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会期 会場2012年8月30日（木）・31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

第1日　8月30日（木）

2012年8月14日現在P R O G R A M

9:00-12:00　ライブデモンストレーション 1
　　　 弓部大動脈瘤、PAD、腎動脈に対するステント術
ライブコメンテーター●打田日出夫、野崎洋一

安藤弘、飯田修、遠藤將光、大場泰洋
佐久田斉、東浦渉、村上貴志、山岡輝年

ショートレクチャー演者●野崎洋一
「Renal Interventionのtips and tricks」

12:15-13:15　ランチョンセミナー 1
「慈恵医大におけるExcluderの使用経験」
座長●大木隆生
演者●戸谷直樹
共催●日本ゴア株式会社

13:15-15:15　ライブデモンストレーション 2
　　　 最新デバイスによる局麻/経皮的AAA・TAA治療
ライブコメンテーター●古森公浩、石丸新

安達秀雄、荻野秀光、鬼塚誠二、善甫宜哉
田中厚寿、福井大祐、前田英明

ショートレクチャー演者●鬼塚誠二
「AAA Stent graftingのtips and tricks」

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
　　　 下肢静脈瘤のレーザー治療
ライブコメンテーター●重松宏、岩井武尚

赤羽紀武、秋田雅史、石橋宏之、井上直人
吉川公彦、阪口昇二、末田泰二郎、種本和雄
土肥静之、村上厚文

ショートレクチャー演者●阪口昇二
「TAA Stent graftingのtips and tricks」

17:15-18:15　イブニングセミナー 1
「AAA Stentgraft ～過去から未来へ～」
座長●石丸新
Stentgraftの過去5年の変遷と治療成績
演者●古森公浩
Stentgraft ～ NEW Technologies & Techniques～
演者●大木隆生
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

症例1-6

第2日　8月31日（金）

8:00-9:00　Breakfast セッション
「透析患者に対するPAD治療の現状と今後の展望」
座長●大木隆生、戸谷直樹
演者●東信良、横井宏佳
共催●株式会社メディコン／大塚製薬株式会社

9:00-12:00　ライブデモンストレーション 4
　　　 CAS・CEAとSFAに対するViabahn
ライブコメンテーター●吉川公彦、中村正人

安藤弘、遠藤將光、田中克典、東浦渉、横井宏佳
ショートレクチャー演者●横井宏佳
「Carotid stentingのtips and tricks」
12:15-13:15　ランチョンセミナー 2
「Advance your vascular procedures」
The Optimal Solution for SFA Treatment with Zilver PTX
～Drug elution has come to the periphery～
座長●横井宏佳
演者●大木隆生
今後日本上陸が見込まれているNew Endovascular Technology
座長●大木隆生
演者●Timothy. A.M. Chuter（University of California, San Francisco , US）
共催●Cook Japan株式会社
ショートレクチャー演者●横井良明
「ＰＡＤに対するインターベンションのtips and tricks」

13:25-14:40　ライブデモンストレーション 5
Zilver PTXとTX2-Proformの紹介
̶Cook Japan Focus Live ̶

　　　 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●種本和雄、加藤雅明

池田浩治、古森公浩、善甫宜哉、田中厚寿
前田英明、村上厚文

14:40-16:00　ライブデモンストレーション 6
　　　 胸部・腹部大動脈瘤に対する最新のインターベンション
ライブコメンテーター●福井大祐、飯田修

大場泰洋、荻野秀光、加藤雅明、阪口昇二
野崎洋一、村上貴志、山岡輝年、横井良明

16:00-17:00　イブニングセミナー 2
「VALIANT Captivia : 何が新しく、何が優れているか」
座長●緑川博文
演者●金岡祐司
共催●日本メドトロニック株式会社

17:00-18:00　ライブデモンストレーション 7
　　　 胸腹部大動脈瘤に対する枝付きステント
ライブコメンテーター●石橋宏之、緑川博文

赤羽紀武、秋田雅史、飯田修
打田日出夫、横井良明

症例13-15

THE GINZAより中継

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」）

赤羽　紀武（赤坂見附前田病院  外科）
秋田　雅史（春日部中央総合病院  心臓血管外科）
東　　信良（旭川医科大学  血管外科学講座）
安達　秀雄（自治医科大学附属さいたま医療センター  心臓血管外科）
天野　　篤（順天堂大学  心臓血管外科学講座）
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  循環器内科）
池田　浩治（東北大学病院  臨床試験推進センター  開発推進部門）
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（慶友会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）
大場　泰洋（春日井市民病院  血管内治療センター）
荻野　秀光（湘南鎌倉総合病院  外科（血管外科））
鬼塚　誠二（久留米大学医学部  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）
古森　公浩（名古屋大学医学部附属病院  血管外科）
阪口　昇二（松原徳洲会病院  放射線科）
佐久田　斉（総合東京病院  血管外科）

●ライブサージェリーファカルティ（敬称略・順不同） 
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  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（佐賀大学医学部  胸部・心臓血管外科）
田中　克典（慶應義塾大学  外科）
種本　和雄（川崎医科大学  心臓血管外科学）
土肥　静之（順天堂大学  心臓血管外科学講座）
富永　隆治（九州大学大学院医学研究院  循環器外科）
中村　正人（東邦大学医療センター大橋病院  循環器内科）
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）
村上　厚文（国際医療福祉大学病院  心臓血管外科）
村上　貴志（亀田総合病院  心臓血管外科）
山岡　輝年（松山赤十字病院  血管外科）
横井　宏佳（小倉記念病院  循環器内科）
横井　良明（岸和田徳洲会病院  循環器科）

大木　隆生
石田　　厚
金岡　祐司
戸谷　直樹
立原　啓正
平山　茂樹
黒澤　弘二
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
津村　康介
鳥家　鉄平
鈴木　範彦
伊藤　栄作
小澤　博嗣
蝶野　喜彦

東京慈恵会医科大学
外科学講座　血管外科


