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第 25 回日本血管内治療学会学術総会　開会式

第 1 会場
３F 大講堂

第 2 会場
5F 講堂

第 3 会場
6F 講堂

7F
実習室

9：00-10：30
シンポジウム 1
EVAR・TEVAR 後の遠隔期エンドリー
クへの挑戦
座       長：東浦　渉、杉本幸司
　　　　　 鬼塚誠二
シンポジスト：坂野比呂志、馬場　健
　　　　　 加藤雅明、井上政則
　　　　　 本郷哲央

10：25-11：05
一般演題 2
末梢動脈疾患 / 静脈疾患
座長：石橋宏之、戸谷直樹
演者：木佐木俊輔、赤木大輔
　　　橋本千尋、池原実華子

9：00-10：20
一般演題 1
脳血管内治療
座長：坂井信幸、江面正幸
演者：藤井隆司、伊藤　明、渋谷　肇
　　　川西正彦、齊藤智成、林志保里
　　　齊藤智成、宮地　茂

11：10-12：10
一般演題 3
内臓動脈瘤
座長：西巻　博、中井資貴
演者：細川恭佑、山本浩詞、東浦　渉
　　　寒川悦次、高杉昌平、魚谷健祐

13：40-15：10
一般演題 7
腹部大動脈瘤 2
座長：高瀬信弥、前田英明
演者：伴田一真、松崎賢司、丸山隆史
　　　遠藤雅之、萩原真清、川井陽平
　　　蝶野喜彦、小川普久
　　　堀之内宏樹

10：45-12：15
シンポジウム 2
横断的・急性期再開通療法、いかに再
開通を速く確実に得るか？　－各領域
のデバイスやシステムから学ぶ－
座       長：坂井千秋、宮地　茂
　　　　　 小川崇之
シンポジスト：松丸祐司、今村博敏
　　　　　 塩見紘樹、金子健二郎
　　　　　 市橋成夫

13：40-15：10
シンポジウム 3
PCI up-to-date：病変形態に応じた治療
戦略
座       長：宮本　明、中村正人
　　　　　 山根正久
シンポジスト：村松俊哉、柴田剛徳
　　　　　 五十嵐康己、門田一繁
　　　　　 足利貴志

15：15-16：15
イブニングセミナー１
血管撮影装置の進歩
座長：山根文孝、近藤浩史
演者：林　盛人、伊東伸剛
共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

15：15-16：15
イブニングセミナー 2
New Concept SFA Stent
座長：大木隆生
演者：金子健二郎、墨　誠
共催：センチュリーメディカル株式会社 /
　　　アボット バスキュラー ジャパン株式会社

16：20-17：50
シンポジウム 4
静脈疾患に対する血管内治療
座       長：重松邦広、吉川公彦
　　　　　 大木隆生
シンポジスト：安齋　均、星野祐二
　　　　　 小泉　淳、穴井　洋
　　　　　 原田裕久、宮地　茂

16：20-17：30
一般演題 8
胸部大動脈瘤
座長：樋上哲哉、藤井毅郎
演者：川崎健史、大塚裕之、中井秀和
　　　大竹悟史、永富　暁、手島英一
　　　高瀬信弥

12：30-13：30
ランチョンセミナー 1
How and when to choose optimal 
devices in SFA treatment?
座長：大木隆生、宮本　明
演者：飯田　修、山岡輝年
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

12：30-13：30
ランチョンセミナー 2
Reverse taper neck への対応：
Active seal is the best solution?
座長：墨　誠
演者：市橋成夫
共催：日本ライフライン株式会社

9：00-10：20
一般演題 4
閉塞性動脈疾患　ほか
座長：村上厚文、善甫宣哉
演者：畑　陽介、三浦弘志、松田大介
　　　宮本直和、丸山晃司、中井貴大
　　　佐々木伸也、吉木　優

10：25-11：05
一般演題 5
その他
座長：田島廣之、長谷部光泉
演者：長谷川靖晃、稲垣真裕
　　　中野真理子、湯浅憲章

11：10-12：20
一般演題 6
腹部大動脈瘤 1
座長：古森公浩、山本清人
演者：黒瀬　俊、中山　謙、光島隆二
　　　牧野　裕、和多田晋、桑田憲明
　　　墨　誠

13：40-14：40
一般演題 9
頸動脈
座長：大石英則、中原一郎
演者：津本智幸、竹内昌孝、福光　龍
　　　野沢陽介、長谷部朗子
　　　小澤博嗣

16：20-17：10
一般演題 10
動脈解離
座長：福田幾夫、森田一郎
演者：田中昭光、小泉滋樹、千葉　清
　　　水野明宏、大森槙子

P26
P38 P48

P52

P54

P68

P72

P42

P44

P83

P58

P85

P64

P30

P82

P32

P84

P34

機

　器

　展

　示

9：00-18：00

日程表　1日目　2019年8月20日（火）
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第 1 会場
３F 大講堂

第 2 会場
5F 講堂

第 3 会場
6F 講堂

7F
実習室

9：00-10：45
第25回日本血管内治療学会学術総会/第14回 JES 合同プログラム
反省症例
座 長：尾崎行男、大木隆生
コメンテーター：吉川公彦、古森公浩、坂井信幸
　　     杉本幸司、中村文隆、宮地　茂
演 者：村上厚文、森景則保、藤村直樹
　　     小川普久、入江恵子、大峰高広
　　     折本有貴、葛井総太郎
　　     佐藤友保、松井欣哉、野崎洋一
　　     大場泰洋

11：00-11：15
優秀演題 表彰式 / 第 25 回日本血管内治療学会学術総会 閉会式

10：45-11：00 会長講演
次の四半世紀を見据えた学会運営：

法人化と事務局機能強化
座 長：坂井信幸　演 者：大木隆生

11：30-11：50
日本血管内治療学会　総会

8：00-9：00
モーニングセミナー
Paclitaxel コントロバーシー時代における
FP病変に対する戦略と心得
座長：大木隆生
演者：飯田　修
共催：株式会社カネカメディックス

13：00-17：00
第23回大動脈ステントグラフト
研究会
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19：00-20：30
第25回日本血管内治療学会学術総会/第14回JES/
第23回大動脈ステントグラフト研究会 合同懇親会

8：00-20：30

日程表　2日目　2019年8月21日（水）

11




