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ランチョンセミナー 5月 25日（水） 11：40～ 12：30

ランチョンセミナー 1
第1会場 4F ロイヤルホール 1＋2

LS1 テルモ株式会社

EVAR第 6の選択肢～TREO～
座長：志水 秀行（慶應義塾大学医学部 外科学（心臓

血管））
演者：Jörg Teßarek（Department for Vascular and En-

dovascular Surgery, St. Bonifatius
Hospital Lingen, Germany）

森景 則保（山口大学 器官病態外科学 血管外
科）

ランチョンセミナー 2
第2会場 4F ロイヤルホール 3

LS2 日本メドトロニック株式会社

たゆまぬ進歩、新たな一歩
～ゆるぎない再現性と耐久性がもたらす可能性～
座長：松田 均（国立循環器病研究センター）
演者：小林 豊（宇治徳洲会病院）

横山 泰孝（順天堂大学医学部附属順天堂医院）

ランチョンセミナー 3
第3会場 3F エンパイアルーム 1

LS3 日本ゴア合同会社

Save the legs―血管外科医が下肢血管複雑病変に
対して成し遂げてきたこと、そしてこれから―
座長：東 信良（旭川医科大学 外科学講座 血管・

呼吸・腫瘍病態外科学分野）
演者：大峰 高広（広島赤十字・原爆病院 血管外科）

中村 智一（イムス東京葛飾総合病院 血管外
科）

ランチョンセミナー 4
第4会場 3F エンパイアルーム 2

LS4 株式会社メディコスヒラタ

EVAR Update―AORFIX™を紐解く―
座長：栗本 義彦（手稲渓仁会病院 心臓血管外科）
演者：伊藤雄二郎（千葉西総合病院 心臓血管外科）

東 隆（東京女子医科大学 心臓血管外科）

ランチョンセミナー 5
第5会場 3F エンパイアルーム 3

LS5 田辺三菱製薬株式会社

コラテジェンの適正使用：有用性と問題点
座長：三井 信介（済生会八幡総合病院 血管外科）
演者：出口 順夫（埼玉医科大学総合医療センター 血

管外科）

ランチョンセミナー 6
第6会場 3F311～313会議室

LS6 カーディナルヘルスジャパン合同会社

18 ガイドワイヤーで複雑病変もシンプルに
座長：山岡 輝年（松山赤十字病院 血管外科）
演者：川﨑 大三（森之宮病院 循環器内科）

藤村 直樹（東京都済生会中央病院 血管外科）
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ランチョンセミナー 5月 26日（木） 12：40～ 13：30

ランチョンセミナー 7
第1会場 4F ロイヤルホール 1＋2

LS7 日本メドトロニック株式会社

EVARにおける中枢制御と長期予後改善の試み
座長：伊東 啓行（福岡県済生会福岡総合病院）
演者：新垣 正美（市立函館病院）

山下 修（山口県立総合医療センター）

ランチョンセミナー 8
第2会場 4F ロイヤルホール 3

LS8 テルモ株式会社

RelayPro の乱～布陣～
座長：角浜 孝行（秋田大学医学部附属病院 心臓血管

外科）
演者：橋詰 賢一（済生会宇都宮病院 心臓血管外科）

小林 豊（宇治徳洲会病院 心臓血管外科）

ランチョンセミナー 9
第3会場 3F エンパイアルーム 1

LS9 Cell Exosome Therapeutics 株式会社

PADに対する細胞再生治療：有効性を高めるため
の最適な患者群の模索および細胞ソースの検証
座長：澤 芳樹（大阪大学大学院 医学系研究科/大

阪警察病院）
演者：三宅 啓介（大阪大学医学部附属病院 心臓血管

外科）

ランチョンセミナー 10
第4会場 3F エンパイアルーム 2

LS10 クックメディカルジャパン合同会社

Strategy for Value based TEVAR＆ EVAR
Treatment～ステントグラフト治療戦略を価値の
点から考える～
座長：大木 隆生（東京慈恵会医科大学附属病院 血管

外科）
演者：墨 誠（埼玉県立循環器・呼吸器病センター

血管外科）
上平 聡（島根県立中央病院 心臓血管外科）

ランチョンセミナー 11
第5会場 3F エンパイアルーム 3

LS11 エドワーズライフサイエンス株式会社

インスピリス RESILIA 大動脈弁を用いたDouble
sewing ring technique による Bio-Bentall―手
術と再手術における有用性―
座長：小宮 達彦（倉敷中央病院 心臓血管外科）
演者：福村 好晃（徳島赤十字病院 心臓血管外科）

ランチョンセミナー 12
第6会場 3F311～313会議室

LS12 株式会社カネカメディックス

CLTI 治療に対するレオカーナへの血行再建医の期
待
座長：三井 信介（福岡県済生会八幡総合病院 血管外

科）
山岡 輝年（松山赤十字病院 血管外科）

演者：金子健二郎（新百合ヶ丘総合病院 血管外科）
曽我 芳光（小倉記念病院 循環器内科）

ランチョンセミナー 13
第7会場 3F314～315会議室

LS13 ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会
社/ファイザー株式会社

有効性と安全性の両立を考慮したVTEの抗凝固療
法における今後の展望
座長：福田 幾夫（弘前大学/敬命会吉川病院）
演者：末田 大輔（熊本大学大学院生命科学研究部

循環器内科学）
細井 温（杏林大学医学部 心臓血管外科学）
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ランチョンセミナー 5月 27日（金） 12：30～ 13：20

ランチョンセミナー 14
第1会場 4F ロイヤルホール 1＋2

LS14 日本ライフライン株式会社

データから見るAFXの実力
座長：大木 隆生（東京慈恵会医科大学 外科学講座）
演者：保科 克行（東京大学医学部附属病院 血管外

科）
藤村 直樹（東京都済生会中央病院 血管外科）

ランチョンセミナー 15
第2会場 4F ロイヤルホール 3

LS15 SB カワスミ株式会社/コスモテック株式
会社

弓部大動脈病変に対するNajuta という選択
座長：志水 秀行（慶應義塾大学医学部 外科学（心臓

血管））
演者：鬼塚 誠二（久留米大学病院 外科）

吉鷹 秀範（心臓病センター榊原病院 心臓血管
外科）

ランチョンセミナー 16
第3会場 3F エンパイアルーム 1

LS16 ハートフロー・ジャパン合同会社

A New Digital Standard
Digital 革命がおよぼす生命予後と Total Vascu-
lar Management
座長：工藤 敏文（東京医科歯科大学 末梢血管外科）
演者：横井 宏佳（福岡山王病院 循環器科）
ディスカッサント：小久保 拓（江戸川病院 血管外

科）
山岡 輝年（松山赤十字病院 血管

外科）
伊佐治寿彦（杏林大学 心臓血管外

科）

ランチョンセミナー 17
第4会場 3F エンパイアルーム 2

LS17 GEヘルスケア・ジャパン株式会社

EVARの安全性を高めるために、ハイブリッド手術
室で何が出来るか？
座長：和田 秀一（福岡大学医学部 心臓血管外科教

室）
演者：佐賀 俊文（新久喜総合病院 心臓血管外科）

森景 則保（山口大学大学院 器官病態外科学
血管外科）

ランチョンセミナー 18
第5会場 3F エンパイアルーム 3

LS18 第一三共株式会社

血管外科を巡る 2つのミステリー―DOACの血
栓溶解と EVAR後の瘤縮小を考える―
座長：明石 英俊（戸畑共立病院 血管外科）
演者：西部 俊哉（北海道情報大学 医療情報学部）



日血外会誌 31巻 Supplement号2022年 第 50回 日本血管外科学会学術総会

22

コーヒーブレイクセミナー 5月 25日（水） 14：50～ 15：35

コーヒーブレイクセミナー 1
第2会場 4F ロイヤルホール 3

CS1 日本メドトロニック株式会社

下肢及びシャントに対する IN.PACTの役割
座長：小林 平（JA広島総合病院 心臓血管外科）
演者：岩佐 憲臣（九州中央病院 血管外科）

服部 努（池袋血管外科クリニック）
藤村 直樹（東京都済生会中央病院 血管外科）

コーヒーブレイクセミナー 2
第3会場 3F エンパイアルーム 1

CS2 日本ゴア合同会社

これからのAVG治療戦略
座長：井上 芳徳（てとあしの血管クリニック東京）

野島 武久（のじまバスキュラーアクセスクリ
ニック）

演者：中野 善之（JCHO 仙台病院 血管外科）
相川 潔（名古屋血管外科クリニック）

コーヒーブレイクセミナー 3
第4会場 3F エンパイアルーム 2

CS3 ボストン・サイエンティフィックジャパ
ン株式会社

バスキュラーアクセスの手術とVAIVT
座長：工藤 敏文（東京医科歯科大学 末梢血管外科）
コメンテーター：外山 真弘（みかわ血管外科クリニッ

ク）
演者：笹川 成（横浜第一病院 バスキュラーアクセ

スセンター）
江口 大彦（福岡市民病院 血管外科）

コーヒーブレイクセミナー 4
第5会場 3F エンパイアルーム 3

CS4 バイエル薬品株式会社

ここまでできる！静脈血栓治療：Venous inter-
vention と DOAC
座長：三井 信介（済生会八幡総合病院 血管外科）
演者：星野 祐二（福岡山王病院 血管外科）
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モーニングセミナー 5月 26日（木） 7：30～ 8：20

モーニングセミナー
第3会場 3F エンパイアルーム 1

MS 日本ゴア合同会社

New EVAR option；GOREⓇ EXCLUDERⓇ Con-
formable AAA Endoprosthesis with ACTIVE
CONTROL System
座長：大木 隆生（東京慈恵会医科大学 血管外科）
演者：Robert Y. Rhee（MD, Chief of Vascular and En-

dovascular Surgery, Maimon-
ides Medical Center / Clinical
Professor of Surgery at SUNY
Downstate Medical Center）

Gustavo S. Oderich（MD, FACS, Professor And
Chief Of Vascular And En-
dovascular Surgery, Depart-
ment of Cardiothoracic ＆
Vascular Surgery at McGov-
ern Medical School at
UTHealth）
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スポンサードシンポジウム 5月 27日（金） 9：40～ 10：40

スポンサードシンポジウム
第2会場 4F ロイヤルホール 3

SS 株式会社メディコン

Iliac Covered Stent を使いこなそう
―外科医として私の治療戦略とこだわり
座長：工藤 敏文（東京医科歯科大学病院 末梢血管外

科）
演者：藤村 直樹（東京都済生会中央病院 血管外科）

玉井 宏明（春日井市民病院 血管外科）


