プログラム
2018 年 6 月 1 日（金） 第 1 会場（パレ
15:00～17:00

		

ロワイヤル A）

IVR 学会＆ MSG 研究会合同シンポジウム
Joint Session JSEMSG:
Current status and future of aortic endovascular Intervention

Chairs：Kimihiko Kichikawa（Department of Radiology and IVR Center, Nara Medical University）

Hiroshi Nishimaki（Department of Cardiovascular Surgery, St. Marianna University School of Medicine）

		

1. The future of endovascular management of aortic dissection - moving toward
a cure
Michael D Dake（Stanford University School of Medicine）

2. AORTIC DISSECTION: CHALLENGES, MANAGEMENT AND OUTCOMES
Robert A. Morgan（St George's University of London）

3. Total Percutaneous Endovascular Repair of Abdominal Aortic Aneurysms（pEVAR）
Klaus Hausegger （Klinikum Klagenfurt am Wörthersee, Institut für Diagnostische und

Interventionelle Radiologie, Vorstand）

4. New Management Options for Hostile Neck and Juxta/Pararenal Aneurysms
Andrew Holden（Interventional Radiology, Auckland Hospital, New Zealand）

5. Complex aortic endografting（fen/branch, flow modulators）
Uei Pua（Tan Tock Seng Hospital）
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Sponsored by Cook Japan Inc.

2018 年 6 月 2 日（土） 第 3 会場
8:55～9:00

開会挨拶

シャトレ

		

当番世話人：西巻

9：00～10：00

Case Based Discussion（共催セミナー・バイエル薬品株式会社）

		
		

		
		

		
		

		

司会：小川

岩越

博（聖マリアンナ医科大学 心臓血管外科）

普久（聖マリアンナ医科大学 放射線医学）

真一（奈良県立医科大学 放射線科・IVR センター）

Case 1：My worst case and how I solved it：門脈系トラブル
プ レ ゼ ン タ ー：小野澤志郎（帝京大学医学部附属溝口病院

ディスカッサー：阿保

Case 2：エンドリークに対する治療戦略
プ レ ゼ ン タ ー：川崎

ディスカッサー：生駒

竜太（姫路循環器病センター 放射線科）

顕（和歌山県立医科大学附属病院 放射線科）

Case 3：A 型解離＋malperfusion に対する治療戦略
プ レ ゼ ン タ ー：長谷聡一郎（社会医療法人石心会

		

ディスカッサー：末吉

10:10～11:10

Featured abstract session

		
		

放射線科）

大介（北海道大学医学部附属病院 放射線部）

座長：加藤

本郷

川崎幸病院／川崎大動脈センター

血管内治療科）

英純（長崎大学 放射線科）

憲幸（三重大学医学部 放射線科）
哲央（大分大学 放射線科）

1. タイプⅢb エンドリークに対する re-EVAR における Double D technique の臨床的有用性
について ～Overhaul Concept の一環として～

Clinical utility of re-EVAR with Double D technique for type Ⅲb endoleaks after EVAR
-as a part of Overhaul concept小川

普久（聖マリアンナ医科大学 放射線医学），他

Yukihisa Ogawa（Department of Radiology, St. Marianna University School of Medicine），et al.

2. 分岐型ステントグラフトを使用できない症例における parallel technique を用いた EVAR
EVAR with parallel technique in patients unfit for bifurcated stent grafts
中島

謙（伊勢赤十字病院 放射線診断科），他

Ken Nakajima（Department of Radiology, Ise Red Cross Hospital），et al.

3. EVAR 後に虚血性大腸炎を発症した 4 症例の検討

Report of four cases of ischemic colitis after endovascular abdominal aortic aneurysm
repair
大内

貴史（三重大学病院 放射線診断科），他

Takafumi Ouchi（Development of Radiology, Mie University Hospital），et al.

4. Poor man’
s IBE の初期経験

Initial experience of Poor man’
s IBE

伊良波朝敬（聖マリアンナ医科大学 放射線医学），他

Tomotaka Iraha（Department of Radiology, St. Marianna University School of Medicine），et al.
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5. 孤立性内腸骨動脈瘤に対しステントグラフト内挿術を施行した 2 例

Endovascular aortic repair for isolated internal iliac artery aneurysm: report of two
cases
大地

克樹（大分大学医学部附属病院 放射線医学講座），他

Katsuki Oji（Department of Radiology, Faculty of Medicine, Oita University），et al.

6. 膵頭十二指腸切除後の総肝動脈出血に対する VIABAHN 留置考慮 3 症例 4 手技の検討

VIABAHN stentgraft placement for the bleeding of common hepatic artery after
pancreaticoduodenectomy; Summary of 4 sessions of 3 cases
杉原

英治（関西労災病院 放射線科／大阪急性期・総合医療センター 画像診断科 IVR センター），他

Eiji Sugihara（Department of Radiology, Kansai Rosai Hospital/

Department of Diagnostic Imaging, IVR Center, Osaka General Medical Center）
，et al.



11:20～11:50

特別講演
“Clinical application of stent-graft in various vascular diseases”

		

座長：吉川

		

演者：I-Ming Chen（Taipei Veterans General Hospital, Division of Cardiovascular Surgery）
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公彦（奈良県立医科大学 放射線医学教室・IVR センター）

2018 年 6 月 2 日（土） 第 5 会場
15：30～16：50
		

ヴァンドーム

IVR 学会＆ MSG 研究会合同技術教育セミナー 6
「TEVAR 時代の大動脈解離における IVR 医の役割」
コーディネーター：西村

1. 概論
西村

潤一（日本赤十字医療センター）

IVR 医が知っておきたい大動脈解離の治療根拠

潤一（日本赤十字医療センター）

2. 合併症を伴った急性大動脈解離の治療戦略
西巻

博（聖マリアンナ医科大学）

3. IVR 医の知らない大動脈解離の世界
安原

清光（伊勢崎市民病院）
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E-poster（一般演題）
グランドニッコー東京 台場
にて閲覧が可能です。

地下 1 階

パレロワイヤル C，D 内のデジタルポスター閲覧コーナー

1. 外傷性肝外肝動脈損傷に対し Viabahn で動脈温存・止血が得られた 1 例

A case of successful arterial sparing and hemostasis with Viabahn for traumatic
extrahepatic hepatic arterial injury
宮崎

延裕（社会医療法人近森会 近森病院 放射線科）

2. GORE VIABAHN の初期 2 例の使用経験

Use of GORE VIABAHN in first 2 clinical cases

原口

貴史（聖マリアンナ医科大学病院 放射線医学講座），他

3. 腹部大動脈瘤破裂 EVAR 時の右腎動脈閉塞に対して perigraft access chimney stent にて
bail out した 1 例
A case of renal artery occlusion during EVAR for ruptured abdominal aortic aneurysm
successfully bailed out by perigraft access chimney stent
魚谷

健祐（兵庫県立淡路医療センター 放射線科），他

4. EVAR 後，typeⅡエンドリークへの直接穿刺による塞栓時に minor rupture を来した 1 例

A case of minor rupture of AAA in endoleak embolization after EVAR using direct
puncture approach
吉見

聡美（長崎大学 放射線科），他

5. 食道癌術後気管壊死による気管支肺動脈瘻の 1 例

Endovascular treatment of bronchial-pulmonary artery fistula with massive hemoptysis
ウッドハムス玲子（北里大学医学部 放射線科学画像診断学），他

6. EVAR 後に虚血性大腸炎を発症した 4 症例の検討

Report of four cases of ischemic colitis after endovascular abdominal aortic aneurysm
repair
大内

貴史（三重大学病院 放射線診断科），他

7. 急性 A 型大動脈解離 hemi-arch replacement 後，右上肢 malperfusion に対してステント
治療を施行した 1 例
Endovascular stent placement for acute upper limb ischemia following central repair
of a type A acute aortic dissection
長谷聡一郎（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），他

8. 分岐型ステントグラフトを使用できない症例における parallel technique を用いた EVAR
EVAR with parallel technique in patients unfit for bifurcated stent grafts

中島

謙（伊勢赤十字病院 放射線診断科），他

9. Poor man’
s IBE の初期経験

Initial experience of Poor man’
s IBE

伊良波朝敬（聖マリアンナ医科大学 放射線医学），他

10. 繰り返す腎動脈狭窄に対して VIABAHN を留置した症例
Use of VIABAHN for repeated renal artery stenosis

小徳

12

暁生（国立循環器病研究センター 放射線部／聖マリアンナ医科大学 放射線科），他

11. 孤立性内腸骨動脈瘤に対しステントグラフト内挿術を施行した 2 例

Endovascular aortic repair for isolated internal iliac artery aneurysm: report of two
cases
大地

克樹（大分大学医学部附属病院 放射線医学講座），他

12. バイアバーンを用いて治療を行った吻合部仮性動脈瘤の 1 例

A case of an anastomotic pseudoaneurysm treated by using VIABAHN
堀井

陽祐（新潟大学 放射線診断科），他

13. 膵頭十二指腸切除後の総肝動脈出血に対する VIABAHN 留置考慮 3 症例 4 手技の検討

VIABAHN stentgraft placement for the bleeding of common hepatic artery after
pancreaticoduodenectomy; Summary of 4 sessions of 3 cases
杉原

英治（関西労災病院 放射線科／大阪急性期・総合医療センター 画像診断科 IVR センター），他

14. 胸腹部大動脈瘤切迫破裂に対する TEVAR 後に上腸間膜動脈救出することになった 1 例

A case of impending rupture of thoracoabdominal aortic aneurysm needed stenting
to rescue SMA after TEVAR
西村

潤一（済生会横浜市南部病院 心臓血管・呼吸器科），他

15. タイプⅢb エンドリークに対する re-EVAR における Double D technique の臨床的有用性
について ～Overhaul Concept の一環として～
Clinical utility of re-EVAR with Double D technique for type Ⅲb endoleaks after EVAR
-as a part of Overhaul concept小川

普久（聖マリアンナ医科大学 放射線医学），他

16. Viabahn で治療し得た遺残坐骨動脈瘤の 1 例

Persistent sciatic artery aneurysm treated with a use of VIABAHN endoprosthesis
田口

秀彦（奈良県立医科大学 放射線科・IVR センター），他
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