
第 27回日本血管内治療学会学術総会　開会式

第 1 会場
5 階　エルセラーンホール

第 2 会場
3 階　シェラディ・ルメード

9：00-10：00　シンポジウム1
「ステントグラフトの適応拡大」
座長：石橋宏之、吉川公彦
演者：原　正幸、松田　均、森景則保、本郷哲央

10：50-11：50　シンポジウム2
「Structural/Congenital Heart Disease への血管内
治療最前線」
座長：新家俊郎、原　英彦
演者：出雲昌樹、福田旭伸、中島祥文

12：00-13：00　ランチョンセミナー 1
「広がり続ける大動脈弁のカテーテル治療オプション」
座長：田邉健吾
演者：森野禎浩
パネリスト：市堀泰裕、松浦　馨
共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

14：20-15：20　シンポジウム3
「パクリタキセル問題後の PAD 診療」
座長：村上厚文、市橋成夫
演者：飯田　修、横井宏佳、児玉章朗、藤村直樹、
　　　市橋成夫

16：10-17：40　シンポジウム5
「PCI の最新技術～冠動脈治療はここまで来ている～」
座長：尾崎行男、森野禎浩
演者：肥田頼彦、水谷一輝、片桐勇貴、中村文隆、
　　　及川裕二

10：10-10：40　ティータイムセミナー 1
「AORFIX™を用いた経皮 EVAR」
座長：保科克行
演者：市橋成夫
共催：株式会社メディコスヒラタ

13：10-13：40　ティータイムセミナー 3
「シャント用 IN.PACT AV DCB の有効性と使い方」
座長：森本　章
演者：末光浩太郎
共催：日本メドトロニック株式会社

13：40-14：10　ティータイムセミナー 4
「SFA IVR 治療の最前線」
座長：山口雅人
演者：金森大悟、岩越真一
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

15：30-16：00　ティータイムセミナー 5
「経皮 EVAR・TEVAR、始めました」
座長：吉鷹秀範
演者：山口雅人
共催：アボットメディカルジャパン合同会社

9：00-10：00　一般演題 1
「静脈瘤・血管奇形・その他」
座長：小野澤志郎、大須賀慶悟
演者：北川敦士、田淵　篤、發知佑太、渡辺賢一、
　　　大杉一平、縄野友明

10：50-11：50　一般演題 2
「大動脈・腸骨動脈瘤」
座長：戸谷直樹、宮本直和
演者：西山正行、村上厚文、西江亮祐、堀之内宏樹、
　　　山根尚貴、米澤宏記

12：00-13：00　ランチョンセミナー 2
「Evolution of EVAR in the past 10 years」
座長：坂野比呂志
演者：小林　豊、市橋成夫
共催：日本メドトロニック株式会社

14：20-15：20　シンポジウム4
Beyond the Border「緊急症例―手術台までのとりく
みー」
座長：近藤浩史、杉本幸司
演者：石曾根武徳、石井大嗣、東　信良、近藤浩史

16：10-17：40　一般演題 3
「脳血管内治療」
座長：甲田将章、清末一路
演者：芝野綾香、成合康彦、渋谷　肇、和田　敬、
　　　明珍　薫、細尾久幸、豊田康則、桑原聖典、
　　　大瀧隼也

17：50-18：20　一般演題 4
「血管損傷」
座長：岡田卓也、川俣博志
演者：縄田晋太郎、辻　敬一、山根尚貴

10：10-10：40　ティータイムセミナー 2
「TEVAR・EVAR のコイル塞栓術について」
座長：杉本幸司
演者：宮本直和
共催：テルモ株式会社

13：10-14：10　ランチョンセミナー 3
「IVR に活かす最新 MRI/CT Imaging!」
座長：村上卓道
演者：祖父江慶太郎、河野　淳
共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

15：30-16：00　ティータイムセミナー 6
「実臨床から読み解く Low Dose DCB の有効性」
座長：關　秀一
演者：市橋成夫
共催：株式会社メディコン
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第 1 会場
5 階　エルセラーンホール

第 2 会場
3 階　シェラディ・ルメード

9：00-10：00　シンポジウム6
Beyond the Border「動脈瘤の血管内治療最前線」
（脳動脈瘤、内臓動脈瘤を含む）
座長：大石英則、山口雅人
演者：宮地　茂、陶山謙一郎、今村博敏、井上政則、
　　　山口雅人

10：50-11：50　シンポジウム7
Beyond the Border 「再開通治療の最前線」
（脳、心臓、末梢血管を含む）
座長：今村博敏、長谷部光泉
演者：日比　潔、川﨑竜太、野村達史、藤田　聡、
　　　福井伸行

12：00-13：00　ランチョンセミナー 5
「IVR における被ばくと防御」
座長：長谷部光泉
演者：池田　理
共催：バイエル薬品株式会社

14：20-15：20　一般演題 6
「頚動脈」
座長：増尾　修、高山勝年
演者：成合康彦、中嶋伸太郎、岸田勇人、遠藤英樹、
　　　大前智也、八木橋彰憲

10：10-10：40　ティータイムセミナー 7
「最新の血管撮影装置を使用した脳血管内治療」
座長：坂井信幸
演者：大西宏之
共催：シーメンスヘルスケア株式会社

13：10-13：40　ティータイムセミナー 9
「放射線科の視点で伝える AngioCT の新世界」
座長：横井宏佳
演者：市橋成夫
共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

13：40-14：10　ティータイムセミナー 10
「IMPEDE 塞栓プラグの使用経験」
座長：墨　誠
演者：新垣正美
共催：コスモテック株式会社

15：30-17：00　シンポジウム8
「大動脈ステントグラフト治療成績向上のための挑戦
―shaggy aorta の克服を含めて ―」
座長：金岡祐司、西巻　博
演者：宿澤孝太、折本有貴、坂野比呂志、石橋宏之、
　　　桒田憲明、元津倫幸、小川普久

9：00-10：00　一般演題 5
「動脈疾患」
座長：東浦　渉、田中良一
演者：宮内亮輔、坂本憲昭、魚谷健祐、山本貴浩、
　　　三浦弘志、谷龍一郎

12：00-13：00　ランチョンセミナー 6
「僕が IBE を入れ続ける理由～内腸骨動脈をどこまでリ
スペクトすべきか～／ここまでできる IBE 治療！～当科
での経験と実績から～」
座長：阪口昇二
演者：津田泰利、墨　誠
共催：日本ゴア合同会社

10：50-11：50　ランチョンセミナー 4
「Reconfirmation for Anatomical Fixation with 
Active Seal」
座長：朝倉利久
演者：戸谷直樹、永野貴昭
共催：日本ライフライン株式会社

15：50-16：50　シンポジウム9
Beyond the Border「NBCA up-to-date」
座長：三村秀文、坂井信幸
演者：松丸祐司、清末一路、中井資貴、船曵知弘、
　　　坂井信幸

10：10-10：40　ティータイムセミナー 8
「Global Intervention のススメ」
座長：山本浩詞
演者：高山勝年
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

14：20-14：50　ティータイムセミナー 11
「進化のその先へ！Vascular Interventionにおける装置の進化」
座長：松田　均
演者：荻野秀光
共催：株式会社フィリップス・ジャパン

13：10-14：10　ランチョンセミナー 7
「Durable Repair を考えたステントグラフト治療
～ Zenith Alpha System の役割 ～」
座長：和田秀一
演者：久良木亮一、永野貴昭
共催：クックメディカルジャパン合同会社

15：00-15：40　一般演題 7
「大動脈解離」
座長：大村篤史、阪口昇二
演者：元津倫幸、原田明典、我那覇文清、小出　裕

優秀演題表彰

閉会式

17：00-17：10

17：10

2021 年 6月8日現在

日程表　2日目　2021年7月10日（土）日程表　1日目　2021年7月9日（金）
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