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4. 緊急TEVAR後左鎖骨下動脈からのtype2 Endoleakに対するコイル塞栓後, 脳梗塞を起こした1例
 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1、横浜市立大学　外科治療学　心臓血管外科2

 長　知樹1、井元清隆1、内田敬二1、安恒　亨1、南　智行1、梅田悦嗣1、天野新也1、稲福賢司1、神尾一樹1、
 益田崇孝2

5. 大動脈瘤破裂に対するTEVAR後のendoleakに対し、経皮的アプローチによるNBCA-LPDを用いた
 塞栓術にて瘤の孤立化に成功した１例
 大分大学医学部　放射線医学1、心臓血管外科学2

 本郷哲央1、亀井律孝1、首藤利英子1、井手里美1、松本俊郎1、森　宣1、宮本伸二2、和田朋之2

6. 右腋窩動脈̶左頸動脈バイパス吻合部仮性瘤を来したTEVAR
 新潟大学大学院呼吸循環外科1、沼田脳神経外科循環器病院2

 榛沢和彦1、岡本竹司1、名村　理1、竹久保　賢1、土田正則1、森下　篤2

7. Ａ型大動脈解離に対する弓部置換およびTEVAR術後2日目にParaplegiaをきたした1例
 天理よろづ相談所病院　心臓血管外科1、放射線科2

 仁科　健1、中塚大介1、谷口尚範2、魚谷健祐2、廣瀬圭一1、五十嵐　仁1、堀　裕貴1、山中一郎1

　　　　　座　　　　　長　　聖マリアンナ医科大学　心臓血管外科　西巻　 博 先生
　　　　　コメンテーター　　森之宮病院　心臓血管センター　　　　加藤 雅明 先生

1. hybrid TEVAR術後に大動脈解離を生じた2症例
 川崎医科大学　心臓血管外科
 柚木靖弘、正木久男、田淵　篤、久保裕司、三村太亮、西川幸作、滝内宏樹、山澤隆彦、久保陽司、渡部芳子、
 種本和雄

2. 急性A型大動脈解離に対する上行大動脈置換術後の残存弓部大動脈解離への新しい血管内
 ハイブリット治療　～TEVAR（TX2）＆Catheter embolization（NBCA-Lipiodol, metalic coils）～ 
 いわき市立総合磐城共立病院　心臓血管外科
 小切開心臓手術―大動脈ステントグラフトセンター1、獨協医科大学越谷病院　放射線科2、
 葉山ハートセンター　心臓血管外科3、福島県立医科大学　心臓血管外科4

 近藤俊一1、片田芳明2、近藤太一3、山部剛史1、廣田　潤1、横山　斉4

3. A型解離に対する上行大動脈置換術後の弓部吻合部瘤に対するステントグラフト治療の経験
 静岡赤十字血管外科1、心臓血管外科2

 三岡　博1、新谷恒弘1、齋藤孝晶1、乗松東吾1、東　茂樹2

4. 屈曲蛇行したElephant trunkを伴う弓部置換術後吻合部嚢状瘤に対し、TEVARを施行した1例
 新東京病院　心臓血管外科1、脳神経疾患研究所　附属　総合南東北病院　心臓血管外科2

 植野恭平1、山口裕己1、中尾達也1、大島　祐1、徳永宣之1、浅見冬樹1、中村裕昌1、糸原孝明1、砂田将俊1、
 緑川博文2

5. Bentall術後末梢側吻合部瘤に対し左鎖骨下動脈末梢側へのChimney techniqueを併用し
 2 debranch TEVARを行った1例
 千葉県循環器病センター　心臓血管外科
 浅野宗一、林田直樹、平野雅生、村山博和、松尾浩三、鬼頭浩之、大場正直、弘瀬伸行、椛沢政司

6. 弓部大動脈瘤に対し、人工心肺（CPB）補助下にTotal debranching TEVARを行った一例
 脳神経疾患研究所　附属　総合南東北病院　心臓循環器センター　心臓血管外科　成人部門
 高野隆志、菅野　惠、緑川博文、渡邉晃佑

7. TALENT挿入後のエンドリークに対してGore TAGを順行性に挿入して弓部大動脈をfull coverした症例
 東北大学　心臓血管外科
 齋藤武志、熊谷紀一郎、本吉直孝、秋山正年、川本俊輔、齋木佳克

セッションⅢ 16：25～17：35

●閉会の辞

奈良県立医科大学　放射線科　吉川 公彦 先生

17：40

休憩（10 分）

プログラム

●開会の辞 13：30～13：35

愛知医科大学　放射線科　石口 恒男 先生

　　　　　座　　　　　長　　愛知医科大学　血管外科　　石橋 宏之 先生
　　　　　コメンテーター　　松原徳洲会病院　放射線科　阪口 昇二 先生

1. 開腹既往のある両側外腸骨動脈閉塞を合併した腹部大動脈瘤の一例
 神戸大学附属病院　心臓血管外科1、血管内治療センター2、西宮渡辺心臓・血管センター　心臓血管外科3

 野村佳克1、竹歳秀人1、木下史子1、後竹康子1、中井秀和1、小原大見1、山中勝弘1、白坂知識1、宮原俊介1、
 大村篤史1、坂本敏仁1、井上　武1、南　一司1、岡田健次1、大北　裕1、山口雅人2、杉本幸司2、吉田和則3

2. 腸骨動脈膀胱瘻に対しステントグラフト内挿術を施行した1例
 和歌山県立医科大学　放射線科1、心臓血管外科2

 中井資貴1、佐藤大樹1、阪口比奈子1、生駒　顕1、三田裕記1、中田耕平1、南口博紀1、河合信行1、園村哲郎1、
 佐藤守男1 、西村好晴2、岡村吉隆2

3. 逆テーパー、ショートネックの腹部大動脈瘤EVAR後に発生した腎動脈狭窄に対するステント留置困難に
 対し、スネアーカテーテルを用いた牽引補助法が奏功した一例
 旭川医科大学　心臓血管外科
 古屋敦宏、東　信良、内田　恒、小久保拓、内田大貴、菊地信介

4. Angulated, short & reverse taper neck AAA症例に対するEVAR: 3個のcuffとXL Palmazを使用した
 症例の中期予後
 山口県立総合医療センター　外科
 上田晃志郎、善甫宣哉、金田好和、峯　由華、深水　岳、宮崎健介、日高匡章、杉山　望、須藤隆一郎、
 野島真治

5. 中枢ネックが高度屈曲した腹部大動脈瘤にEndurant留置後、胸部大動脈解離を生じた1例
 愛知医科大学　血管外科1、放射線科2

 只腰雅夫1、折本有貴1、肥田典之1、岩田博英1、杉本郁夫1、石橋宏之1、太田　敬1、萩原真清2、石口恒男2

6. ZenithによるEVAR後に瘤径の拡大を認め破裂にいたった高度肥満患者
 東京慈恵会医科大学　外科学講座　血管外科
 内田由寛、金岡祐司、大木隆生

7. タイプⅢエンドリークに対しエクスクルーダーを留置し治療しえた1例
 名古屋大学大学院血管外科
 井原　努、籾田　葵、徳永晴策、小山明男、宮地紘樹、玉井宏明、高橋範子、渡辺芳雄、児玉章朗、成田裕司、
 坂野比呂志、山本清人、古森公浩

8. EVAR後のtype Ia endoleakに対してchimney techniqueを用いて治療した1例
 奈良県立医科大学 放射線科1、松原徳洲会病院 大動脈ステントグラフト・血管内治療科2、
　奈良県立医科大学 胸部心臓血管外科3

　岩越真一1、市橋成夫1、伊藤博文1、高橋正秀1、阪口昇二2、多林伸起3、廣瀬友亮3、谷口繁樹3、吉川公彦1

セッションⅠ 13：35～14：55

　　　　　座　　　　　長　　三重大学　放射線科　　　　　加藤 憲幸 先生
　　　　　コメンテーター　　慶応義塾大学　心臓血管外科　川口　 聡 先生

1. 左鎖骨下動脈瘤の2例
 久留米大学　外科
 澤田健太郎、鬼塚誠二、中村英司、細川幸夫、大野智和、田中厚寿、廣松伸一、明石英俊、田中啓之

2. Ⅱ型胸腹部大動脈置換術後の残存解離性大動脈瘤に対するEVAR 
 ―Small entry顕在化のため治療に難渋した１例―
 社会医療法人財団石心会川崎幸病院　放射線科1、大動脈センター2、ハートセンター3、
 聖マリアンナ医科大学病院　心臓血管外科4

 守屋信和1、西巻　博4、山本　晋2、小野　眞2、高橋英雄3、土肥善朗3、大島　晋2

3. 慢性解離瘤破裂に対して緊急TEVARを行った1例
 高知医療センター　放射線科1、心臓血管外科2

 野田能宏1、大上賢祐2、田中哲文2、三宅陽一郎2、籏　厚2、岡部　学2

セッションⅡ 15：05～16：15
休憩（10 分）



共催：大動脈ステントグラフト研究会
　　　第一三共株式会社

4. 緊急TEVAR後左鎖骨下動脈からのtype2 Endoleakに対するコイル塞栓後, 脳梗塞を起こした1例
 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1、横浜市立大学　外科治療学　心臓血管外科2

 長　知樹1、井元清隆1、内田敬二1、安恒　亨1、南　智行1、梅田悦嗣1、天野新也1、稲福賢司1、神尾一樹1、
 益田崇孝2

5. 大動脈瘤破裂に対するTEVAR後のendoleakに対し、経皮的アプローチによるNBCA-LPDを用いた
 塞栓術にて瘤の孤立化に成功した１例
 大分大学医学部　放射線医学1、心臓血管外科学2

 本郷哲央1、亀井律孝1、首藤利英子1、井手里美1、松本俊郎1、森　宣1、宮本伸二2、和田朋之2

6. 右腋窩動脈̶左頸動脈バイパス吻合部仮性瘤を来したTEVAR
 新潟大学大学院呼吸循環外科1、沼田脳神経外科循環器病院2

 榛沢和彦1、岡本竹司1、名村　理1、竹久保　賢1、土田正則1、森下　篤2

7. Ａ型大動脈解離に対する弓部置換およびTEVAR術後2日目にParaplegiaをきたした1例
 天理よろづ相談所病院　心臓血管外科1、放射線科2

 仁科　健1、中塚大介1、谷口尚範2、魚谷健祐2、廣瀬圭一1、五十嵐　仁1、堀　裕貴1、山中一郎1

　　　　　座　　　　　長　　聖マリアンナ医科大学　心臓血管外科　西巻　 博 先生
　　　　　コメンテーター　　森之宮病院　心臓血管センター　　　　加藤 雅明 先生

1. hybrid TEVAR術後に大動脈解離を生じた2症例
 川崎医科大学　心臓血管外科
 柚木靖弘、正木久男、田淵　篤、久保裕司、三村太亮、西川幸作、滝内宏樹、山澤隆彦、久保陽司、渡部芳子、
 種本和雄

2. 急性A型大動脈解離に対する上行大動脈置換術後の残存弓部大動脈解離への新しい血管内
 ハイブリット治療　～TEVAR（TX2）＆Catheter embolization（NBCA-Lipiodol, metalic coils）～ 
 いわき市立総合磐城共立病院　心臓血管外科
 小切開心臓手術―大動脈ステントグラフトセンター1、獨協医科大学越谷病院　放射線科2、
 葉山ハートセンター　心臓血管外科3、福島県立医科大学　心臓血管外科4

 近藤俊一1、片田芳明2、近藤太一3、山部剛史1、廣田　潤1、横山　斉4

3. A型解離に対する上行大動脈置換術後の弓部吻合部瘤に対するステントグラフト治療の経験
 静岡赤十字血管外科1、心臓血管外科2

 三岡　博1、新谷恒弘1、齋藤孝晶1、乗松東吾1、東　茂樹2

4. 屈曲蛇行したElephant trunkを伴う弓部置換術後吻合部嚢状瘤に対し、TEVARを施行した1例
 新東京病院　心臓血管外科1、脳神経疾患研究所　附属　総合南東北病院　心臓血管外科2

 植野恭平1、山口裕己1、中尾達也1、大島　祐1、徳永宣之1、浅見冬樹1、中村裕昌1、糸原孝明1、砂田将俊1、
 緑川博文2

5. Bentall術後末梢側吻合部瘤に対し左鎖骨下動脈末梢側へのChimney techniqueを併用し
 2 debranch TEVARを行った1例
 千葉県循環器病センター　心臓血管外科
 浅野宗一、林田直樹、平野雅生、村山博和、松尾浩三、鬼頭浩之、大場正直、弘瀬伸行、椛沢政司

6. 弓部大動脈瘤に対し、人工心肺（CPB）補助下にTotal debranching TEVARを行った一例
 脳神経疾患研究所　附属　総合南東北病院　心臓循環器センター　心臓血管外科　成人部門
 高野隆志、菅野　惠、緑川博文、渡邉晃佑

7. TALENT挿入後のエンドリークに対してGore TAGを順行性に挿入して弓部大動脈をfull coverした症例
 東北大学　心臓血管外科
 齋藤武志、熊谷紀一郎、本吉直孝、秋山正年、川本俊輔、齋木佳克

セッションⅢ 16：25～17：35

●閉会の辞

奈良県立医科大学　放射線科　吉川 公彦 先生

17：40

休憩（10 分）

プログラム

●開会の辞 13：30～13：35

愛知医科大学　放射線科　石口 恒男 先生

　　　　　座　　　　　長　　愛知医科大学　血管外科　　石橋 宏之 先生
　　　　　コメンテーター　　松原徳洲会病院　放射線科　阪口 昇二 先生

1. 開腹既往のある両側外腸骨動脈閉塞を合併した腹部大動脈瘤の一例
 神戸大学附属病院　心臓血管外科1、血管内治療センター2、西宮渡辺心臓・血管センター　心臓血管外科3

 野村佳克1、竹歳秀人1、木下史子1、後竹康子1、中井秀和1、小原大見1、山中勝弘1、白坂知識1、宮原俊介1、
 大村篤史1、坂本敏仁1、井上　武1、南　一司1、岡田健次1、大北　裕1、山口雅人2、杉本幸司2、吉田和則3

2. 腸骨動脈膀胱瘻に対しステントグラフト内挿術を施行した1例
 和歌山県立医科大学　放射線科1、心臓血管外科2

 中井資貴1、佐藤大樹1、阪口比奈子1、生駒　顕1、三田裕記1、中田耕平1、南口博紀1、河合信行1、園村哲郎1、
 佐藤守男1 、西村好晴2、岡村吉隆2

3. 逆テーパー、ショートネックの腹部大動脈瘤EVAR後に発生した腎動脈狭窄に対するステント留置困難に
 対し、スネアーカテーテルを用いた牽引補助法が奏功した一例
 旭川医科大学　心臓血管外科
 古屋敦宏、東　信良、内田　恒、小久保拓、内田大貴、菊地信介

4. Angulated, short & reverse taper neck AAA症例に対するEVAR: 3個のcuffとXL Palmazを使用した
 症例の中期予後
 山口県立総合医療センター　外科
 上田晃志郎、善甫宣哉、金田好和、峯　由華、深水　岳、宮崎健介、日高匡章、杉山　望、須藤隆一郎、
 野島真治

5. 中枢ネックが高度屈曲した腹部大動脈瘤にEndurant留置後、胸部大動脈解離を生じた1例
 愛知医科大学　血管外科1、放射線科2

 只腰雅夫1、折本有貴1、肥田典之1、岩田博英1、杉本郁夫1、石橋宏之1、太田　敬1、萩原真清2、石口恒男2

6. ZenithによるEVAR後に瘤径の拡大を認め破裂にいたった高度肥満患者
 東京慈恵会医科大学　外科学講座　血管外科
 内田由寛、金岡祐司、大木隆生

7. タイプⅢエンドリークに対しエクスクルーダーを留置し治療しえた1例
 名古屋大学大学院血管外科
 井原　努、籾田　葵、徳永晴策、小山明男、宮地紘樹、玉井宏明、高橋範子、渡辺芳雄、児玉章朗、成田裕司、
 坂野比呂志、山本清人、古森公浩

8. EVAR後のtype Ia endoleakに対してchimney techniqueを用いて治療した1例
 奈良県立医科大学 放射線科1、松原徳洲会病院 大動脈ステントグラフト・血管内治療科2、
　奈良県立医科大学 胸部心臓血管外科3

　岩越真一1、市橋成夫1、伊藤博文1、高橋正秀1、阪口昇二2、多林伸起3、廣瀬友亮3、谷口繁樹3、吉川公彦1

セッションⅠ 13：35～14：55

　　　　　座　　　　　長　　三重大学　放射線科　　　　　加藤 憲幸 先生
　　　　　コメンテーター　　慶応義塾大学　心臓血管外科　川口　 聡 先生

1. 左鎖骨下動脈瘤の2例
 久留米大学　外科
 澤田健太郎、鬼塚誠二、中村英司、細川幸夫、大野智和、田中厚寿、廣松伸一、明石英俊、田中啓之

2. Ⅱ型胸腹部大動脈置換術後の残存解離性大動脈瘤に対するEVAR 
 ―Small entry顕在化のため治療に難渋した１例―
 社会医療法人財団石心会川崎幸病院　放射線科1、大動脈センター2、ハートセンター3、
 聖マリアンナ医科大学病院　心臓血管外科4

 守屋信和1、西巻　博4、山本　晋2、小野　眞2、高橋英雄3、土肥善朗3、大島　晋2

3. 慢性解離瘤破裂に対して緊急TEVARを行った1例
 高知医療センター　放射線科1、心臓血管外科2

 野田能宏1、大上賢祐2、田中哲文2、三宅陽一郎2、籏　厚2、岡部　学2

セッションⅡ 15：05～16：15
休憩（10 分）


