
第 3回 Japan Endovascular Symposium 

会期 2008 年 8 月 25 日(月)・26 日(火) 

会場 東京慈恵会医科大学 3 階 講堂（大学１号館） 

〒105-8461  東京都港区西新橋 3-25-8 

PROGRAM 

（2008 年 8 月 4 日現在） 

 

 

■第 1 日 8 月 25 日（月） 

9:00-12:00 ライブデモンストレーション 1 

症例 1-4 腎動脈、下肢動脈のステント術 

座長 打田日出夫（奈良県立医科大学 名誉教授） 

座長 横井 宏佳（小倉記念病院  循環器科） 

「Renal Intervention の適応と手技」  (10 分) 

演者 横井 良明（岸和田徳洲会病院  循環器内科） 

コメンテーター  

岩井 武尚（つくば血管センター） 

加藤 雅明（森之宮病院  心臓血管センター） 

    吉川 公彦（奈良県立医科大学 放射線医学教室） 

    東浦 渉（奈良県立医科大学  放射線科） 

松尾 汎 （松尾循環器科クリニック） 

    宮下 裕介（湘南鎌倉総合病院  循環器科） 

    横井 宏佳（小倉記念病院  循環器科） 

横井 良明（岸和田徳洲会病院  循環器内科） 

 

 

12:00-13:00 ランチョンセミナー 1 （共催：ジャパンゴアテックス株式会社） 

“胸部と腹部大動脈瘤ステントグラフト術：How do I get started?” 

座長  石丸  新（戸田中央総合病院  血管内治療センター） 

「AAA～エンドグラフトの使用経験～」 

演者  加藤 雅明（森之宮病院 心臓血管センター） 

「胸部と腹部大動脈瘤ステントグラフト術～米国の現状と日本の将来」 

演者  大木 隆生（東京慈恵会医科大学 血管外科） 

 

 

13:00-17:00 ライブデモンストレーション 2 

症例 5-12 腹部大動脈瘤と胸部大動脈瘤に対するステントグラフト術 

座長  古森 公浩（名古屋大学医学部附属病院  血管外科） 

 東浦 渉（奈良県立医科大学  放射線科） 

「AAA Stent grafting の適応と手技」 

演者 善甫 宣哉（山口県立総合医療センター  外科） (10 分) 

「TAA Stent grafting の適応と手技」 

演者 石丸  新（戸田中央総合病院  外科） (10 分) 



コメンテーター  

    石丸 新（戸田中央総合病院 血管内治療センター） 

    遠藤 將光（金沢医療センター 心臓血管外科） 

    古森 公浩（名古屋大学医学部附属病院 血管外科） 

    善甫 宣哉（山口県立総合医療センター 外科） 

    緑川 博文（脳神経疾患研究所付属総合南東北病院 心臓血管外科） 

   末田 泰二郎（広島大大学大学院 病態制御外科学） 

 

 

17:30-18:30 イブニングセミナー （共催：Cordis Endovascular Japan, Johnson & Johnson） 

Renal Intervention :適応と主義「腎動脈狭窄症」 

座長 重松  宏（東京医科大学  血管外科） 

演者  阿部 高明（東北大学大学院医工学研究科 生体再生医工学講座） 

大木 隆生（東京慈恵会医科大学  血管外科） 

 

 

19:00-21:00 懇親会（東京プリンスホテル） 

 

 

■第 2 日 8 月 26 日（火） 

8:00-  9:15 Breakfast セッション （共催：Cook Japan Inc，㈱メディコス平田） 

閉塞性動脈硬化症の治療と TASCII 

座長 石丸  新（戸田中央総合病院  血管内治療センター） 

演者 吉川 公彦（奈良県立医科大学  放射線医学教室） 

 大木 隆生（東京慈恵会医科大学  血管外科） 

 

 

9:30-12:00 ライブデモンストレーション 3 

症例 13-15 頚動脈と鎖骨下動脈のステント術 

座長 吉川 公彦（奈良県立医科大学  放射線医学教室） 

「Carotid stenting の適応と手技」 

演者 坂井 信幸（神戸市立医療センター中央市民病院  脳神経外科） (10 分) 

 

コメンテーター  

    赤羽 紀武（前田病院 血管外科） 

    吉川 公彦（奈良県立医科大学 放射線医学教室） 

    坂井 信幸（神戸市立医療センター中央市民病院  脳神経外科） 

    飯田 修（関西労災病院 循環器科） 

    末田 泰二郎（広島大大学大学院 病態制御外科学） 

     

 

 

 



12:00-13:00 ランチョンセミナー 2  （共催：大塚製薬株式会社） 

 

座長 笹嶋 唯博（旭川医科大学  第一外科） 

演者  飯田 修（関西労災病院 循環器科） 

    井上 晃男（佐賀大学医学部 循環器・腎臓内科） 

 

 

13:15-14:30 COOK Focus Live  ライブデモンストレーション 4 

症例 16-17 腹部大動脈瘤ステントグラフト術 

 

座長： 加藤 雅明（森之宮病院  心臓血管センター） 

    倉谷 徹 （大阪大学医学部附属病院 心臓血管外科） 

 

コメンテーター： 

    加藤 雅明（森之宮病院  心臓血管センター） 

 倉谷 徹 （大阪大学医学部附属病院 心臓血管外科） 

 善甫 宣哉（山口県立総合医療センター  外科） 

 田中 厚寿（久留米大学心臓血管外科） 

    鬼塚 誠二（久留米大学病院 第二外科） 

    古森 公浩（名古屋大学医学部附属病院  血管外科） 

 

 

14:30-17:30 ライブデモンストレーション 5 

症例 18-20 腸骨、大腿、膝下動脈のインターベンション 

座長 井上 芳徳（東京医科歯科大学 外科） 

 中村 正人（東邦大学医療センター大橋病院  循環器内科） 

「PAD に対するインターベンションの手技」 

演者 宮下 裕介（湘南鎌倉総合病院  循環器科） (10 分) 

コメンテーター 

    打田日出夫（奈良県立医科大学 名誉教授） 

阪口 昇二（奈良県立医科大学 放射線科） 

    笹嶋 唯博（旭川医科大学  第一外科） 

    根岸 七雄（日本大学医学部 心臓血管外科） 

    東浦  渉(奈良県立医科大学 放射線科) 

    宮下 裕介（湘南鎌倉総合病院  循環器科） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

●ライブサージェリーファカルティー(敬称略・順不同)  

 

赤羽 紀武（前田病院 血管外科） 

阿部 高明（東北大学大学院医工学研究科 生体再生医工学講座） 

飯田 修（関西労災病院 循環器科） 

池田 浩治（独立行政法人医薬品医療機器総合機構） 

石丸  新（戸田中央総合病院  血管内治療センター） 

井上 晃男（佐賀大学医学部 循環器・腎臓内科） 

井上 芳徳（東京医科歯科大学 外科） 

岩井 武尚（つくば血管センター） 

打田日出夫（奈良県立医科大学 名誉教授） 

遠藤 將光（金沢医療センター 心臓血管外科） 

大木 隆生（東京慈恵会医科大学  血管外科） 

鬼塚 誠二（久留米大学病院 第二外科） 

加藤 雅明（森之宮病院  心臓血管センター） 

吉川 公彦（奈良県立医科大学  放射線医学教室） 

倉谷 徹 （大阪大学医学部附属病院 心臓血管外科） 

古森 公浩（名古屋大学医学部附属病院  血管外科） 

坂井 信幸（神戸市立医療センター中央市民病院  脳神経外科） 

阪口 昇二（奈良県立医科大学 放射線科） 

笹嶋 唯博（旭川医科大学  第一外科） 

重松  宏（東京医科大学  血管外科） 

末田 泰二郎（広島大大学大学院 病態制御外科学） 

善甫 宣哉（山口県立総合医療センター  外科） 

滝  和郎（三重大学医学部脳神経外科） 

田中 厚寿（久留米大学医学部 心臓血管外科） 

中村 正人（東邦大学医療センター大橋病院  循環器内科） 

根岸 七雄（日本大学医学部 心臓血管外科） 

東浦  渉(奈良県立医科大学 放射線科) 

松尾 汎 （松尾循環器科クリニック） 

宮下 裕介（湘南鎌倉総合病院  循環器科） 

緑川 博文（脳神経疾患研究所付属総合南東北病院 心臓血管外科） 

横井 宏佳（小倉記念病院  循環器科） 

横井 良明（岸和田徳洲会病院  循環器内科） 

 


