan 株式会社

座長：孟 真（横浜南共済病院循環器センター心臓血管外科/横浜市立大学外科治療学）

SW-4-1 解剖から見る下大静脈フィルターの回収成功率UP!!!
東海大学医学部付属病院画像診断科 小泉 淳

SW-4-2 様々な回収方法を駆使した下大静脈フィルターの回収率UP!!!
SUBARU健康保険組合太田記念病院循環器内科 安齋 均

15:35-18:00 シンポジウム 10
災害における静脈血栓塞栓症予防と災害マニュアル
：熊本震災・九州北部豪雨災害の経験から
座長：福田 幾夫（弘前大学胸部心臓血管外科）

榛沢 和彦（新潟大学医歯学系呼吸循環外科）

SY-10-1 九州北部豪雨災害における静脈血栓塞栓症予防活動と今後の課題―一般血管外科医の立場から―
JCHO南海医療センター心臓血管外科 岩田英理子

SY-10-2 日本静脈学会災害対策委員会：VTE予防マニュアルの作成
災害対策委員会弾性ストッキングコンダクター養成委員会，福岡山王病院血管外科 星野 祐二

SY-10-3 VTE保健衛生活動マニュアル
熊本赤十字病院国際医療救援部整形外科 細川 浩

SY-10-4 エコノミークラス症候群予防のための災害用弾性ストッキングの防災協定
新潟大学医歯学系呼吸循環外科 榛沢 和彦
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SY-10-5 災害用弾性ストッキング協会の活動について 災害用弾性ストッキングによるDVT予防対策のすすめ
災害用弾性ストッキング協会 山下 竜一

SY-10-6 大規模災害時の静脈血栓塞栓症予防のための弾性ストッキング分散備蓄計画
日本静脈学会災害対策委員会 植田 信策 他10名

SY-10-7 熊本地震におけるDVT巡回検診の結果とその考察
熊本市民病院 佐藤 幸治 他6名

SY-10-8 災害時の行政との関わり，エコノミークラス症候群リスクの告知に関しての課題
九州看護福祉大学看護福祉学部 掃本 誠治 他1名

SY-10-9 災害時の行政およびマスコミ対応について
新潟大学医歯学系呼吸循環外科 榛沢 和彦

SY-10-10 災害急性期からのDVT対策の必要性
国立病院機構災害医療センター臨床研究部 近藤 久禎 他6名

SY-10-11 日本静脈学会 災害対策委員会 災害対策に関するホームページ（仮）について
福島県立医科大学医学部心臓血管外科学講座 /日本静脈学会災害対策委員会 高瀬 信弥 他9名
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D会場（メルキュールホテル横須賀 5F パリA）

7:30-8:20 モーニングセミナー 2 共催：東レ・メディカル株式会社

座長：丹羽 明博（平塚共済病院循環器科）

MS-2 VTEのガイドライン改訂から考えるニューハウスプロテクト SEのありかた～当院における使用経
験～

名古屋大学医学部附属病院検査部 /名古屋大学大学院医学系研究科循環器内科学 /
名古屋第二赤十字病院循環器内科 古澤 健司 他1名

8:50-9:55 要望演題 3
下大静脈フィルターが有効であった症例，必要であった症例，挿入を反省した症例
座長：小泉 淳（東海大学医学部画像診断学）

穴井 洋（市立奈良病院放射線科）

RO-3-1 深部静脈血栓症における下大静脈フィルターの有用性
久留米大学外科学心臓血管外科 姉川 朋行 他9名

RO-3-2 急性静脈血栓塞栓症における下大静脈フィルター留置に伴う合併症の経験
藤沢市民病院循環器内科 塚原 健吾 他9名

RO-3-3 下大静脈フィルター挿入し救命したが，フィルター閉塞から敗血症，下大静脈切除に至った肺塞栓症
の 1例

藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院消化器外科 永田 英俊 他11名

RO-3-4 下大静脈フィルター（Denali）の脱落により回収困難であった一例
国立循環器病研究センター 林 浩也 他7名

RO-3-5 腹部大動脈瘤による下大静脈圧排を契機とした深部静脈血栓症の一例
名古屋共立病院血管外科 武藤 紹士 他1名

RO-3-6 高ホモシステイン血症を伴う下大静脈血栓症に憩室出血を併発し IVCフィルターを要した一例
浜松医科大学医学部血管外科 杉澤 良太 他9名

RO-3-7 下大静脈フィルター長期留置となった進行胃癌高齢者の 1例
東名厚木病院血管外科 小島 淳夫

9:55-10:45 一般演題 7 血管内治療
座長：星野 祐二（福岡山王病院血管外科）

安齋 均（SUBARU健康保険組合太田記念病院循環器内科）

O-7-1 右心不全ともなう外傷性浅大腿動静脈瘻に対してステントグラフト内挿術を施行した 1例
浜松医科大学第二外科・血管外科 犬塚 和徳 他9名

O-7-2 当院にて上大静脈症候群に対しBMS留置術を行った 21症例の検討
松山赤十字病院血管外科 岩佐 憲臣 他8名

O-7-3 血管内治療が奏功した下大静脈症候群の 1例
国立病院機構福岡東医療センター血管外科 隈 宗晴 他6名
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O-7-4 左下肢慢性静脈不全症に対して STENT留置が有効だった高齢男性の一例
国立循環器病研究センター心臓血管内科 辻 明宏 他8名

O-7-5 静脈高血圧に対する血管内治療の経験
兵庫県立淡路医療センター心臓血管外科 濱口 真里 他6名

O-7-6 当院における急性深部静脈血栓症に対する静脈ステントの中期成績
SUBARU健康保険組合太田記念病院循環器内科 安齋 均 他8名

10:45-11:45 緊急セッション：静脈疾患の血管内治療
座長：大木 隆生（東京慈恵会医科大学外科学講座）

横井 宏佳（福岡山王病院循環器科）

SS-1 急性深部静脈血栓症の治療：抗凝固療法と血管内治療 新ガイドライン含めて
福岡山王病院血管外科 星野 祐二

SS-2 急性深部静脈血栓症の血管内治療と現状の静脈ステント
桑名市総合医療センター循環器内科 山田 典一

SS-3 血栓症後症候群（慢性期深部静脈血栓症）の血管内治療：
福岡山王病院循環器科 横井 宏佳

SS-4 静脈疾患に対する静脈ステント治療の経験
東京慈恵会医科大学外科学講座血管外科分野 手塚 雅博 他9名

SS-5 PMDAの立場から
独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA） 岩元 真

11:45-12:05 教育シンポジウム 5 静脈疾患：ガイドラインと我が国のエビデンス
座長：北川 哲也（徳島大学大学院医歯薬学）

EDS-5 循環器病ガイドライン：慢性血栓塞栓性肺高血圧症
東京医科大学心臓血管外科 荻野 均

12:10-13:10 ランチョンセミナー 5
慢性血栓塞栓性肺高血圧症：どこまでバルーン肺動脈形成術，血栓内膜摘除術でで
きるか？ 薬物療法を行うのか？ 共催：バイエル薬品株式会社

座長：松原 広己（国立病院機構岡山医療センター）

LS-5-1 Surgical Therapy and Outcomes for the patient of Chronic Thromboembolic Pulmonary Hy-
pertension
Division of Cardiovascular ＆ Thoracic Surgery, University of California,

San Diego, USA Michael M. Madani

LS-5-2 慢性血栓塞栓性肺高血圧症：どこまでバルーン肺動脈形成術でやれるか？ 薬物療法を行うのか？
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター循環器内科 松原 広己
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13:15-14:25 一般演題 8 形成異常など
座長：太田 敬（大雄会第一病院血管外科）

重松 邦広（国際医療福祉大学三田病院血管外科）

O-8-1 若年性深部静脈血栓症を発症した重複下大静脈合併妊婦症例
秋田大学大学院医学系研究科循環器内科学講座 佐藤 和奏 他3名

O-8-2 下肢静脈血栓症を発症した筋肉内静脈奇形の 1例
自衛隊横須賀病院外科 伊藤 直 他4名

O-8-3 右下肢静脈奇形と思われる 1例
福井県済生会病院外科 小杉 郁子

O-8-4 静脈瘤様の拡張を呈した上肢表在静脈奇形の 1切除例
山口大学大学院器官病態外科学講座 溝口 高弘 他7名

O-8-5 肺動静脈瘻における侵襲的治療適応の検討
横浜南共済病院循環器内科 清水 雅人 他14名

O-8-6 当院における動静脈瘻に対する治療成績
東京慈恵会医科大学附属病院外科学講座血管外科 百瀬 匡亨 他9名

O-8-7 大腿静脈発生を疑った稀な腫瘍性病変の 2症例
宮崎大学外科学講座心臓血管外科分野 市来 伸彦 他2名

O-8-8 右外腸骨静脈に生じた外膜嚢腫の 1例
藤田保健衛生大学病院心臓血管外科 柳澤 力 他3名

15:35-17:20 要望演題 4 静脈から見た透析用ブラッドアクセス
座長：菅野 範英（公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院外科（血管外科））

原田 裕久（東京都済生会中央病院外科）

RO-4-1 動静脈瘻における静脈の継時変化
平成会とうま内科 當間 茂樹

RO-4-2 上腕尺側皮静脈転位内シャントの有用性
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院透析外科 葛谷 明彦

RO-4-3 上腕尺側皮静脈橈側転位法による内シャント作成術
NTT東日本札幌病院心臓血管外科 松崎 賢司 他2名

RO-4-4 尺側皮静脈転位表在化内シャント造設後の繰り返す狭窄に対して人工血管間置術を施行した 1例
自治医科大学附属さいたま医療センター心臓血管外科 野中 崇央 他7名

RO-4-5 当科におけるACUSEALバスキュラーグラフトの治療成績
東京慈恵会医科大学外科学講座血管外科 阿部 正 他9名

RO-4-6 当院におけるバスキュラーアクセス中枢静脈病変の治療経験
東京都保健医療公社大久保病院外科 米倉 孝治 他2名

RO-4-7 透析用内シャント中枢側静脈狭窄に対するステント留置の検討
東京都済生会中央病院外科 原田 裕久 他2名
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RO-4-8 透析用血管アクセストラブルに対するVAIVTの成功率を高めるための工夫
東京歯科大学市川総合病院放射線科 /牛久愛和総合病院 /津田沼血管クリニック 山添 真治 他13名

RO-4-9 高流量内シャントに対する流量減量手術について
東京医科歯科大学外科血管外科 市野瀬 剛 他7名

RO-4-10 人工血管バスキュラーアクセス感染に対する外科的治療の検討
自治医科大学附属さいたま医療センター心臓血管外科 松本 春信 他12名
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E 会場（メルキュールホテル横須賀 4F ヴェルサイユ B）

9:40-10:20 要望演題 5 静脈性血管瘤 1
座長：大峰 高広（広島赤十字・原爆病院外科（血管外科））

渋谷 卓（大阪大学心臓血管外科）

RO-5-1 下肢静脈瘤評価の超音波検査で見つかった膝窩静脈瘤の 2手術例
総合病院土浦協同病院血管外科 内山 英俊 他2名

RO-5-2 Venous aneurysm縫縮術の 2症例
慶友会つくば血管センター 久米 博子 他4名

RO-5-3 DVT・PEを発症した静脈性血管瘤に対する静脈形成術の一例
金沢医科大学病院循環器外科末梢血管外科 小圷 徹 他2名

RO-5-4 肺塞栓症の原因となった大腿静脈静脈性血管瘤に対して切除術を行った 1例
大久保病院外科 中村 政宏 他2名

RO-5-5 静脈性血管瘤の 3症例
東京医科大学心臓血管外科 神谷健太郎 他10名

RO-5-6 当院での静脈性血管瘤症例の経験
藤沢市民病院心臓血管外科 山崎 一也 他3名

10:20-10:50 要望演題 6 静脈性血管瘤 2
座長：谷口 哲（弘前中央病院外科）

桜井 祐加（聖マリアンナ医科大学心臓血管外科）

RO-6-1 孤立性静脈瘤に対する外科治療の必要性について
神戸健康大学，総合診療科 岡田 昌義 他2名

RO-6-2 下肢静脈瘤と併存した浅外陰部静脈血管瘤の一例
井原市民病院外科 木村 紘爾

RO-6-3 右内頸静脈血栓症の原因が静脈性血管瘤と考えられた 1例
協立病院循環器科 岡島 年也

RO-6-4 左外頸静脈に発症した静脈性血管瘤の 2例
大阪大学心臓血管外科 /星ヶ丘医療センター血管外科 /吹田徳洲会病院心臓血管外科 渡辺 健一 他3名

RO-6-5 左上腕に発生した静脈性血管瘤の 1例
金沢医科大学氷見市民病院胸部心臓血管外科 小畑 貴司 他3名

10:50-11:45 要望演題 7 静脈性血管瘤 3
座長：布川 雅雄（杏林大学心臓血管外科）

栗原 伸久（お茶の水血管外科クリニック）

RO-7-1 静脈性血管瘤は治療すべきか―低侵襲治療の有用性―
長崎血管外科クリニック 多田 誠一

RO-7-2 当科における静脈性血管瘤 8症例（7名）と静脈性血管腫 2例（2名）の経験
金沢医科大学病院循環器外科末梢血管外科 土屋 紘一 他2名
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RO-7-3 静脈性血管瘤 23症例の検討
お茶の水血管外科クリニック 伴 祐子 他2名

RO-7-4 非手術例や術後長期経過観察症例を含む静脈性血管瘤 10例の検討
東京大学血管外科 赤木 大輔 他10名

RO-7-5 静脈性血管瘤―日本静脈学会 静脈疾患サーベイ委員会報告―本邦における静脈疾患に関する
Survey XX―

横浜南共済病院心臓血管外科 橋山 直樹 他7名

12:10-13:10 ランチョンセミナー 6 Role of IVC filter in VTE patients
共催：株式会社メディコン

座長：山田 典一（桑名市総合医療センター循環器内科）
安齋 均（SUBARU健康保険組合太田記念病院循環器内科）

LS-6-1 静脈血栓塞栓症ガイドライン改訂のポイント
桑名市総合医療センター循環器内科 山田 典一

LS-6-2 IVC filter の回収の重要性
SUBARU健康保険組合太田記念病院循環器内科 安齋 均

13:15-13:50 一般演題 9 大静脈
座長：和泉 裕一（名寄市立総合病院）

杉本 貴樹（兵庫県立淡路医療センター心臓血管外科）

O-9-1 右総腸骨静脈―右内腸骨静脈内に進展する平滑筋腫を合併した再発性子宮筋腫の 1手術例
横浜市立市民病院心臓血管外科 浦中 康子 他5名

O-9-2 泌尿器科手術時静脈損傷に対する修復術の経験
一般財団温知会会津中央病院循環器病センター（心臓血管外科） 渡邊 正明 他1名

O-9-3 下大静脈穿破を伴った腹部大動脈瘤破裂の 1例
岡山赤十字病院心臓血管外科 中西 浩之 他4名

O-9-4 上大静脈狭窄しブラッドアクセスの確保が困難となった透析症例に対し上大静脈血栓内膜摘除を行っ
た 1例

川崎医科大学総合医療センター外科 平林 葉子 他6名

13:50-14:25 一般演題 10 その他
座長：林田 直樹（千葉県循環器病センター心臓血管外科）

白杉 望（医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院下肢静脈瘤センター（血管外科）センター
長）

O-10-1 当科における下肢静脈瘤再発症例の特徴―過去 12年の検討―
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院消化器外科 永田 英俊

O-10-2 大腿�膝上膝窩動脈バイパス手術症例における大伏在静脈静脈グラフト径の検討
慶應義塾大学外科 神谷 悠紀 他14名
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O-10-3 大腿骨頸部骨折術後に発生した巨大仮性動脈瘤を伴う大腿深動静脈瘻の 1例
石心会川崎幸病院血管外科 光岡 明人 他1名

O-10-4 深部静脈弁形成術後の遠隔成績
千葉県循環器病センター心臓血管外科 林田 直樹 他9名

15:35-16:15 一般演題 11 静脈瘤 2
座長：坂田 雅宏（坂田血管外科クリニック）

松本 康久（医療法人静かな凛脈の会まつもとデイクリニック）

O-11-1 血管内焼灼術後の再発・再手術症例の検討
医療法人社団慶博会関内医院 中村 和美 他2名

O-11-2 血管内焼灼術後の再発が懸念される症例の検討―再発予防のパラドックス―
西の京病院血管外科 今井 崇裕

O-11-3 下肢静脈瘤血管内焼灼術後に発症した深部静脈血栓症の検討
自治医科大学附属さいたま医療センター心臓血管外科 橋本 和憲 他14名

O-11-4 一次性下肢静脈瘤における空気容積脈波法検査の簡略化の検討―つま先立ち 5回と 10回の比較―
愛知医科大学血管外科 三岡 裕貴 他7名

O-11-5 下肢静脈瘤治療（静脈瘤血管内レーザー焼灼術）におけるチーム医療
誠潤会水戸病院心臓血管外科 土田 博光 他4名

16:15-16:55 一般演題 12 静脈瘤 3
座長：森下 清文（市立函館病院心臓血管外科）

三井 信介（福岡県済生会八幡総合病院血管外科）

O-12-1 ELVeS レーザー 1470 による大伏在静脈焼灼術後圧迫療法の至適期間に関する前向き試験：第 2報
済生会八幡総合病院 山本 智 他5名

O-12-2 血管内治療の除外基準は手術リスクか？
福岡和白病院心臓血管外科 手島 英一

O-12-3 下肢静脈瘤に上行性血栓性静脈炎を併発した症例の検討
盛岡友愛病院血管外科 佐藤 央 他1名

O-12-4 潰瘍を伴う下肢静脈瘤（C6）症例の治療戦略
岡村記念病院心臓血管外科 山本 賢二

O-12-5 血管エコーにて下肢静脈に拍動性波形を呈した慢性静脈不全例の検討
福島第一病院心臓血管外科 小川 智弘 他1名

16:55-17:20 一般演題 13 コメディカル
座長：大谷 則史（札幌禎心会病院心臓血管外科）

土田 博光（誠潤会水戸病院心臓血管外科）

O-13-1 下肢静脈瘤エコー検査の検査意義―他疾患との鑑別―
東京医科歯科大学医学部附属病院血管外科 加賀山知子 他3名
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O-13-2 当院過去 5年間の外陰部静脈瘤の超音波画像検討について
横浜南共済病院臨床検査科 齊藤 雪枝 他1名

O-13-3 深部静脈血栓症のスクリーニング検査におけるTATおよびD�dimer の検討
徳島大学病院超音波センター 松本 力三 他9名
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ポスター会場（メルキュールホテル横須賀 4F ヴェルサイユA）

15:35-16:35 ポスターセッション 6 DVT1
座長：太田 覚史（鈴鹿中央総合病院循環器内科）

P-2-1-1 経口抗凝固薬抵抗性であったがん関連静脈血栓塞栓症（VTE）の 4例
静岡赤十字病院血管外科 新谷 恒弘 他1名

P-2-1-2 深部静脈血栓症（DVT）を合併した悪性腫瘍患者の検討
藤田保健衛生大学心臓血管外科 佐藤 俊充 他12名

P-2-1-3 切除不能子宮頸癌患者に発生したVTEに対し，DOAC内服にて血栓の消失を得たものの，内服中断
とベバシズマブ投与により肺血栓塞栓症を再発した 1例

琉球大学大学院医学研究科胸部心臓血管外科学講座 上門あきの 他7名

P-2-1-4 妊娠経過中，深部静脈血栓症を契機に発見された胆管癌の 1例
東海大学医学部付属八王子病院専門診療学系産婦人科 間邊 貴俊 他11名

P-2-1-5 低用量経口避妊薬が関連したと考えられた深部静脈血栓症の 3例
医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院 石田 敦久 他7名

15:35-16:35 ポスターセッション 7 DVT2
座長：出口 順夫（埼玉医科大学総合医療センター）

P-2-2-1 Paget�Schroetter 症候群に対して第 1肋骨部分切除術を施行した 2例
津軽保健生活協同組合健生病院外科 佐藤 史絵 他12名

P-2-2-2 Paget�Schroetter 症候群の一例
我汝会えにわ病院循環器内科 中川 泉

P-2-2-3 体重 122kg の重症肺血栓塞栓症に対し，未分画ヘパリン，リバーロキサバン併用で治療した一例
武蔵野赤十字病院循環器科 原 信博 他4名

P-2-2-4 アンチトロンビン欠損症例の急性肺塞栓症に対してリバーロキサバンによるシングルドラッグアプ
ローチの治療経験

西の京病院血管外科 今井 崇裕

P-2-2-5 発症から診断までに 24時間以上要した広範型急性期肺動脈血栓塞栓症に対し肺動脈内血栓摘除術を
施行した一自験例

秋田大学医学部心臓血管外科 桐生健太郎 他6名

P-2-2-6 プロテイン S徳島保因CTEPH患者に対して PEAを施行した 1例
総合大雄会病院心臓血管外科 樋口 義郎 他3名

15:35-16:35 ポスターセッション 8 DVT3
座長：蜂谷 貴（川崎市立川崎病院心臓血管外科）

P-2-3-1 急性期近位側深部静脈血栓症に対するカテーテル的直接血栓溶解療法施行中の直接経口抗凝固薬の有
効性と安全性の検討

国立循環器病研究センター 北原 慧 他7名
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P-2-3-2 直接作用型経口抗凝固薬（DOAC）内服中に再発した静脈血栓塞栓症（VTE）の 3例
藤枝市立総合病院外科 西山 元啓 他1名

P-2-3-3 エドキサバンによる治療中に血栓症を再発し，トルーソー症候群と診断した一例
イムス札幌消化器中央総合病院外科 三橋 洋介 他9名

P-2-3-4 深部静脈血栓症（DVT）後側副血行路の画像評価の有用性
国際医療福祉大学病院血管外科 洞口 哲 他3名

P-2-3-5 非造影下での IVCフィルター挿入の試み
中津川市民病院 松下 悦史 他2名

P-2-3-6 腸骨静脈圧迫症候群に対して留置したステントの血管内超音波による観察
加古川中央市民病院循環器内科 中村 浩彰 他9名

15:35-16:35 ポスターセッション 9 コメディカル
座長：杉本 郁夫（愛知医科大学病院医療安全管理室）

P-2-4-1 当院における静脈血栓塞栓症の現状とワーキンググループの活動について 当院でのVTEリスク評
価表の作成と導入にむけた取り組みと課題

イムス札幌消化器中央総合病院看護部 小澤 由佳 他5名

P-2-4-2 CVTは血管だけ見ればいいのか？
社会医療法人財団池友会福岡和白病院検査科生理検査室 中埜康治郎 他4名

P-2-4-3 当院におけるVTE発生時の理学療法士のかかわりについて
イムス札幌消化器中央総合病院リハビリテーション科 河内 一将 他2名

P-2-4-4 上肢リンパ浮腫における LVA後の弾性着衣選定について
東神奈川とさき治療院 大山 夏子 他3名

15:35-16:35 ポスターセッション 10 その他
座長：善甫 宣哉（関西医科大学附属病院血管外科）

P-2-5-1 ペースメーカリード関連静脈血栓症の危険因子；内頚静脈血流パターンからの検討
秋田大学医学部付属病院循環器内科 阿部 起実 他2名

P-2-5-2 中心静脈カテーテルトラブルに心臓血管外科手術を要した 2例
新東京病院心臓血管外科 佐賀 俊文 他5名

P-2-5-3 下大静脈に進展した腎細胞癌に対して下大静脈合併切除施行した 2例
岡山赤十字病院 藤本 竜平 他4名

P-2-5-4 前腕の皮静脈に発生したグロームス腫瘍の 1例
熊本機能病院血管外科 萩原正一郎 他1名

P-2-5-5 当院血管外科で診療したBaker cyst（ベーカー嚢腫）の検討
水戸赤十字病院血管外科 内田 智夫


