
第1日　8月25日（木） 第2日　8月26日（金）

第6回 Japan Endovascular Symposium

P R O G R A M

会期 会場2011年8月25日（木）・26日（金） 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

8:00-  9:00　Breakfast セッション
「末梢動脈疾患治療の最前線」
座長●大木隆生
演者●飯田修
共催●株式会社 メディコン／大塚製薬 株式会社

12:15-13:15　ランチョンセミナー 2
「The Medtronic Stent Graft : From Now to the Future」
座長●石丸新
演者●大木隆生、金岡祐司
共催●日本メドトロニック 株式会社

15:30-16:30　イブニングセミナー 2
座長●吉川公彦
「SFAインターベンション : 新しい治療法」
演者●大木隆生
「今後日本上陸が見込まれているNew Endovascular Technology」
演者●C Jason Wilkins

（Department of Radiology, Kings College Hospital, London, UK）

Ali P. Shahriari
（Thoracic surgery,  Indiana University Health University Hospital, US）

共催●Cook Japan 株式会社／株式会社 メディコスヒラタ

9:00-12:00　ライブデモンストレーション 4
　　　 頸動脈と下肢動脈のステント術
ライブコメンテーター●吉川公彦、横井良明、安藤弘、井上直人

遠藤將光、坂井信幸、東浦渉
ショートレクチャー演者●坂井信幸
「Carotid stentingのtips and tricks」

症例13-1612:15-13:15　ランチョンセミナー 1
「大動脈瘤、ASO、頸動脈狭窄に対するNew Technologies」
座長●重松宏
演者●大木隆生
共催●日本ゴア 株式会社

17:15-18:15　イブニングセミナー 1
「ラウンドテーブルディスカッション
  ～BASIL Trial 6年の結果をどう読み解くか～」
座長●大木隆生、石田厚
演者●飯田修、菰田拓之、宮田哲郎
共催●ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社コーディス ジャパン

18:30-20:30　懇親会
　　　　　　　　　 （東京慈恵会医科大学  高木2号館  地下1階「リーベ」）

9:00-12:00　ライブデモンストレーション 1
　　　 腎動脈、下肢動脈のステント術
ライブコメンテーター●岩井武尚、打田日出夫、安藤弘、飯田修

井上直人、遠藤將光、野崎洋一
ショートレクチャー演者●野崎洋一
「Renal Interventionのtips and tricks」

13:15-15:15　ライブデモンストレーション 2
　　　 大動脈瘤に対するステントグラフト術Ⅰ
ライブコメンテーター●石丸新、古森公浩、荻野秀光、善甫宜哉

田中厚寿、東浦渉、福井大祐、村上貴志
横井宏佳

ショートレクチャー演者●荻野秀光
「AAA Stent graftingのtips and tricks」

13:15-14:30　ライブデモンストレーション 5
　　　　　　　 次世代デバイスの紹介 
　　　　　　　　̶Cook Japan・メディコスヒラタ  Focus Live̶ 

　　　 腹部大動脈瘤ステントグラフト術
ライブコメンテーター●加藤雅明、種本和雄、荻野秀光、吉川公彦

古森公浩、善甫宣哉、前田英明、緑川博文
ショートレクチャー演者●Ko Po-Jen

（Department of Vascular Surgery, 
 Chang Gung Memorial Hospital, Linko, Taiwan）

　　　　　　　　 ●Yen Hsu-Ting
（Division of Cardiovascular Surgery, 
 Chang Gung Memorial Hospital, Taipei, Taiwan）

16:30-18:00　ライブデモンストレーション 7
　　　 腸骨、大腿、膝下動脈のインターベンション
ライブコメンテーター●赤羽紀武、野崎洋一、打田日出夫

加藤雅明、中村正人、村上貴志
ショートレクチャー演者●中村正人
「ＰＡＤに対するインターベンションのtips and tricks」

14:30-15:30　ライブデモンストレーション 6
　　　 その他の症例
ライブコメンテーター●石橋宏之、中村正人、安藤弘、阪口昇二

福井大祐、横井良明

症例17-20
15:30-17:00　ライブデモンストレーション 3

大動脈瘤に対するステントグラフト術Ⅱ
THE GINZAより初中継

下肢静脈瘤のレーザー治療
ライブコメンテーター●吉川公彦、重松宏、赤羽紀武、石橋宏之

石丸新、阪口昇二、末田泰二郎
ショートレクチャー演者●石橋宏之
「TAA Stent graftingのtips and tricks」

症例21-22

症例23-28

症例1-5　

症例6-8　

症例9-11

症例   12



赤羽　紀武
赤坂見附前田病院　外科

安藤　　弘
春日部中央総合病院　心臓病センター　循環器科

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　医療機器審査第一部

石橋　宏之
愛知医科大学　血管外科

石丸　　新
戸田中央総合病院　血管内治療センター

井上　直人
仙台厚生病院　循環器内科

岩井　武尚
つくば血管センター

打田　日出夫
総合大雄会病院　ＩＶＲセンター

遠藤　將光
金沢医療センター　心臓血管外科

荻野　秀光
湘南鎌倉総合病院　外科（血管外科）

加藤　雅明
森之宮病院　心臓血管外科

吉川　公彦
奈良県立医科大学　放射線医学教室

菰田　拓之
みさと健和病院　形成外科

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
松原徳洲会病院　放射線科

重松　　宏
山王メディカルセンター 血管病センター / 国際医療福祉大学

末田泰二郎
広島大学大学院　病態制御医科学講座　外科学

善甫　宣哉
山口県立総合医療センター　外科

田中　厚寿
久留米大学医学部　外科

種本　和雄
川崎医科大学　心臓血管外科学

中村　正人
東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科

野崎　洋一
北光記念病院　循環器科

東浦　　渉
沖縄県立中部病院　放射線科

福井　大祐
信州大学医学部附属病院　心臓血管外科

前田　英明
日本大学医学部外科系　
心臓血管・呼吸器・総合外科分野

緑川　博文
脳神経疾患研究所附属総合南東北病院　心臓血管外科

宮田　哲郎
東京大学医学部附属病院　血管外科

村上　貴志
亀田総合病院　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　循環器科

●ライブサージェリーファカルティ（敬称略・順不同） 

第6回 Japan Endovascular Symposium

【東京慈恵会医科大学  外科学講座  血管外科】
大木　隆生
石田　　厚
金岡　祐司
戸谷　直樹
佐久田　斉
立原　啓正
平山　茂樹
黒澤　弘二
田中　克典
墨　　　誠
太田　裕貴
前田　剛志
金子健二郎
原　　正幸

宿澤　孝太
萩原　　慎
内田　由寛
福島宗一郎
百川　文健
馬場　　健
瀧澤　玲央
手塚　雅博
溝口　順子
宮澤　知行
市原　恒平
津村　康介
鳥家　鉄平
鈴木　範彦




