
第 5回日本血管外科学会血管内治療ワークショップ 

 

日時：2019年11月16日（土）、17日（日） 1泊2日 

場所：ジョンソン・エンド・ジョンソンインスティテュート東京 

   〒210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番19号 

募集人数：20名 

参加費：50,000 円（テキスト代含む） 

対象：下肢末梢血管に対するアドバンスレベルの血管内治療を始めようとする血管外科医で腸骨動脈病変に対す

る血管内治療の経験を有することが望ましい 

主催：日本血管外科学会 

協賛：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社、カーディナルヘルスジャパン、センチュリーメディカル株式会

社、朝日インテックＪセールス株式会社、日本ゴア株式会社、Cook Japan 株式会社、株式会社メディコン、 

株式会社フィリップス・ジャパン、日本ストライカー株式会社、株式会社カネカメディックス、 

アボットバスキュラージャパン株式会社、ボストンサイエンティフィックジャパン株式会社 

実務担当：日本血管外科学会学術委員会 

 

≪講師≫ 

ワーキンググループ委員長 石橋 宏之（愛知医科大学 血管外科、日本血管外科学会学術委員会 血管内治療

ワークショップ担当理事） 

ワーキンググループ事務局 笠島史成（金沢医療センター 心臓血管外科） 

 

 

 

ワーキンググループ 

村上厚文（国際医療福祉大学病院循環器センター 血管外科） 

笠島史成（金沢医療センター 心臓血管外科） 

尾原秀明（慶応義塾大学 外科） 

工藤 敏文（東京医科歯科大学 血管外科） 

山岡輝年（松山赤十字病院 血管外科） 

山田哲也（愛知医科大学） 

谷口哲（弘前中央病院 外科） 

墨 誠（慈恵会医科大学/埼玉循環器・呼吸器病センター 血管外科） 

服部努（日本大学/ 相模原協同病院 心臓血管外科） 

松原健太郎（慶応義塾大学 外科） 

金子健二郎（慈恵会医科大学/新百合ヶ丘総合病院 血管外科） 

内山英俊（土浦協同病院） 

横井 宏佳（福岡山王病院） 

特別講師 

安藤 弘（春日部中央総合病院 循環器内科） 

井上 政則（慶應義塾大学 放射線診断科） 

鈴木 健之（東京都済生会中央病院 循環器内科） 

 

 

  



≪プログラム≫ 

11/16日（土） 

 

 

  

Time Contents
12:00 ～ 13:00 Lunch Time session

（60分） SFA病変に対する治療戦略　－DES時代におけるBMSの役割－
13:00 ～ 13:05 開会の挨拶

(5分）
13:05 ～ 13:15 施設紹介および説明

(10分）
13:15 ～ 13:30 参加者＆講師の自己紹介

（15分）
13:30 ～ 13:45 講義① 下肢血管内治療の現状と適応

(15分） （ガイドラインなど）
13:45 ～ 14:10 講義② 血管内治療に必要な血管造影の基本

（25分） 各種穿刺アプローチ法
14:10 ～ 14:15 Break

(5分）
14:15 ～ 14:40 講義③  血管内治療に必要なガイドワイヤーと

（25分） バックアップカテーテルの種類と選択
14:40 ～ 15:05 講義④　Iliac CTO病変に対する血管内治療とトラブルシューティング

（25分）
15:05 ～ 15:10 Break

(5分）
15:10 ～ 15:35 講義⑤ SFA CTO病変に対する血管内治療

（25分）
15:35 ～ 16:00 講義⑥ 膝下病変に対する血管内治療

（25分）
16:00 ～ 16:10 Break

(10分）
16:10 ～ 16:35 講義⑦ Hybrid endarterectomy and endovascular therapy

（25分）
16:35 ～ 17:00 講義⑧ Coil 塞栓術の基本と応用 

（25分）
17:00 ～ 17:10 Break

(10分）
17:10 ～ 18:40 Case Discussion 

（90分） 治療戦略を考える　45 min X 2 cases
発表：AB /CD 

18:40 ～ 18:50 アンケート記入
(10分）

18:50 ～ 18:55 Closing remarks
(5分）

18:55～ 明日の説明　＞＞　ホテルに移動
19:30 ～ 21:30 懇親会（希望者のみ、会費別）



11/17 日（日） 

 

Time Team A & B Team C & D
8:00 ～ 8:15

（15分）
8:15 ～ 8:50

(35分)
8:50 ～ 9:00

（10分）
9:00 ～ 11:00 Wet Lab 1/2：EVT Dry Lab

(120分) Cross Over/STENT留置/ Renal (IVC　フィルター回収術)
11:00 ～ 13:00 Dry Lab Wet Lab 1/2：EVT

(120分) Cross Over/STENT留置/ Renal (IVC フィルター回収術)
13:00 ～ 13:30

(30分)
13:30 ～ 15:30 Wet Lab 1/2 Dry Lab

(120分) Coil チェック &  塞栓実践 / カニュレーション/IVUS
15:30 ～ 17:30 Dry Lab Wet Lab 1/2

(120分) Coil チェック & 塞栓実践  / カニュレーション/IVUS
17:30 ～ 18:00

(30分)
18:00

修了証書授与　

解散

着替え

Morning session: 　SSI対策の最近の話題

移動および休憩

軽食・記念撮影

着替え/ アンケート記入 


