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第 1会場（リーガロイヤルホテル小倉 4Fロイヤルホール 1＋2） 総会日程 2日目 5月 26日（木）

8：00～9：30 シンポジウム2 【胸部】TEVARの遠隔成績
座長：大木 隆生（東京慈恵会医科大学 外科学講座血管外科）

松田 均（国立循環器病研究センター 心臓血管外科）

SY2-1 Endovascular Treatment for Retrograde Ascending Aortic Dissection or Intermural Hematoma
with an Entry Tear Distal to Left Subclavian Artery：single center long-term clinical outcome

Department of Vascular Surgery, the First Affiliated Hospital of
Sun Yat-sen University, Guangzhou, China Guang-Qi Chang 他

SY2-2 TEVAR後の late open conversion
横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター 長 知樹 他

SY2-3 TEVAR術後遠隔期成績とTypeII エンドリークの影響
名古屋大学大学院医学系研究科 血管外科 池田 脩太 他

SY2-4 胸部大動脈瘤に対するTEVARの治療成績
東京慈恵会医科大学 外科学講座 血管外科 原 正幸 他

SY2-5 広範囲弓部大動脈瘤に対するHybrid aortic repair（Zone 0 TEVAR）の遠隔成績
東京医科歯科大学大学院 心臓血管外科 藤原 立樹 他

SY2-6 TEVARの中・長期成績
市立四日市病院 心臓血管外科 爲西 顕則 他

9：30～10：50 特別企画3 血管外科の醍醐味【腹部・末梢】
座長：石橋 宏之（愛知医科大学 血管外科）

駒井 宏好（関西医科大学総合医療センター 血管外科）

SP3-1 腹部大動脈疾患に対するOpen Surgery の醍醐味
宗像水光会総合病院 心臓血管センター心臓血管外科 岡崎 悌之

SP3-2 腹部大動脈疾患に対する血管内治療の醍醐味
国立循環器病研究センター 心臓血管外科 松田 均

SP3-3 末梢血管疾患に対する open surgery の醍醐味
旭川医科大学外科学 外科学講座血管外科学 東 信良

SP3-4 末梢血管疾患に対する血管内治療の醍醐味
松山赤十字病院 血管外科 山岡 輝年

10：50～11：30 教育講演4
座長：三井 信介（済生会八幡総合病院 血管外科）

EL4 整形外科からみた間欠性跛行のとらえ方―血管外科との違い―
浜松医科大学 整形外科 松山 幸弘
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11：30～12：30 特別講演1
座長：明石 英俊（社会医療法人 共愛会 戸畑共立病院）

SL1 夢持ち続け日々精進
株式会社A and Live 代表取締役・ジャパネットたかた創業者 髙田 明

12：40～13：30 ランチョンセミナー7 EVARにおける中枢制御と長期予後改善の試み
共催：日本メドトロニック株式会社

座長：伊東 啓行（福岡県済生会福岡総合病院）

LS7-1 市立函館病院 新垣 正美

LS7-2 山口県立総合医療センター 山下 修

14：10～14：40 理事長講演
座長：宮田 哲郎（国際医療福祉大学 医学教育統括センター）

CL 名古屋大学大学院医学研究科 血管外科 古森 公浩

14：40～15：20 会長講演
座長：青柳 成明（聖マリア病院 心臓血管外科）

PL 血管外科の醍醐味～飛躍的な進歩を遂げた 40 年間の血管外科を経験して～
社会医療法人 共愛会 戸畑共立病院 明石 英俊

15：30～16：50 特別企画4 日本血管外科学会50周年企画―これまでの血管外科そして、こ
れからの血管外科―

座長：古森 公浩（名古屋大学大学院医学系研究科 血管外科）
大北 裕（高槻病院 心臓・大血管センター）

SP4-1 これまでの血管外科と大動脈外科～大動脈外科の始まり、進展と最近の超越
仙台青葉学院短期大学 学長 田林 晄一

SP4-2 これまでの末梢血管外科
都庁前血管外科・循環器内科 重松 宏

SP4-3 これからの血管外科大動脈外科
東北大学大学院医学系研究科 心臓血管外科 齋木 佳克

SP4-4 これからの末梢血管外科
慶應義塾大学外科 尾原 秀明

討論者：岩井 武尚（慶友会 つくば血管センター センター長）
伊藤 翼（福岡和白病院 会長）
安藤 太三（大阪健康管理センター）
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16：50～17：30 特別講演2
座長：小須賀健一（福間諏訪クリニック）

SL2 コロナ禍と地域医療
元 世界医師会 会長/日本医師会 名誉会長/社会医療法人弘恵会理事長 横倉 義武

18：00～19：00 指導医講習会 働き方改革
座長：勝間田敬弘（大阪医科薬科大学医学部 胸部外科学教室）

外科医における働き方改革
大阪警察病院 病院長 澤 芳樹

勤務医が知っておくべき働き方改革
済生会福岡総合病院 名誉院長 岡留健一郎
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第 2会場（リーガロイヤルホテル小倉 4Fロイヤルホール 3） 総会日程 2日目 5月 26日（木）

8：00～9：00 SVS Japan Chapter Rupturedabdominalaorticaneurysm
座長：Ali Fawzi AbuRahma（SVS President/Charleston Area Medical Center）

東 信良（旭川医科大学 外科学講座血管外科学分野）

SJP-1 Endovascular Repair of Symptomatic and Ruptured Thoracoabdominal Aortic Aneurysms
From the Advanced Endovascular Aortic Program, The University of

Texas Health Science Center at Houston, Houston Texas Gustavo S. Oderich 他

SJP-2 SVS Japan Chapter：Treatment of Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm in Japan
旭川医科大学外科学 外科学講座血管外科学 東 信良

SJP-3 Strategy for ruptured AAA with EVAR to overcome unique complications
山口大学 器官病態外科学 血管外科 竹内由利子 他

9：00～9：30 SVS会長講演
座長：古森 公浩（名古屋大学大学院医学系研究科 血管外科）

SCL Society for Vascular Surgery Clinical Practice Guidelines for Management of Extracranial Cere-
brovascular Disease

President, Society for Vascular Surgery/
Professor of Surgery/

Chief, Vascular ＆ Endovascular Surgery/
Director, Vascular Surgery Fellowship ＆ Residency Programs/

Medical Director, Vascular Laboratory/
Co-Director, Vascular Center of Excellence/

West Virginia University Ali F. AbuRahma
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9：30～11：30 シンポジウム3【ビデオ】 【胸部】TEVAR後のRedo strategy
座長：荻野 均（東京医科大学 心臓血管外科学分野）

宮本 伸二（大分大学 心臓血管外科）

SY3-1 Open repair after Failed TEVAR for Type B Aortic Dissection
Professor and Chairman/

Hazim J. Safi Distinguished Chair/
Department of Cardiothoracic Surgery and Vascular Surgery/

McGovern Medical School at UTHealth/
Memorial Hermann Heart ond Vascular Institute Anthony Estrera

SY3-2 弓部大動脈瘤 TEVAR 後の遠隔期エンドリークに対する追加治療戦略
東京慈恵会医科大学附属病院 外科学講座 血管外科 西江 亮祐 他

SY3-3 TEVAR およびデブランチング TEVAR 術後のデバイス感染に対する FDG-PET マッピングに
基づいた治療戦略

大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科 四條 崇之 他

SY3-4 胸部大動脈ステントグラフト内挿術後の再治療法の検討
国立循環器病研究センター 血管外科 陽川 孝樹 他

SY3-5 TEVAR 後の Re-do strategy
浜松医科大学第一外科 鷲山 直己 他

SY3-6 TEVAR 後に開胸手術を要した症例についての検討～その要因と手術方法について～
札幌医科大学 心臓血管外科 伊庭 裕 他

SY3-7 TEVAR・FET 後下行胸腹部人工血管置換術（OPEN）の治療成績
埼玉医科大学国際医療センター 心臓血管外科 吉武 明弘 他

SY3-8 TEVAR 術後再手術における工夫
信州大学医学部附属病院 心臓血管外科 和田 有子 他

11：30～12：30 特別企画5 血管外科と医療経済
座長：小櫃由樹生（国際医療福祉大学三田病院 血管外科）

田山慶一郎（宗像水光会総合病院 心臓血管センター外科）

SP5-1 費用対効果評価制度の概要と実際について
厚生労働省 保険局医療課 医療技術評価推進室 先進・再生医療迅速評価専門官 伊藤 宗洋

SP5-2 血管外科領域の臨床経済評価の手法と事例
東京大学大学院医学系研究科 医療経済政策学 田倉 智之

12：40～13：30 ランチョンセミナー8 RelayPro の乱～布陣～
共催：テルモ株式会社

座長：角浜 孝行（秋田大学医学部附属病院 心臓血管外科）

LS8-1 済生会宇都宮病院 心臓血管外科 橋詰 賢一

LS8-2 宇治徳洲会病院 心臓血管外科 小林 豊
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15：30～17：20 シンポジウム4 【胸部】急性A型大動脈解離のMalperfusion に対する治療
戦略（脳、腸管、冠動脈など）

座長：湊谷 謙司（京都大学大学院医学研究科 心臓血管外科）
鈴木 伸一（横浜市立大学附属病院 外科治療学 心臓血管外科）

SY4-1 Strategies for malperfusion in acute type A aortic dissection
German Heart Center Berlin, Germany Jörg Kempfert

SY4-2 Malperfusion を伴った急性 A 型大動脈解離に対する治療戦略
愛知医科大学病院 心臓外科 栃井 将人 他

SY4-3 急性 A 型大動脈解離の Malperfusion に対する治療戦略
浜松医科大学 第一外科 高橋 大輔 他

SY4-4 Malperfusion を伴う A 型急性大動脈解離に対する Early Reperfusion Strategy
横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター 外科 安田 章沢 他

SY4-5 Malperfusion を伴う急性 A 型大動脈解離に対する治療戦略と成績
かわぐち心臓呼吸器病院 心臓血管外科 金森 太郎 他

SY4-6 偽腔内血栓を有する総頚動脈解離へ進展した急性 A 型大動脈解離に対する早期再灌流と直接再
建の有用性の検討

神戸大学 大学院・医学部 心臓血管外科学分野 井上 大志 他

SY4-7 Malperfusion を伴う Stanford A 型急性大動脈解離に対する reperfusion EVT 95 例の治療成績
社会医療法人財団石心会川崎幸病院 川崎大動脈センター血管内治療科 長谷聡一郎 他

17：30～18：30 JSVS・ESVS Joint Session Current situation of CLTI
座長：Hence Verhagen（ESVS Past President（2020-2021）/

Erasmus MC, Rotterdam, the Netherlands）
駒井 宏好（関西医科大学総合医療センター 血管外科）

JEJ-1 ESVS President/Professor of Vascular Surgery, University of Bologna, Italy/
Chair of Metropolitan Unit of Vascular Surgery/

IRCCS S. Orsola Hospital, Bologna Mauro Gargiulo

JEJ-2 The current Japanese situation of chronic limb-threatening ischemia
旭川医科大学 外科学講座 血管外科学分野 菊地 信介 他

JEJ-3 Current approach to chronic limb-threatening ischemia
関西医科大学総合医療センター 血管外科 深山 紀幸 他

JEJ-4 Now and future of CLTI management
東京大学 血管外科 高山 利夫

18：30～19：00 ESVS会長講演
座長：宮田 哲郎（国際医療福祉大学 医学教育統括センター）

駒井 宏好（関西医科大学総合医療センター 血管外科）

ECL AORTIC ANEURYSM CARE：The ongoing shift from open- to endovascular repair creates
training and quality issues. How can we improve?
ESVS Past President（2020-2021）/Erasmus MC, Rotterdam, the Netherlands Hence Verhagen
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第 3会場（リーガロイヤルホテル小倉 3Fエンパイアルーム 1） 総会日程 2日目 5月 26日（木）

7：30～8：20 モーニングセミナー New EVAR option；GOREⓇ EXCLUDERⓇ
Conformable AAA Endoprosthesis
with ACTIVE CONTROL System

共催：日本ゴア合同会社

座長：大木 隆生（東京慈恵会医科大学 血管外科）

MS-1 Device overview and the outcomes from the US clinical trial
MD, Chief of Vascular and Endovascular Surgery, Maimonides Medical Center /

Clinical Professor of Surgery at SUNY Downstate Medical Center Robert Y. Rhee

MS-2 Early clinical experience in the United States
MD, FACS, Professor And Chief Of Vascular And Endovascular Surgery,

Department of Cardiothoracic ＆ Vascular Surgery at McGovern
Medical School at UTHealth Gustavo S. Oderich

8：20～9：20 Late Breaking Session 2
座長：國吉 幸男（浦添総合病院 心臓血管外科）

正木 久男（まび記念病院 血管外科）

LB2-1 多血小板血漿（PRP）療法を用いた難治性皮膚潰瘍の治療効果―第 2報―
久留米大学医療センター 足病変・皮膚潰瘍治療外来 井野 康 他

LB2-2 National Clinical Database（NCD）を用いた本邦における膝窩動脈捕捉症候群に対する外科的
治療の現状

東京都済生会中央病院 血管外科 藤村 直樹 他

LB2-3 GLASS IM grade に着目した血行再建方法選択に関する新たなエビデンス―IM P1 症例におけ
る bypass 術の優位性

松山赤十字病院 血管外科 松田 大介 他

LB2-4 新しい血流評価法 Perfusion Index を用いたベッドサイドでの重症虚血評価の妥当性の検証
関西医科大学 総合医療センター 血管外科 北岡 由佳 他

LB2-5 TGF-βをターゲットとした透析用動静脈瘻における内膜肥厚の制御
東京大学 血管外科 谷口 良輔 他

LB2-6 FGF-2 遺伝子搭載非伝播型組み換えセンダイウイルスベクターによる高度間歇性跛行に対する
医師主導治験のトップラインデータ

独立行政法人 国立病院機構 福岡東医療センター 松本 拓也 他
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9：20～11：10 シンポジウム5 【腹部】ステントグラフト治療後の瘤縮小に影響を及ぼすもの
は？

座長：善甫 宣哉（関西医科大学附属病院 血管外科）
保科 克行（東京大学 血管外科）

SY5-1 ＜Keynote Lecture＞大動脈壁の防御・破壊・修復機構
久留米大学医学部 心臓・血管内科 青木 浩樹

SY5-2 EVAR 後の瘤縮小を阻む最大の因子はタイプ 2 エンドリーク？！
山口大学 器官病態外科学 血管外科 森景 則保 他

SY5-3 EVAR 後瘤径増大と瘤壁虚血の関連
東京慈恵会医科大学附属柏病院 血管外科 伊藤 栄作 他

SY5-4 上腕-足首脈波伝搬速度による腹部大動脈ステントグラフト内挿術の効果予測
奈良県立医科大学放射線科・IVR センター/自治医科大学放射線医学教室 宇賀神 敦 他

SY5-5 術前炎症反応と腹部ステントグラフト内挿術後の瘤径縮小との関連について
東京医科大学 心臓血管外科 加納 正樹 他

SY5-6 ステントグラフト治療後の瘤縮小に影響をおよぼす因子は？
昭和大学 外科学講座 心臓血管外科学部門 青木 淳 他

SY5-7 総大腿動脈径は EVAR 術後の瘤径変化の予測因子になりえるか？
東京大学医学部附属病院 血管外科 須原 正光 他

12：40～13：30 ランチョンセミナー9
共催：Cell Exosome Therapeutics 株式会社

座長：澤 芳樹（大阪大学大学院 医学系研究科/大阪警察病院）

LS9 PAD に対する細胞再生治療：有効性を高めるための最適な患者群の模索および細胞ソースの検
証

大阪大学医学部附属病院 心臓血管外科 三宅 啓介
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15：30～16：30 一般口演9 腹部3
座長：松本 拓也（福岡東医療センター 血管外科）

柚木 純二（佐賀大学 胸部・心臓血管外科）

O9-1 内腸骨動脈血流温存が下肢骨格筋量変化に与える影響の検討
九州大学大学院 消化器・総合外科（第二外科） 黒瀬 俊 他

O9-2 腹部大動脈人工血管置換術後遠隔期の人工血管破綻に対し、Double-D-Technique を用いた
EVAR で治療した 1 例

横浜市立みなと赤十字病院 心臓血管外科 佐藤 哲也 他

O9-3 止血デバイスを用いた経皮的腹部ステントグラフト内挿術の創合併症予防効果の検討
北海道大学病院 循環器・呼吸器外科 渡部 克将 他

O9-4 EVAR 後瘤径縮小の関連解剖学的因子の検討
大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科 井手 亨 他

O9-5 腹部ステントグラフト術後 Type 2 エンドリークに対する腹部超音波検査の有用性
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 血管外科 村上 友梨 他

O9-6 腹部大動脈の石灰化は EVAR 後の PWV 悪化の独立した危険因子である
SUBARU 健康保険組合太田記念病院 心血管センター 亀田柚妃花 他

O9-7 EVAR 後の Endoleak 軽減を目的とした Cuff technique は瘤径縮小因子となるか？
静岡赤十字病院 血管外科 夏目佳代子 他

16：30～17：20 教育講演5
座長：田山 栄基（久留米大学 外科学講座）

EL5 センダイウイルスベクターを用いた虚血肢治療用バイオ製剤の開発
九州大学大学院薬学研究院 バイオ医薬創成学 米満 吉和
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18：00～19：00 一般口演10 胸部5
座長：内田 徹郎（山形大学医学部 外科学第二講座）

熊谷紀一郎（東北大学 心臓血管外科）

O10-1 急性 B 型解離に対する治療戦略および結果
山形大学医学部 外科学第二講座 渡邉 大介 他

O10-2 急性 B 型大動脈解離に対する初回および追加治療の適応と時期（良好な大動脈リモデリングを得
るために）

社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院 心臓血管外科 大谷 則史 他

O10-3 病態に応じた Complicated 急性 B 型大動脈解離に対する TEVAR の治療成績
琉球大学大学院 医学系研究科 胸部心臓血管外科学講座 比嘉章太郎 他

O10-4 急性 B 型大動脈解離発症後、大動脈真腔狭小化に伴う間欠性跛行に対する当センターの治療
川崎幸病院 川崎大動脈センター 平井 雄喜 他

O10-5 慢性 B 型大動脈解離に対する胸部ステントグラフト内挿術の成績向上：特にリエントリー閉鎖
によるリモデリング効果

関西医科大学付属病院 血管外科講座 大野 雅人 他

O10-6 偽腔開存慢性 B 型解離性大動脈瘤に対する frozen elephant trunk を用いた全弓部置換術の治療
成績

山形大学医学部外科学第二講座 水本 雅弘 他

O10-7 慢性 B 型大動脈解離に対する血管内治療による偽腔閉鎖術の経験
佐久総合病院 佐久医療センター 心臓血管外科 新津 宏和 他
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第 4会場（リーガロイヤルホテル小倉 3Fエンパイアルーム 2） 総会日程 2日目 5月 26日（木）

8：00～9：40 パネルディスカッション3 【末梢動脈】Real World における膝下血行再建方
法（ビデオ併用可）

座長：工藤 敏文（東京医科歯科大学 血管外科）
出口 順夫（埼玉医科大学総合医療センター 血管外科）

PD3-1 Advances in hybrid and endovascular therapy for chronic limb-threatening ischemia
VA Puget Sound Health Care System/University of Washington

Division of Vascular Surgery Gale Lynn Tang

PD3-2 いかにして Distal bypass 後のグラフト露出を防ぐか―グラフト処理および創治癒不全に伴うグ
ラフト露出・出血に対する予防―

江戸川病院 血管病センター 血管外科 小久保 拓 他

PD3-3 動脈解剖学的側面から見た足関節動脈バイパスハイリスク例の手術戦略
旭川医科大学 外科学講座 血管外科 内田 大貴 他

PD3-4 創部感染を合併する No-option CLTI に対して Percutaneous deep vein arterialization を施行し
た一例

関西労災病院 循環器内科 畑 陽介 他

PD3-5 重症虚血肢に対する Miller’s Cuff を併用した下腿動脈人工血管バイパスの成績
済生会八幡総合病院 血管外科 郡谷 篤史 他

PD3-6 膠原病に伴う重症虚血肢に対する膝下血行再建の手術成績
名古屋大学医学部附属病院 血管外科 佐藤 誠洋 他

PD3-7 下腿足部の血行再建方法；ストラテジーとその実際
川崎医科大学 心臓血管外科学 赤木 大輔 他
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9：50～11：00 会長要望演題5【胸部】 胸部大動脈手術における術後合併症に対する治療戦
略（脊髄、脳）

座長：碓氷 章彦（名古屋大学大学院医学系研究科 心臓外科学）
國原 孝（東京慈恵会医科大学 心臓外科）

PR5-1 下行・胸腹部大動脈瘤 TEVAR における当院の SCI 予防戦略
藤田医科大学病院 心臓血管外科 櫻井 祐補 他

PR5-2 下行大動脈瘤・胸腹部大動脈瘤手術における脊髄保護戦略
神戸大学医学部附属病院 心臓血管外科 長命 俊也 他

PR5-3 急性大動脈解離術後に完全対麻痺を認めた 5 症例の検討
信州大学医学部附属病院 心臓血管外科 小松 正樹 他

PR5-4 Frozen elephant trunk による脊髄障害のリスク解析
兵庫県立姫路循環器病センター 心臓血管外科 河嶋 基晴 他

PR5-5 胸部大動脈手術における脳 塞・脊髄障害に対する治療戦略
浜松労災病院 心臓血管外科 津丸 真一 他

PR5-6 当院における左開胸による胸部及び胸腹部大動脈瘤の治療成績
信州大学 心臓血管外科 茅野 周治 他

PR5-7 胸部大動脈術後反回神経麻痺に対し喉頭形成術 1 型が有効であった 2 症例
総合東京病院 心臓血管外科 砂田 将俊 他

11：00～11：40 教育講演6
座長：塩瀬 明（九州大学大学院医学研究院 循環器外科）

EL6 創傷治癒の基本と局所陰圧閉鎖療法（NPWT）の有用性
久留米大学医学部 形成外科・顎顔面外科学講座 清川 兼輔
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11：40～12：30 一般口演11 腹部4
座長：緑川 博文（総合南東北病院 心臓血管外科）

永野 貴昭（琉球大学病院 第2外科）

O11-1 Endurant main + Excluder leg の当院における治療成績と下腸間膜動脈塞栓の有用性の検討
市立函館病院 心臓血管外科 新垣 正美 他

O11-2 デバイス選択最適化により TypeIa Endoleak, Leg trouble 撲滅を目指した EVAR の中期、遠隔期
成績と課題

京都府立医大 大学院医学研究科 心臓血管外科 川尻 英長 他

O11-3 当科における EVAR の遠隔成績と問題点
大阪医科薬科大学 外科学講座 胸部外科学教室 小澤 英樹 他

O11-4 内腸骨動脈塞栓術は EVAR 長期成績の予後不良因子である
イムス葛飾ハートセンター 心臓血管外科 中原 嘉則 他

O11-5 EVAR 後の type Ia リークに対して“Eye of the Tiger”テクニックを用いた追加 EVAR で治療
した一例

藤沢市民病院 心臓血管外科 山崎 一也 他

O11-6 EVAR 術後 II 型エンドリークの 4D-flow MRI 血流動態解析による瘤径拡大の予測因子の検討―
3 年間の前向き経過観察結果から―

浜松医科大学 第二外科 血管外科 片橋 一人 他

12：40～13：30 ランチョンセミナー10 Strategy for Value based TEVAR＆ EVAR
Treatment～ステントグラフト治療戦略を価値の点
から考える～

共催：クックメディカルジャパン合同会社

座長：大木 隆生（東京慈恵会医科大学附属病院 血管外科）

LS10-1 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 血管外科 墨 誠

LS10-2 島根県立中央病院 心臓血管外科 上平 聡
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15：30～16：30 一般口演12 腹部5
座長：戸谷 直樹（東京慈恵会医科大学附属柏病院 血管外科）

内田 孝之（飯塚病院 心臓血管外科）

O12-1 EVAR Type2EL と戦う―EVAR 長期成績改善に向けた術中腰動脈塞栓導入と成績―
一宮市立市民病院 血管外科 小山 明男 他

O12-2 当院における EVAR 術後の腹部大動脈瘤縮小因子の検討
大分大学 心臓血管外科 河島 毅之 他

O12-3 腹部大動脈瘤および腸骨動脈瘤に対するステントグラフト内挿術（EVAR）の長期成績と予測
因子の検討

関西労災病院 循環器内科 豊島 拓 他

O12-4 腹部大動脈瘤に対するステントグラフト後の瘤径縮小に関与する因子の検討
九州大学 消化器・総合外科 森崎 浩一 他

O12-5 EVAR 術前の徹底的分枝塞栓の治療効果
鳥取大学医学部附属病院 心臓血管外科 岸本 諭 他

O12-6 腹部ステントグラフト内挿術（EVAR）の治療成績向上を目指して
天理よろづ相談所病院 心臓血管外科 瀧本 真也 他

O12-7 当院における EVAR の type2 エンドリーク予防に向けての治療戦略
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 血管外科 清水 理葉 他

17：30～19：10 シンポジウム6 【胸部】Young Surgeon に奨めるArch Strategy
座長：齋木 佳克（東北大学 心臓血管外科）

田山 栄基（久留米大学 外科学講座）

SY6-1 The Recommended Arch Surgery for Young Surgeons
Division of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Surgical Center,

Hannover Medical School, Hannover, Germany HAVERICH Axel

SY6-2 手術チーム平均年齢 30 歳台、平均 3 時間台で行う全弓部大動脈置換術
イムス東京葛飾総合病院 心臓血管外科 小松 卓也 他

SY6-3 弓部大動脈置換術における末梢側吻合の視野展開と剥離
神戸大学大学院医学研究科 外科学講座 心臓血管外科学分野 井上 武 他

SY6-4 当科における Frozen elephant trunk を用いた弓部全置換の治療戦略
和歌山県立医科大学 外科学第一講座 西村 好晴 他

SY6-5 全弓部置換術を安全、短時間に行うための strategy
榊原記念病院 心臓血管外科 在國寺健太 他

SY6-6 当院での 10 年目以下若手医師による全弓部置換術の成績、および成績向上のための手術戦略
済生会宇都宮病院 高木 秀暢 他
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第 5会場（リーガロイヤルホテル小倉 3Fエンパイアルーム 3） 総会日程 2日目 5月 26日（木）

8：00～9：40 シンポジウム7 【静脈】下肢静脈瘤に対する適切な治療適応とは
座長：八杉 巧（愛媛大学医学部 基盤実践看護学/心臓血管外科）

佐戸川弘之（福島赤十字病院 心臓血管外科）

SY7-1 Choosing Appropriate Patients for Cyanoacrylate Venous Closure
Medical Director, Lake Washington Vascular Surgeons Bellevue,

Washington, USA Kathleen D. Gibson

SY7-2 血管内焼灼術と血管内塞栓術をどのように使い分ければいいのか
たけうち静脈瘤クリニック 血管外科・内科 武内 謙輔

SY7-3 下肢静脈瘤うっ滞性皮膚炎部の不全穿通枝に対する PAPs（経皮的穿通枝処理術）と SEPS（内
視鏡下筋膜下不全穿通枝切離術）の比較

仁鷹会 たかの橋中央病院 血管外科 春田 直樹 他

SY7-4 下肢静脈瘤の不適切治療に対するオール石川の対応
城北病院 血管外科 遠藤 將光

SY7-5 安全で確実な下肢静脈瘤治療法の選択：細径ファイバーを用いた血管内焼灼術について
熊本血管外科クリニック 宇藤 純一 他

SY7-6 伏在型静脈瘤に対するシアノアクリレート系接着材による血管内治療の術式と治療成績
お茶の水血管外科クリニック 広川 雅之 他

9：50～11：00 会長要望演題6【腹部】 EVAR術後追加治療の時期と方法
座長：伊東 啓行（済生会福岡総合病院 心臓血管・大動脈センター 血管外科）

赤岩 圭一（市立大村市民病院 心臓血管外科）

PR6-1 TypeII endoleak に対する追加治療と予後の検討
松山赤十字病院 血管外科 本間 健一 他

PR6-2 腹部ステントグラフト術後に再治療介入を要した症例の検討
山形大学医学部附属病院 心臓血管・呼吸器・小児 外科 新井 秀佑 他

PR6-3 EVAR 術後の追加処置としての開腹手術の成績
兵庫医科大学 心臓血管外科 田中 宏衞 他

PR6-4 EVAR 後のエンドリークが不明瞭な瘤拡大症例に対する対応
宮崎大学医学部附属病院 心臓血管外科 石井 廣人 他

PR6-5 EVAR 後瘤再拡大に対する Late Open Surgical Conversion 症例の検討
藤沢市民病院 心臓血管外科 藪 直人 他

PR6-6 当院における EVAR 治療の短期・中期成績 特に TIIEL の治療について
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 心臓血管外科 藤井 孝之 他

PR6-7 EVAR 後の type II エンドリークによる瘤拡大に対する開腹手術症例の検討
加古川中央市民病院 心臓血管外科 脇山 英丘 他
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12：40～13：30 ランチョンセミナー11
共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

座長：小宮 達彦（倉敷中央病院 心臓血管外科）

LS11 インスピリス RESILIA 大動脈弁を用いた Double sewing ring technique による Bio-Bentall―手
術と再手術における有用性―

徳島赤十字病院 心臓血管外科 福村 好晃

16：50～17：40 一般口演13 胸部6
座長：内田 敬二（横浜市立大学附属市民総合医療センター心臓血管センター外科）

腰地 孝昭（北野病院 心臓血管外科）

O13-1 A 型解離に対する右腋窩動脈を用いた脳循環停止時間ゼロの選択的脳還流法
筑波大学医学医療系 心臓血管外科 坂本 裕昭 他

O13-2 急性 A 型大動脈解離に使用する Frozen elephant trunk のステントサイズ 6cm と 9cm 以上の比
較

神戸大学医学部附属病院 心臓血管外科 河野 敦則 他

O13-3 演題取り下げ

O13-4 80 歳以上の高齢者における Stanford A 型急性大動脈解離の手術成績の検討
奈良県立医科大学 胸部・心臓血管外科 廣瀬 友亮 他

O13-5 意識障害を伴う急性 A 型大動脈解離に対する緊急手術における神経学的予後の検討
岸和田徳洲会病院 心臓血管外科 春日 健介 他

O13-6 右内頚動脈灌流不全を伴う Stanford A 型急性大動脈解離に対して腕頭動脈早期灌流法を用いて
弓部大動脈全置換術を施行した一例

高槻病院 心臓大血管センター 林 裕之 他

O13-7 超高齢者の急性 A 型大動脈解離に対する初期治療選択の検討
熊本中央病院 心臓血管外科 瀧 智史 他
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18：00～19：10 一般口演14 胸部7
座長：蒲原 啓司（佐賀大学附属病院 胸部心臓血管外科）

曽我 欣治（鹿児島大学 心臓血管外科）

O14-1 広範囲胸腹部大動脈瘤手術における手術戦略
佐賀大学医学部付属病院 心臓血管外科 陣内 宏紀 他

O14-2 Frozen elephant trunk/TEVAR 後の胸腹部大動脈置換術の成績から広範囲胸腹部大動脈病変に
対する治療戦略を再考する

国立循環器病研究センター 心臓血管外科 政田 健太 他

O14-3 EVAR 後ステントグラフト感染に対して Reversed L-Shaped technique による血行再建術を施
行した 1 例

山形大学医学部 外科学第二講座 小林 龍宏 他

O14-4 大動脈食道瘻に対する治療戦略の検討
東京医科歯科大学大学院 心臓血管外科 藤原 立樹 他

O14-5 大動脈食道瘻の治療経験
浜松医科大学 第一外科 高橋 大輔 他

O14-6 TEVAR 後の大動脈食道瘻 4 例の治療経験
大阪市立大学大学院医学研究科 心臓血管外科学 山根 心 他

O14-7 大動脈食道瘻・人工血管食道瘻に対する食道抜去を含めた治療戦略
国立循環器病研究センター 血管外科 陽川 孝樹 他

O14-8 胸部大動脈瘤に関連した大動脈食道瘻に対する胸腔鏡下食道切除術
福岡大学病院 消化器外科 島岡 秀樹 他



日血外会誌 31巻 Supplement号2022年 第 50回 日本血管外科学会学術総会

プ
ロ
グ
ラ
ム

２
日
目

97

第 6会場（AIM 3F 311～313会議室） 総会日程 2日目 5月 26日（木）

8：00～9：20 シンポジウム8【女性医師の会】 サステナブルなキャリア形成
―私がずっとここにいるために

座長：高木 靖（藤田医科大学 心臓血管外科）
和田 有子（信州大学 心臓血管外科）

SY8-1 サスティナブルなキャリア形成～これからの共働き世代を見据え、誰もが働きやすいチームを目
指して～

浜松医科大学外科学第一講座 大箸 祐子 他

SY8-2 医師のキャリア継続を阻む、変化を恐れる日本の医療現場の現実―働き方改革の為の「IT 活用
の促進」と「医学教育改革」への提案―

大分循環器病院 心臓血管外科 宮木 靖子 他

SY8-3 女性心臓血管外科医におけるキャリア継続へのアドバイス
筑波大学 医学医療系 心臓血管外科 徳永 千穂 他

SY8-4 心臓血管外科医を目指した 10 年間を振り返って
東邦大学医療センター大橋病院 心臓血管外科 清原 久貴 他

9：30～10：20 第6回禁煙推進セミナー
座長：川原田修義（札幌医科大学 心臓血管外科）

喫煙と心血管病
名古屋大学 循環器内科 室原 豊明

10：20～11：20 シンポジウム9 【静脈】大静脈・静脈の狭窄・閉塞性病変に対する治療
座長：孟 真（横浜南共済病院 心臓血管外科）

澤田健太郎（福岡県済生会二日市病院 心臓血管外科）

SY9-1 四肢悪性軟部肉腫血管合併切除症例における静脈再建
東京都保健医療公社大久保病院 外科 菅野 範英 他

SY9-2 下大静脈塞栓を伴う腎細胞癌に対する当院の治療戦略および成績の検討
札幌医科大学附属病院 心臓血管外科学講座 大川 陽史 他

SY9-3 Budd-Chiari 症候群に対する肝部下大静脈再建の工夫
琉球大学 胸部心臓血管外科学講座 稲福 斉 他

SY9-4 下大静脈腫瘍進展を伴う腎細胞癌に対する手術戦略の検討
神戸大学医学部 心臓血管外科 岩橋 大輔 他
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11：30～12：30 一般口演15 末梢・静脈3
座長：新本 春夫（榊原記念病院 末梢血管外科）

脇田 昇（神戸労災病院 心臓血管外科）

O15-1 CLTI 治療における患者の活動機能の重要性
大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科 三宅 啓介 他

O15-2 包括的高度慢性下肢虚血（CLTI）に対する血行再建と包括的治療
北里大学病院 心臓血管外科 藤岡俊一郎 他

O15-3 包括的高度慢性下肢虚血（CLTI）の血行再建と包括的治療―現在までの経験より―
藤田医科大学 ばんたね病院 外科 近藤 ゆか 他

O15-4 治療に苦慮した両側浅大腿動脈ステント感染の 1 治験例
熊本総合病院 柘植 俊介 他

O15-5 末梢動脈疾患における栄養状態と動脈石灰化の関係
SUBAR 健康保険組合 太田記念病院 心血管センター 根本 尚彦 他

O15-6 医原性鎖骨下動脈損傷に対するステントグラフト内挿術の有用性について
山口県立総合医療センター 外科 山下 修 他

O15-7 下肢急性動脈閉塞症に対する組織酸素飽和度測定値を参考にした治療戦略の検討
浜松医科大学 第二外科・血管外科 嘉山 貴文 他

12：40～13：30 ランチョンセミナー12 CLTI 治療に対するレオカーナへの血行再建医の期
待

共催：株式会社カネカメディックス

座長：三井 信介（福岡県済生会八幡総合病院 血管外科）
山岡 輝年（松山赤十字病院 血管外科）

LS12-1 外科医が考えるレオカーナへの期待
新百合ヶ丘総合病院 血管外科 金子健二郎

LS12-2 循環器内科医が考えるレオカーナへの期待
小倉記念病院 循環器内科 曽我 芳光
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15：30～16：20 一般口演16 末梢・静脈4
座長：中島 隆之（盛岡友愛病院 心臓血管外科）

宇藤 純一（熊本血管外科クリニック 血管外科）

O16-1 タバチール内シャントと前腕内シャントの比較
JA 長野厚生連 北信総合病院 心臓血管外科 酒井 健司 他

O16-2 人工血管内シャント流出路静脈狭窄に対するステントグラフト VIABAHN 留置術の検討
東京都済生会中央病院 血管外科/津田沼血管クリニック 庄司 高裕 他

O16-3 下肢静脈瘤における国際動向を踏まえた治療法の選択
西の京病院 血管外科 今井 崇裕

O16-4 下肢静脈瘤に対する当院における血管内治療の成績と適応
神戸大学医学部付属病院 浜口 真里 他

O16-5 下肢静脈瘤手術における末梢神経障害の定量的評価
日本医科大学武蔵小杉病院 心臓血管外科 廣本 敦之 他

O16-6 肺動脈内膜肉腫に対して、右室流出路から右肺動脈にかけてコンポジットグラフトを用いて再建
した一例

広島大学病院 心臓血管外科 奥迫 諒 他

16：50～17：50 一般口演17 腹部6
座長：飯田 泰功（済生会横浜市東部病院 心臓血管外科）

大塚 裕之（久留米大学 心臓血管外科）

O17-1 IgG4 関連炎症性腹部大動脈瘤に対する EVAR の中期成績と予後因子
国立病院機構金沢医療センター 心臓血管外科 笠島 史成 他

O17-2 EVAR 術後の長期予後改善に向けて―死亡症例からの検討―
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

O17-3 当科の EVAR 後追加治療の原因からみた今後の課題
山口大学器官病態外科学 血管外科 原田 剛佑 他

O17-4 EVAR 後再拡大とオーバーサイズ率の減衰
水戸済生会総合病院 心臓血管外科 倉岡 節夫 他

O17-5 当科における EVAR 遠隔期追加治療の検討
名古屋大学大学院医学系研究科 血管外科 杉本 昌之 他

O17-6 中長期成績から見た、腹部大動脈瘤に対する EVAR
岐阜大学大学院医学研究科 高度先進外科学 坂井 修 他

O17-7 腹部大動脈の石灰化は EVAR 後の瘤径縮小に影響する因子である
SUBARU 健康保険組合 太田記念病院 心臓血管外科 亀田柚妃花 他
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第 7会場（AIM 3F 314～315会議室） 総会日程 2日目 5月 26日（木）

8：00～9：00 会長要望演題7【末梢・静脈】 血管内治療時代の非解剖学的バイパス術の意
義/血管内膜摘除術の有効な用い方

座長：大谷 則史（札幌禎心会病院 心臓血管外科）
山岡 輝年（松山赤十字病院 血管外科）

PR7-1 上前腸骨棘を一部削り鼠径部を外側に迂回するルートで下肢血行再建を実施した 3 例
榊原記念病院 心臓血管外科 牧野 能久 他

PR7-2 腸骨動脈閉塞に対して多様性に対応可能な人工血管を用いた大腿交 バイパスの意義は見出せ
るか

江戸川病院 血管病センター 血管外科 福原 菜摘 他

PR7-3 腹部大動脈腸骨動脈領域における非解剖学的バイパス術の現状
慶應義塾大学 外科 北 英典 他

PR7-4 腹部大動脈瘤に対して後腹膜経路で血行再建したために吻合部狭窄をきたした 1 例
赤穂市民病院 心臓血管外科 原口 知則

PR7-5 内膜摘除は血管外科医の最も基本的手技である
社会医療法人愛仁会井上病院 血管外科 谷村 信宏 他

PR7-6 当院における大腿動脈内膜摘除術と血管内治療の Hybrid 治療の検討
名古屋大学大学院 血管外科 鶴岡 琢也 他

9：10～10：20 会長要望演題8【末梢・静脈】 血管内膜摘除術の有効な用い方
座長：錦見 尚道（名古屋第一赤十字病院 血管外科）

江口 大彦（福岡市民病院 血管外科）

PR8-1 当院の血管内膜摘除術活用方の検討
あかね会 土谷総合病院 心臓血管外科 望月 慎吾 他

PR8-2 ウシ心膜パッチ：XenoSure を使用した大腿動脈血栓内膜摘除術の有用性
関西医科大学総合医療センター 血管外科 坂下 英樹 他

PR8-3 当院におけるウシ心膜パッチを用いた血栓内膜摘除術と血管内治療のハイブリッド治療につい
て

川崎市立川崎病院 細川 恭佑 他

PR8-4 総大動脈病変に対するウシ心膜パッチ（Xenosure）を用いた内膜摘除術の短期成績
JA 広島総合病院 心臓血管外科 岡崎 孝宣 他

PR8-5 総大腿動脈及び隣接する領域の病変に対する内膜摘除術
大阪市立総合医療センター 心臓血管外科 青山 孝信 他

PR8-6 超音波手術器を用いた大腿動脈内膜摘除術の検討
愛知医科大学病院 血管外科 丸山 優貴 他

PR8-7 鼠径靭帯以下血行再建での血栓内膜摘除の変容と重要性
一宮市立市民病院 血管外科 小山 明男 他
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10：20～11：30 会長要望演題9【末梢・静脈】 血管内膜摘除術の有効な用い方
座長：藤野 隆之（中津第一病院）

児玉 章朗（愛知医科大学 血管外科）

PR9-1 大腿動脈内膜摘除の有用性の検討
国際医療福祉大学成田病院 血管外科 前田 剛志 他

PR9-2 大腿動脈血栓内膜摘除術にウシ心膜パッチ（Xenosure）を用いる有用性の検討
旭川医科大学病院 外科学講座 血管外科学分野 浦本 孝幸 他

PR9-3 牛心膜パッチを使用した大腿動脈血栓内膜摘除術と Insitu 法によるDistal bypass を同時施行し
た 1例

金沢医科大学 心臓血管外科 坂本 大輔 他

PR9-4 総大腿動脈および浅大腿動脈起始部に対する血管内膜摘除・パッチ形成術を併用した浅大腿動
脈ステントグラフト内挿術の検討

医療法人社団協友会 柏厚生総合病院 血管外科 鈴木 博之 他

PR9-5 当院での末梢動脈疾患に対する一期的ハイブリッド手術の検討
奈良県立医科大学附属病院 胸部・心臓血管外科 平賀 俊 他

PR9-6 総大腿動脈病変を併発した下肢末梢動脈疾患に対し血管内治療を併施した内膜摘除術の治療成
績の検討

市立函館病院 心臓血管外科 中西敬太郎 他

PR9-7 ウシ心膜パッチを用いた血栓内膜摘除後血管形成術の経験
兵庫県立淡路医療センター 松尾 二郎 他

12：40～13：30 ランチョンセミナー13 有効性と安全性の両立を考慮した
VTEの抗凝固療法における今後の展望

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：福田 幾夫（弘前大学/敬命会吉川病院）

LS13-1 担がん患者のVTE治療について考える
熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学 末田 大輔

LS13-2 適切なVTE診断のための下肢エコー検査と抗凝固療法について
杏林大学医学部 心臓血管外科学 細井 温
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ポスター会場（AIM 3F D～G展示場） 総会日程 2日目 5月 26日（木）

17：30～18：00 ポスター22 胸部大動脈瘤（TEVAR）
座長：岡 克彦（京都第一赤十字病院 心臓血管外科）

P22-1 胃癌術後の膵液瘻により生じた胸腹部仮性動脈瘤に対し TEVAR＋NBCA-lipiodol を併用して治
療を行った 1 症例

藤田医科大学病院 心臓血管外科 丹羽 若菜 他

P22-2 TAVI 周術期に TEVAR を施行した 3 例
獨協医科大学埼玉医療センター 心臓血管外科 鳥飼 慶 他

P22-3 弓部大動脈における GORE cTAG with active control system による bird-beak configuration 抑
制効果の検証

住友病院 血管内治療（IVR）センター 永富 暁 他

P22-4 Debranch 困難な右側大動脈弓、Kommerell 憩室に対して、Fenestrated TEVAR を施行した 1
例

医療法人財団 松和会 池上総合病院 心臓血管外科 大熊新之介 他

P22-5 成人大動脈縮窄症に対し TEVAR を施行した一例
東京ベイ浦安市川医療センター 心臓血管外科 原 亮太 他

17：30～18：00 ポスター23 胸部大動脈瘤（下行）/胸腹部大動脈瘤
座長：三浦友二郎（高知大学心臓外科）

P23-1 腋窩動脈 3rd portion を送血路とした下行大動脈置換術の手術成績の検討
湘南鎌倉総合病院 心臓血管外科 服部 滋 他

P23-2 大動脈縮窄症術後の下行大動脈嚢状瘤に対する再手術において VR 画像を用いた三次元解析が
有用であった一例

滋賀医科大学 心臓血管外科 松林 優児 他

P23-3 食道圧排による嚥下障害を来した右鎖骨下動脈起始異常に対する 1 治験例
田附興風会 医学研究所 北野病院 心臓血管外科 平間 大介 他

P23-4 遺残解離拡大に対する胸腹部大動脈置換術後に aortic stiffness 上昇から大動脈基部拡大を来し
短期間で全大動脈置換術になった 1 例

筑波大学附属病院 心臓血管外科 山嵜 肇 他

P23-5 TEVAR 後に胸腹部への治療介入を要した症例の検討
大阪市立総合医療センター 心臓血管外科 尾藤 康行 他
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17：30～18：00 ポスター24 胸腹部大動脈瘤/胸腹部大動脈瘤（TEVAR・ハイブリッド治療）
座長：小須賀智一（宗像水光会総合病院 心臓血管外科）

P24-1 術中破裂に対して経大動脈瘤による大動脈閉塞バルーンで出血コントロールしえた解離性胸腹
部大動脈瘤の経験

日本医科大学付属病院 心臓血管外科 栗田 二郎 他

P24-2 胸部下行大動脈人工血管置換術後の吻合部瘤肺内穿破に対してハイブリッド TEVAR の施行に
より救命しえた 1 例

筑波メディカルセンター病院 心臓血管外科 佐藤 藤夫 他

P24-3 右鎖骨下動脈起始異常を伴った弓部大動脈瘤に対して TEVAR を併施した弓部置換術の 1 例
福山市民病院 心臓血管外科 三浦 望 他

P24-4 広範囲胸腹部大動脈瘤に対する hybrid 治療戦略の検討
神戸市立医療センター中央市民病院 吉田 一史 他

17：30～18：00 ポスター25 胸腹部その他
座長：尼子 真生（白十字病院 心臓血管外科）

P25-1 胸腹部大動脈破裂に対して TEVAR を施行した 2 例
ベルランド総合病院 心臓血管外科 新田目淳孝 他

P25-2 慢性大動脈解離に対し多段階的に治療を行なった一症例
医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 小島 三郎 他

P25-3 ステントグラフト内挿術後に発症した大動脈食道瘻に対し、広背筋弁併用人工血管置換術 2 例の
経験

嬉野医療センター 心臓血管外科 山元 博文 他

P25-4 腎動脈上遮断を要した腹部大動脈瘤の手術成績
大阪医科薬科大学 外科学講座 胸部外科教室 打田 裕明 他

P25-5 腹部外傷による腹部大動脈瘤圧迫が原因で下肢急性動脈閉塞症を来たした 1 例
佐賀県医療センター好生館 心臓血管外科 古賀 佑一 他

17：30～18：00 ポスター26 腹部大動脈瘤
座長：藤野 隆之（中津第一病院）

P26-1 腹部大動脈人工血管置換術において術中下肢虚血をきたした 1 例
東海大学医学部 心臓血管外科 山本 尭佳 他

P26-2 腎動脈下腹部大動脈瘤に対する人工血管置換術後に発生した対麻痺症例の検討
大阪医科薬科大学 外科学講座 胸部外科学教室 島田 亮 他

P26-3 稀な形態をした嚢状腎動脈下腹部大動脈瘤に対し、人工血管置換術を施行した 1 例
大阪医科薬科大学 外科学講座 胸部外科学教室 モトハシ宜和 他

P26-4 若年性多発動脈瘤の腹部大動脈瘤に対して人工血管置換術を施行した一例
愛媛大学大学院医学系研究科 心臓血管呼吸器外科学 薦田 宗則 他

P26-5 腹部大動脈置換術後 12 年で経過観察していた人工血管周囲漿液腫の急拡大をきたし、人工血管
吻合部仮性瘤の診断で手術に至った 1 例

熊本赤十字病院 心臓血管外科 宮本 智也 他
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17：30～18：00 ポスター27 腹部大動脈瘤（EVAR）
座長：山本 清人（名古屋第一赤十字病院 血管外科）

P27-1 腹部大動脈ステントグラフト術後の TypeII エンドリークに対する塞栓術後に腸管壊死をきたし
た一例

大阪労災病院 血管外科 山角 太良 他

P27-2 10 年以上が経過した腹部ステントグラフト症例の検討
船橋市立医療センター 心血管センター 心臓血管外科 櫻井 学 他

P27-3 馬蹄腎を合併した腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術の中長期成績
日本大学医学部附属板橋病院 心臓血管外科分野 白水 御代 他

P27-4 術前 4D-flow MRI を用いた術後瘤径増大発生の長期予測
浜松医科大学 第二外科 血管外科 山中 裕太 他

P27-5 腹部大動脈瘤破裂との鑑別を要した腰動脈損傷の一例
山形大学医学部 外科学第二講座 中井 信吾 他

17：30～18：00 ポスター28 腹部大動脈瘤（EVAR）
座長：原田 裕久（東京都済生会中央病院 血管外科）

P28-1 当院における経皮的アクセスによる腹部ステントグラフト内挿術の成績
札幌中央病院 心臓血管外科 三上 拓真 他

P28-2 AORFIX ステントグラフトによる EVAR 術後の瘤径変化についての検討
獨協医科大学 心臓・血管外科 廣田章太郎 他

P28-3 EVAR が著効した破裂性腸骨動脈瘤による動静脈瘻の一例
新潟大学大学院医歯学総合研究科 呼吸循環外科学分野 大越 雄貴 他

P28-4 EVAR 後の医原性逆行性 Type A 大動脈解離の一例
SUBAR 健康保険組合 太田記念病院 心血管センター 根本 尚彦 他

P28-5 局所麻酔下経皮法での EVAR の有用性
SUBARU 健康保険組合太田記念病院 心血管センター 亀田柚妃花 他



日血外会誌 31巻 Supplement号2022年 第 50回 日本血管外科学会学術総会

プ
ロ
グ
ラ
ム

２
日
目

105

17：30～18：00 ポスター29 腹部大動脈瘤（EVAR）/感染性腹部大動脈瘤
座長：朝倉 利久（埼玉医科大学国際医療センター 心臓血管外科）

P29-1 IMA 塞栓を併置した EVAR 術後に発生した IMA 領域の腸管虚血壊死に陥った症例
近江八幡市立総合医療センター 心臓血管外科 乃田 浩光 他

P29-2 Edwardsiella tarda による感染性腹部大動脈瘤の一例
長崎みなとメディカルセンター 横瀬 昭豪 他

P29-3 感染性腹部大動脈瘤に対して EVAR を施行した 1 例
横浜市立大学附属病院 心臓血管外科 金子翔太郎 他

P29-4 感染性動脈瘤に対するリファンピシン浸漬人工血管置換術の治療成績
獨協医科大学病院 心臓血管外科 松岡 大貴 他

P29-5 ステントグラフト内挿術後に結核性感染性腹部大動脈瘤と診断され、最終的に十二指腸大動脈瘻
を形成した一例

東京都済生会中央病院 血管外科 林 秀行 他

17：30～18：00 ポスター30 腹部大動脈瘤破裂/腹部大動脈-十二指腸瘻
座長：笠島 史成（金沢医療センター 心臓血管外科）

P30-1 当院における破裂製腹部大動脈瘤の治療成績
倉敷中央病院 心臓血管外科 新崎 翔吾

P30-2 腹部大動脈瘤破裂と腹部コンパートメント症候群による結腸壊死に対して EVAR と開腹結腸切
除を施行し救命した一例

市立大村市民病院 心臓血管外科 金本 亮 他

P30-3 2 次性大動脈十二指腸瘻の一例
北里大学医学部 心臓血管外科 美島 利昭 他

P30-4 腹部大動脈人工血管置換後の大動脈十二指腸瘻に対する手術症例の検討
立川綜合病院 心臓血管外科 山元 奏志 他

P30-5 当院における動脈腸管瘻の臨床的検討
日立総合病院 心臓血管外科 三富 樹郷 他
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17：30～18：00 ポスター31 腹部内臓動脈
座長：松原健太郎（慶應義塾大学 外科）

P31-1 開腹による外科的血管形成を行った腎動脈瘤の 1 例
筑波メディカルセンター病院 心臓血管外科 川又 健 他

P31-2 膵十二指腸動脈瘤に対して VIABAHN で治療した 1 例
福岡大学医学部 心臓血管外科 松村 仁 他

P31-3 NF1 に合併した腹腔動脈瘤破裂に対し、一期的に静脈グラフトを用いての外科的血行再建に続い
て動脈瘤コイル塞栓術を施行した一例

神戸市立医療センター中央市民病院 心臓血管外科 鎌田 賢昇 他

P31-4 孤立性上腸間膜動脈解離に対する 4DCT 評価の一例
福島赤十字病院 心臓血管外科 籠島 彰人

P31-5 巨大脾動脈瘤に対して Isolation 法によるコイル塞栓術を施行した 1 例
中部徳洲会病院 外科 村上 優太 他

17：30～18：00 ポスター32 腸骨動脈瘤
座長：赤木 大輔（川崎医科大学 心臓血管外科）

P32-1 Coil in Plug の効果的な塞栓方法の仮想的検討
佐賀大学心臓血管外科 竹内 祐貴 他

P32-2 内腸骨動脈瘤―直腸瘻に対してステントグラフト内挿術、腹腔鏡下人工肛門造設術及び後腹膜ド
レナージを行った一例

石切生喜病院 心臓血管外科 長尾 宗英 他

P32-3 水腎症を契機として発見された炎症性腸骨動脈瘤に遺残坐骨動脈を合併していた 1 例
東京大学医学部附属病院 血管外科 望月 康晃 他

P32-4 EVAR 後の右総大腿動脈が閉塞している右内腸骨動脈瘤に対する下肢血流を温存した治療の工
夫

筑波記念病院 つくば大動脈血管内治療センター/筑波記念病院 心臓血管外科 西 智史 他

P32-5 孤立性内腸骨動脈瘤破裂に対する救命術後に生じた下肢対麻痺の 1 例
日本海総合病院 心臓血管外科 赤羽根健太郎 他
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17：30～18：00 ポスター33 大動脈-腸骨動脈閉塞性疾患
座長：犬塚 和徳（浜松医科大学 第二外科・血管外科）

P33-1 間歇性跛行を呈する Aortoiliac Occlusive disease 患者に対する血管内治療後の歩行の変化～三
次元動作解析を用いた検討～

東北大学病院 総合外科 小笠原紀信 他

P33-2 高安動脈炎に対する外科治療の遠隔成績
自治医科大学附属さいたま医療センター 心臓血管外科 降旗 宏 他

P33-3 学童期の自家静脈による下肢血行再建後の長期経過―青年期を迎えて―
富山大学附属病院 第一外科 山下 昭雄 他

P33-4 腹部大動脈の高度石灰化狭窄を伴う AS 患者に対する一期的 TA-TAVI とステントグラフト内
挿術の 1 例

昭和大学 心臓血管外科 益田 智章 他

P33-5 総腸骨動脈領域の血管内治療困難症例に対して大腿動脈-大腿動脈バイパスと血管内治療を行っ
た 2 例

下関市立市民病院 心臓血管外科 松尾 彰信 他

17：30～18：00 ポスター34 下肢動脈（大腿膝窩動脈）
座長：伊從 敬二（（財）山梨厚生会山梨厚生病院 外科）

P34-1 感染性大腿動脈瘤に対するホモグラフトの有用性検討
東京大学医学部附属病院 血管外科 露木 翔太 他

P34-2 EVT 時代における総大腿動脈内膜剥離術の意義
下関市立市民病院 心臓血管外科 松山 翔 他

P34-3 縫工筋外側アプローチを併用した深大腿動脈瘤の 1 手術症例
京都府立医科大学附属病院 心臓血管外科 眞鍋嘉一郎 他

P34-4 膝窩動脈捕捉症候群に対する 2 手術例
新須磨病院 外科 辻 義彦 他

P34-5 人工膝関節置換術後に膝窩動脈閉塞を来した 2 例
東京医科歯科大学 血管外科 西澤 真人 他
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17：30～18：00 ポスター35 下肢動脈（下腿）
座長：郡谷 篤史（済生会八幡総合病院 血管外科）

P35-1 不適切な血管内治療に対して外科的血行再建術を施行した 1 例
川崎医科大学総合医療センター 血管外科 立川 貴大 他

P35-2 重症下肢虚血肢患者に対する冠動脈バイパス術と distal bypass 同時手術の検討
松波総合病院 心臓血管外科 中村 康人 他

P35-3 当科における CLTI に対する EVT 後遠位バイパス移行症例の検討
熊本リハビリテーション病院 下肢救済センター 血管外科 山下 裕也 他

P35-4 感染性心内膜炎術後に生じた巨大感染性膝窩動脈瘤に対して Distal bypass を施行し救肢し得た
一例

市立四日市病院 心臓血管外科 植村 友稔 他

P35-5 自家静脈グラフト閉塞後に Stump Syndrome 病態から血栓症による吻合部狭窄を生じた下肢血
行再建症例

青梅市立総合病院 外科/国際医療福祉大学三田病院 血管外科 山本 諭 他

17：30～18：00 ポスター36 末梢動脈（その他）
座長：松下 昌裕（一宮市立市民病院 血管外科）

P36-1 疣贅塞栓後の感染性鎖骨下動脈瘤に対するステントグラフト治療の一例
関西医科大学 心臓血管外科 桑内慎太郎 他

P36-2 COVID-19 肺炎治療中に発症した急性下肢虚血に対し待機的に血栓除去し得た 1 例
日本生命病院 心臓血管外科 新谷 隆 他

P36-3 上肢急性動脈閉塞 14 症例の検討
東京大学医学部 血管外科 松原 和英 他

P36-4 Axillofemoral stump syndrome の 1 例
牧港中央病院 上門あきの 他

P36-5 動注リザーバー感染による感染性総大腿動脈仮性動脈瘤に対して，外腸骨―膝上部膝窩動脈の閉
鎖孔バイパス手術を行った一例

奈良県立医科大学 胸部・心臓血管外科 三谷 和大 他
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17：30～18：00 ポスター37 末梢動脈瘤
座長：澤田健太郎（福岡県済生会二日市病院 心臓血管外科）

P37-1 膝窩動脈瘤 9例の検討
群馬県立心臓血管センター 長谷川 豊 他

P37-2 膝窩動脈瘤に対する当院での治療経験
東京都保健医療公社 大久保病院 外科 豊福 崇浩 他

P37-3 右胸腔内型鎖骨下動脈瘤の外科治療経験
地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 廣岡 秀人 他

P37-4 腋窩動脈分枝動脈瘤に対して covered stent を用いて血管内治療を行なった一例
戸畑共立病院 下河邉久陽 他

P37-5 胸部人工血管感染に起因した上腸間膜動脈感染性仮性動脈瘤の 1例
高知大学医学部 心臓血管外科 岡本 雲平 他

17：30～18：00 ポスター38 ブラッドアクセス（バスキュラーアクセス）
座長：岡崎 悌之（宗像水光会総合病院 心臓血管外科）

P38-1 肘窩深部静脈交通枝を用いたAVFシャント（Gracz 変法）の有用性の検討
静岡赤十字病院 心臓外科 有谷 拓実 他

P38-2 バスキュラーアクセス表在化動脈合併症について当院での検討
新宿外科クリニック 岩嵜 友視 他

P38-3 内シャント設置術における上肢静脈転移表在化の経験
笠岡第一病院 血管外科 松前 大

P38-4 造影剤アレルギーのある鎖骨下静脈閉塞に対して炭酸ガス造影にて行ったVAIVTの経験
イムス富士見総合病院 血管外科 東原 宣之 他

P38-5 当院におけるバイアバーンステントグラフトの使用経験
札幌北楡病院 血管外科 熱田 義顕 他
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17：30～18：00 ポスター39 頚動脈/静脈瘤
座長：廣松 伸一（久留米大学医療センター 足病変皮膚潰瘍治療科）

P39-1 逆行性に腕頭動脈起始部狭窄と左総頚動脈閉塞を治療した 2 例
新久喜総合病院 田中 良昭

P39-2 大胸筋弁充填術同時施行予定の巨大甲状腺癌手術における右鎖骨下動脈破綻に対する血行再建
の方針決定に苦慮した 1 例

日本医科大学付属病院 心臓血管外科 上田 仁美 他

P39-3 Marfan 症候群に合併した内頸動脈瘤に対して人工血管置換術を施行した 1 例
東京大学 血管外科 遠藤 貴士 他

P39-4 骨内静脈灌流異常が原因による前脛骨部静脈瘤を経験した 2 例
さいたま赤十字病院 心臓血管外科 住吉 力 他

P39-5 側副路の右浅腹壁静脈 SEV を温存し大伏在静脈-大腿静脈接合部 SFJ の形成を行った 1 例―SFJ
処理時の分枝評価の重要性―

国際医療福祉大学病院 血管外科 洞口 哲 他

17：30～18：00 ポスター40 静脈瘤/深部静脈血栓症/リンパ管
座長：広川 雅之（お茶の水血管外科クリニック 血管外科）

P40-1 心停止・肺血栓塞栓症の原因となった膝窩静脈瘤に対する膝窩静脈縫縮術の 1 例
日本医科大学 心臓血管外科 前田 基博 他

P40-2 6 ヶ月後の follow echo にて EHIT を認めた RFA の 1 例
市立豊中病院 心臓血管外科 白崎 幸枝 他

P40-3 当院における自動牽引機能を備えた血管内レーザ焼灼装置-VENOLASER-の治療成績
広島大学病院 心臓血管外科 井上 理紗 他

P40-4 下肢 DVT 症例の検討 特に中枢型と末梢型のフレイルに関する比較について
国立長寿医療研究センター 血管外科 藤城 健

P40-5 術後早期に紹介されるリンパ浮腫疑い症例の診断と予後
山口大学医学部 器官病態外科 末廣晃太郎 他
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17：30～18：00 ポスター41 急性及び慢性肺塞栓症/肺動脈（その他）/静脈疾患（その他）
座長：渡部 芳子（川崎医科大学 総合臨床医学）

P41-1 肺動脈弁位感染性心内膜炎を伴う妊娠を契機に発症した肺動脈血栓塞栓症に対して肺動脈血栓
内膜摘除術を施行した 1 例

さいたま赤十字病院 心臓血管外科 森田 英幹 他

P41-2 冠動脈肺動脈瘻に伴う異常血管の破裂に対して外科的治療を施行した一例
福井循環器病院 心臓血管外科 柴田 佳奈 他

P41-3 Paget-Schroetter 症候群の 3 症例の治療経験
久留米大学医学部 外科学講座 音琴 真也 他

P41-4 下大静脈に浸潤した後腹膜腫瘍の摘出，下大静脈再建に対する部分体外循環の有用性
横須賀市立うわまち病院 心臓血管外科 増田 博明 他

P41-5 上肢挙上で鎖骨下静脈が閉塞する胸郭出口症候群に対して、第 1 肋骨切除で狭窄解除できず、
静脈と周囲の癒着剥離で解除できた 1 例

京都医療医療センター 心臓血管外科 片岡 剛 他

17：30～18：00 ポスター42 合併症その他 腹部
座長：中村 英司（久留米大学病院 心臓血管外科）

P42-1 当院の EVAR 後に生じたステントグラフト感染 3 例の経験
安城更生病院 外科 田中 雅人 他

P42-2 腹部大動脈瘤に合併した開腹歴のない絞扼性腸閉塞の 2 例
群馬県立心臓血管センター 心臓血管外科 岡田 修一 他

P42-3 大動脈周囲膿瘍と鑑別に難渋した腹部ステントグラフト内挿術後後腹膜肉腫の一例
獨協医科大学心臓・血管外科 金澤 祐太 他

P42-4 脊椎外科における血管外科医の役割～Access ＆ Rescue Surgeon の果たすべく使命～
名古屋市立大学大学院医学研究科 心臓血管外科 齋藤 雄平 他

P42-5 脊椎術後の腹部大動脈損傷、腹部大動脈-下大静脈瘻の一例
大野記念病院 大堀 俊介 他




