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ڠඤڰ൲༭࣬
ਜ਼ഛ൴ఱڠ༗࠲ۭࢌڠ໐ȁਜ਼ഛ൴༗࠲ۭࢌࡄ ݪĴ
P.73 - 79ġĩ2015ȫ

ల Ĵĳ ུٝ Metallic Stents & Grafts ࡄݪٛͬ৽ट̱̀
Having hosted The 32ed Congress of Japanese Society of Endoluminal
Metallic Stents & Grafts, A Report from Nara.
ȁȁȁȁ߰Ĳĭ ĳĪȁȁ߬ȁఆȁȁঊˍȫȁȁࣱȁȁجȁঊˍȫ
OGAWA Kaoru

KUWAMURA Junko

KUROKAWA Yoshiko

ါȁক
ȁĳıĲĵ ාȪ଼ ĳķ ාȫķ  ĸ ͅγΞσ࣎ජၻͬٛા̱͂̀Ȃల Ĵĳ ٝ Metallic Stents &
Grafts ࡄݪٛͬ৽ट̱̹ȃࡄݪ̞͉ٛ̾̀ͅȂΏϋεΐ;θఴ ĸ ఴȂ๊֚ఴ ĳĳ ఴȂκȜ
ΣϋΈΓηȜ Ĳ ఴȂ൚๔ଲდ૽࣒ Ĳ ఴȂρϋΙοϋΓηȜඅ༆࣒ Ĳ ఴȂ࣒ܿ֗ޗ
ਠ࣒ٛ ķ ఴ̈́̓ఉ̩͈ఴȆ࣒͈ඤယ́Ȃ४ح৪͉ Ĵĸĺ ྴ̜̹́̽ȃల Ĵĳ ٝ Metallic
Stents & Grafts ࡄݪ͈ٛඅ͉ȶક ۯاStentȷ݈ͬა͈ಎͅନ̢̹̭̜̹͂́̽ȃȶકۯا

Stentȷ̞͈݈̾̀ͅა͉̩͂ͅΏϋεΐ;θ̤̞̀ͅڰอ̈́൦ა̦̤̭̹̈́ͩͦȃඅ༆࣒ͅ
͉ΑͼΑȆΙνȜςΛΪఱڠ֓ڠ໐༶ৣޗش͈ Thomas Pfammatter ͬઉᥝ̱̹ȃ̯ͣͅȂ
ࡄݪٛࢃ͈ ķ  Ĳĳ  Thomas Pfammatter ޗͅջှ̱ਜ਼ഛ൴ఱڠ༗࠲ۭࢌڠ໐΅λϋΩᾼ
̤̞̀༗࠲ۭࢌڠ໐͈ڠͥ͢ͅͅࢊם̱۪͈֚̀͂֗ޗࢊםඅ༆࣒݅͜ঔ̱̹ȃ
ȁȁ॑ ֨ ဥ ࢊȇུ ŎŦŵŢŭŭŪŤġŔŵŦůŵŴġħġňųŢŧŵŴ ࡄݪٛȂల Ĵĳ ٝȂ৽टȂڠٛ
ȁȁKey wordsȇJapanese Society of Endoluminal Metallic Stents and Grafts, Congress, 32ed

ԅȅ͉̲͛ͅ

̠փྙ̞ͬͥ́ͭ܄ȃ

ȁ߃ාȂΛ·Α൫ণȂࠬۯ௮גȂ಼إ෨औȂńŕ

ȁ̭͈ͦͣ IVR হၷ͉Ȃਲြ͈ͅشٸ͓հ

ْ͈̈́̓௨౯ܿͬဥ̞̀૽ఘඤͬ۷ख़̱̦̈́ͣȂ

́ਥ̦ઁ̩̈́Ȃ͈ະخෝ̈́ພ་ͅచ̱̀͜ୟ

̦ͭࠬ͞ۯພ་͈ພͅΞȜΞσͬఘນ࿂̥ͣொ

ޭഎ̈́হၷ̦خෝ́Ȃহၷ̦ۼܢౣ̩Ȃဥ͜ઁ̈́

ව̱̀হၷ༹̤̭̠༷̦ͬ̈́ૺ༜̱̞̀ͥȃ̭͈ͦͣ

̩̳͚͈̀̈́̓අಿͬခ̱Ȃਅș͈͈ۛহၷ࢘ͅ

༹༷ͬઠ̱̀ Interventional Radiology（ո ئIVR）

̞̬̜ͥ̀ͬضȃ̩͂ͅ௫͈රࠬͬͅסͥۍ

͂ࡤ̞ͭ́ͥȃ̭͈ྴઠ͉ ͈ࢊםŪůŵŦųŷŦůŦȪٚව̳

൲ྤ͈ޛॏͅచ̱̀ΨσȜϋັΞȜΞσ́ඤ࣌ͬ

ͥȫ͂ ųŢťŪŰŭŰŨźȪ༶ৣ֓ڠȫ̦ழ͙ࣣ̯̹ͩͦ͜

̬ڐȂࠬͬסٝ໘̵̯ͥহၷ༹͉ࢩ̩ຽ̞̱ͥ̀ݞȃ

͈́Ȃْ௨౯͈ܿͬ؊ဥ̱̀Ȃୃ̈́ږ౯ͬئ

̷͈ۍ൲ྤȂໜ໐ఱ൲ྤȂޝ໐ఱ൲ྤȂࠛ൲ྤȂঅ

̴̳͈͙̈́ͣহၷ͜ͅୟޭഎٚͅව̱̭̠̞̀͂͠

ঠ͈ྎઑ൲ྤȂఱྤȂྤȂ౨ۯȂકۯاȂۯܨȂ
ෂ̓̈́ۯȂ૽ఘ͈࣌ۯ௫͈ܕඤ̦֦࣌́ࡔ͈̥ͣة

ˍȫਜ਼ഛ൴ఱڠ༗࠲ۭࢌڠ໐
ˎȫਜ਼ഛ൴ఱڠ֓ڠ໐કܕاඤش
ˍȫJuntendo University Faculty of Health Sciences and Nursing
ˎȫJuntendo University School of Medicine, Department of Gastroenterology
ȁȁĩNovį 14ĭ 2014 ࡔࣂັȫ
ȪJanį 16, 2015 ࡔࣂႀȫ

̹̩̽̈́ޛાࣣȂ̭ͦͬඤ໐̥ͣ؋̱ࢩ̬̀ޛॏͬ
ݛזഎٜͅੰ̳ͥ࿒എ́ၣ౾̳ͥ߄௺ୋ͈ͬߓܕ
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౮ႁ́ڐಫ̳ͥࢹ௮ͬ̾͜ȃMetallic Stent ͬொව̳
͉ͥͅȂळ̞ΞȜΞσ͈ಎͅ୬ͤૈ̺ͭ Metallic

Stent ͬڒො̱̀૽ఘඤ͈࿒എ͈໐պ́͘ૺ͛Ȃ̷̱
̀ Metallic Stent ͬ؋̱̳͂߄௺͈౮ႁ́ڐಫ̱̀
̷͈͘͘ၣ౾̯ͦͥĳȫȃ̭͈ Metallic Stent ͈၌ത͉Ȃ
ڐಫ̱̹ Metallic Stent ̦ݛזഎͅၣ౾໐պͅၣ͘
ͤඤ͈࣌ڐಫ̦༗̯̭ͦͥ͂ȂொවဥΞȜΞσ
͓͉̥̀ͥͅͅఱ̧̈́ڐಫࠂ̦ං̭ͣͦͥ͂Ȃ̜
ͥഽ͈̦̜̭ͥ͂ȂMetallic Stent ͈ࠂȆಿ
̯ͬ་̢̭ͥ͂ͤ͢ͅ࿒എͅ؊̲̹হၷ̦خෝ̭̈́
͂Ȃ̜̈́̓́ͥȃ̯ͣͅȂ̭͈ Metallic Stent ͅ૽ఘ
ͅතஅ͙̳̞͞૽ࢥືͬ༽̞ັ̫̹͈́͘͜ٳอ̯
ͦȂ̭͉ͦ૽ࢥࠬ ̱̀͂ۯStent Graft ͂ࡤ͊ͦȂٜ
ၗఱ൲ྤរ͈হၷͅେͭͅ؊ဥ̯̠ͦͥ̈́̽͢ͅ
̧̹̀ȃུ Metallic Stents & Grafts ࡄݪ͉ٛȂ̭
ͦͣ Metallic Stent ͂ Stent Graft ͈ࡄ͞ݪহၷ༹͈
ຽͬݞ̳ͥݥ࿒എ́୭ၛ̯̹ͦȃ
ȁུ Metallic Stents & Grafts ࡄݪ͉ٛȂల Ĳ ٝͬ
ĲĺĹĺ ා ķ  ĸ  ͅȶ  ུ Metallic Stents ࡄ  ݪٛ ȷ
̱͂̀ٳट̯̹ͦȃոြȂාˍȡˎ͈ٝβȜΆ֚ഽ

ˍ ల Ĵĳ ུٝ ŎŦŵŢŭŭŪŤġŔŵŦůŵŴġħġňųŢŧŵŴġࡄݪٛ
ȁȁ ίυΈρθধນঞ

̩̭͚̈́͂͜ݝȂĳķ ාۼ̧̫̹ͣͦ̀ȃల Ĳĵ ٝ
ࡄݪ̥ٛͣ Stent Graft ͈হၷອഽ̦௩̱̹̹͛Ȃ࡛

͉Ȃ
ȶક ۯاStentȷͬಎͅպ౾ັ̫ȂΏϋεΐ;θȂ

हࡤઠ͈ȶུ Metallic Stents & Grafts ࡄݪٛȷ͂

κȜΣϋΈΓηȜȂ࣒ܿ֗ޗਠ̷̤̞͈ٛ̀ͅ

̹̈́̽ȃ͈ࣽٝ́͘ٳटٝତ͉ Ĵĳ ٝ́Ȃ̷͈̠̻ల

ΞȜζ̷݈̽̀ͅაȆ൦̦̤̭̹̈́ͩͦȃ

Ĳĵ ٝ͂ల Ĳĺ ٝࡄݪ͉࣭ٛषڠٛट̜̹́̽ȃ

ȁ৽̈́ٽါ͉Ȃո͈ئඤယ̜̹́̽ȃ

ȁల ĳĺ ٝࡄݪ̤̞ٛ̀ͅల Ĵĳ ٝࡄݪٛ৽ट͈൚๔

ˍįġκȜΣϋΈΓηȜȪঐȫ

ଲდ૽̦ਜ਼ഛ൴ఱڠ༗࠲ۭࢌڠ໐͈ġ ߰͂ࠨ̯

ȁΞȜζȶΑΠȜζ̵̩ͬ̈́ͥ IVRȇఱಸ Stentȷ

ͦȪ Ĳ ȡˎȫȂࣽٝȂජၻ͈́ٳट̹͂̈́̽ȃ

ȁ࣒ȇཆఱڠఱޘພ֭شٸȁलന༿ݛ
ȁংٛȇਜ਼ഛ൴ఱڠ༗࠲ۭࢌڠ໐ႉ֓ڠȁġ߰

Ԇȅల Ĵĳ ུٝ ŎŦŵŢŭŭŪŤġŔŵŦůŵŴġħġňųŢŧŵŴ ࡄݪٛ
̞̾̀ͅ

ˎį Ώϋεΐ;θȪ༡Ȇ֚໐ঐȫ

ˍȫࡄݪ͈ٛٽါ

ȁΞȜζȶક ܕاMetallic Stent হၷ͈ૺ༜ȷ

ȁĳıĲĵ ා ķ  ĸ ͅγΞσ࣎ජၻͬٛા̱͂̀Ȃ ȁংٛȇཆఱڠఱޘພ֭شٸȁलന༿ݛ
ల Ĵĳ ٝ Metallic Stents & Grafts ࡄݪٛͬ৽ट̱̹ȃ ȁࡇؖၛࣣພ֭કܕاΓϋΗȜȁ݊५ୃၦ
ల Ĵĳ ུٝ Metallic Stents & Grafts ࡄݪ͈ٛΞȜζ
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ȁΑͼΑȆΙνȜςΛΪఱڠ֓ڠ໐༶ৣشȁ
ȁ Thomas Pfammatter, M.D. E.B.I.R., F.C.I.R.S.E
ȁ Professor and Head of Interventional Radiology
ȁ Department of Diagnostic Radiology and Interven-

第 32 回日本 Metallic Stents & Grafts 研究会
当番世話人

小 川

順天堂大学保健看護学部
平成26年6月7日にホテル日航奈良を会場として，

教授

薫
副学部長

radiology（IVR）の責任者として診療に従事していま

第 32 回日本メタリックステント＆グラフト研究会を

した。順天堂大学医学部消化器内科時代に消化管
（胃，

開催させていただくことになりました。日本メタリッ

小腸，大腸）の二重造影検査や，血管造影検査・動脈

クステント＆グラフト研究会会員ならびに幹事・世

塞栓術・PTCD などの手技を修練していたことがと

話人の先生方には本会開催に際して多大な御支援・

ても役立ちました。このチューリッヒ時代に胆管メ

御協力を賜りましたことにこの場をお借りして厚く

タリックステントを用いた閉塞性黄疸の治療をはじ

御礼申し上げます。とくに世話人代表の奈良県立医

めました。今回，第 32 回研究会に特別講演者として

科大学放射線科の吉川公彦教授には会場設定も含め

招聘した Prof.Thomas Pfammatter は当時いっしょ

て手取り足取り御指導を頂戴し誠に感謝いたします。

にチューリッヒ大学医学部放射線科で働いていたと

そもそも私のメタリックステントグラフトとの出

くに仲の良かった私の同僚です。彼にはこのたび特

会いはスイスのチューリッヒ大学医学部放射線科に

別講演としてヨーロッパでの大動脈ステントグラフ

勤務していた時代にさかのぼります。順天堂大学医

トのトレンドとトピックについて述べてもらうこと

学部消化器内科で医学博士号を取得してのちすぐに

になっています。

チューリッヒ大学医学部附属病院で働いてみないか

その後約 3 年間チューリッヒで診療に従事したの

とのお誘いがあり，臨床スタッフメンバーとしての

ち帰国し，日本でメタリックステントの仕事を始め

地位と充分な給料がもらえるという話に釣られてふ

たころに奈良県立医科大学放射線科の故打田日出夫

たつ返事でスイスに赴任しました。当時日本で私が

教授からステント研究会への参加のお声掛けをして

所属していた順天堂大学医学部消化器内科は胃癌二

いただきました。何回か研究会での演題発表を行っ

重造影診断の開拓者である故白壁彦夫教授が主宰さ

てからしばらくして，打田先生から「この研究会は

れていましたので，消化器内科というよりも消化器

放射線科主体の研究会であるが，小川はスイスで放

放射線科といってもよいほど放射線診断学を主なも

射線科医をしていたのだから放射線科医としてみな

のとしていました。白壁先生は海外では放射線診断

すので，この研究会の世話人として参加するように」

学の権威としてとても有名でしたので，諸外国か

と資格理由を説明して世話人参加を認めてください

らの医師の見学や技術指導を受けにくる医師も多く

ました。その時以来，世話人として研究会に参加さ

international な医局でもありました。外国人医師に

せていただいております。

対して臆しないで付きあえるようになれたのはこの
医局のおかげだと思っています。

今回の第 32 回日本メタリックステント＆グラフト
研究会の特徴は「消化器」をメインに掲げ，消化器内

1989 年 6 月からチューリッヒ大学医学部放射線科

科医としての私の特色が出るように内容を工夫いた

に赴任しました。チューリッヒはスイスのなかでは

しました。もちろん大血管ステントグラフトについて

ドイツ語圏なのでその名称は，Universitäts Spital

も重要視しました。この研究会では，一般演題，シン

Zürich, Departemente Medicinische Radiologie,

ポジウム，ランチョンセミナー，モーニングセミナー，

Institut für Diagnostische und Interventionelle

技術教育セミナー，当番世話人講演など，盛りだく

Radiologie（英語表記では，University Hospital of

さんの企画を用意することができました。多くの皆さ

Zurich, Department of Diagnostic Radiology and

まに有意義な時間を過ごしていただけるものと確信

Interventional Radiology となります）で，職位は最

いたしております。メタリックステント先駆者の打田

初の年が Ober Arzt，そして翌年から Leitender Arzt

日出夫先生に所縁のある奈良での研究会に多数の方

と し て 消 化 器 放 射 線 診 断 と 消 化 器 interventional

の御参加をお願いし，御挨拶とさせていただきます。

ȁ tional Radiology
ȁ Zurich University Hospital, SWITZERLAND

ȁংٛȇਜ਼ഛ൴ఱڠ༗࠲ۭࢌڠ໐ႉ֓ڠȁġ߰

ˑįġ࣒ܿ֗ޗਠٛȪঐȫ
ˍȫVascular Session
ȁȶఱ൲ྤ Stent Graft ඤொව͈ Tipsȷ
ȁκΟτȜΗȇന༗࠲מఱڠ༶ৣشȁฺౌဎ
ȁ࣒ȇ࣭ၛ۪ܕພΓϋΗȜ༶ৣ໐ȁനഓ
ȁȁȁȁგఱڠ̦ݚພ֭༶ৣشȁཱȁဈ
ȁȁȁȁఱఱڠ༶ৣشȁུޡഓ؇
ˎȫNon- Vascular Session
ȁȶક ۯاStentȷ
ȁκΟτȜΗȇढ़ིඃਗٛພْ֭௨Ȇ˥˲ˮΓϋΗȜ
ȁȁȁȁḶฎढ
ȁ࣒ȇ֔ࡇफٛພ֭༶ৣشȁݠ५আ

ˎ ల Ĵĳ ུٝ ŎŦŵŢŭŭŪŤġŔŵŦůŵŴġħġňųŢŧŵŴġࡄݪٛ
ȁȁ ٳट͈Օग़

ȁȁȁȁՔ̦ͭΓϋΗȜ༶ৣ౯شȁ֞ဩၦ
ȁȁȁȁނఱڠકܕاඤشȁऎș࿐ġၦ

ˏįġ๊֚ఴȪ༡ȫ
ȁɜ ఱࠬࠏۯ

˒į ൚๔ଲდ૽࣒

ȁɜ ྎઑࠬࠏۯ

ȁΞȜζȶུ Metallic Stents & Grafts ࡄݪٛġًݲ

ȁɜ ྤࠏ

ȁȁȁȁĴĳ ͈ٝఴଢ଼ȷ

ȁɜ ౨ൽࠏ

ȁ࣒ȇਜ਼ഛ൴ఱڠ༗࠲ۭࢌڠ໐ႉ֓ڠȁġ߰

ȁɜ કࠏۯا

ȁংٛȇජၻࡇၛ֓شఱڠ༶ৣشȁ

ȁɜ ̷͈ఈ
ˎȫࡄݪٛίυΈρθ
ːįġඅ༆࣒Ȫঐȫ

ȁࡄݪٛίυΈρθͬˏȡ˒ͅা̱̹ȃࡿஜͅ

ȁ Ξ Ȝ ζȶġ Present status and future trend of Aortic

͉Ȃఱಸ Stent ̳ͥͅ۾κȜΣϋΈΓηȜȂકܕا

ȁ Stent-Grafts in Europeȷ

Stent ̞̾̀ͅ زĸ ྴͥ͢ͅΏϋεΐ;θȂ๊֚

ȁ ࣒ȇProf. Dr. Thomas Pfammatter

ఴȂ൚๔ଲდ૽࣒̞̭̤̈́ͬȂρϋΙοϋΓη
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プログラム
6 月 7 日（土） ホテル日航奈良（飛天・1）
7：50〜8：00

10：47〜11：47

開会のことば
小川

シンポジウム
テーマ「消化器ステント治療の進歩」

第 32 回日本 Metallic Stents & Grafts 研究会

当番世話人

司

薫（順天堂大学保健看護学部 臨床医学）

会：斉田

菊山

芳久（東邦大学大橋病院 外科）
正隆（静岡県立総合病院 消化器科）

1） 悪性中下部胆道閉塞に対する 12 ㎜径胆道ステントの有用性と安全性の検討
8：00〜8：35

静岡県立総合病院

モーニングセミナー
テーマ「ストーマをなくせる IVR：大腸ステント」
座

長：小川

講演者：斉田
共

消化器科

白根

尚文，他

2） 非切除肝門部悪性胆道狭窄に対する Metallic stent の Axial force とメッシュ間隙の
岐阜市民病院 消化器内科 中島 賢憲，他
違いによる検討

薫（順天堂大学保健看護学部 臨床医学）
芳久（東邦大学大橋病院 外科）

3） 悪性上部消化管狭窄に対する胃十二指腸ステント留置術

催：センチュリーメディカル株式会社，ガデリウス・メディカル株式会社

平山

敦，他

小林

智，他

総合内科学 2（消化器内科） 後藤

大輔，他

平川

富夫，他

札幌厚生病院

エーザイ株式会社，ゼオンメディカル株式会社

第二消化器科

4） 進行胆膵癌における十二指腸ステント治療の位置づけとその変化
神奈川県立がんセンター

8：35〜8：53

一般演題
座

長：吉田

Ⅰ．腹部末梢動脈・門脈

消化器内科・肝胆膵

5） 悪性胃十二指腸閉塞に対する内視鏡的十二指腸ステント留置術の検討

哲雄（神奈川県立がんセンター 放射線科）

川崎医科大学

1） 膵頭十二指腸切除後の門脈出血に対し，門脈ステントグラフト留置が有用であった 1 例
名古屋大学

6） 当院における大腸ステント手技成績
八尾徳洲会総合病院

鈴木耕次郎，他

放射線科

2） 肝切除後の肝不全症例に生じた肝仮性動脈瘤にステントグラフト留置を行い救命し得た1例
東京医科大学

代田

放射線科

消化器内科

7） 大腸癌イレウスに対する術前金属ステント留置術の有用性について

夏彦，他

医療法人彩樹

守口敬任会病院

外科

島田

守

3） 術後膵液瘻による上腸間膜動脈根部仮性動脈瘤に対して胆管用カバードステントを
山梨大学 放射線科 岡田 大樹，他
留置した 1 例
11：47〜12：00
8：53〜9：17

一般演題
座

長：福田

当番世話人講演
テーマ「過去 32 回の演題分析」

Ⅱ．頸動脈・腎動脈など

座

哲也（国立循環器病センター 放射線科）

大分県立病院

放射線科

柏木

淳之，他

道津

剛明，他

佐藤

大樹，他

5） 放射線治療後頸動脈狭窄に対して頸動脈ステント留置術が施行された 3 例
永富脳神経外科病院

放射線科

12：05〜12：50

放射線科

公彦（奈良県立医科大学 放射線科）
薫（当番世話人 順天堂大学保健看護学部 臨床医学）

ランチョンセミナー（日本IVR学会・日本MS & G研究会合同）
テーマ「Present status and future trend of Aortic Stent-Grafts in Europe」

6） 右遺残坐骨動脈瘤に対し，ステントグラフトを用いて治療した 1 例
和歌山医科大学

長：吉川

講演者：小川

4） 頸動脈仮性動脈瘤に対する血管内治療：2 症例の提示と治療法の考察

座

長：小川

薫（順天堂大学保健看護学部 臨床医学）

講演者：Prof. Dr. Thomas Pfammatter

7） 巨大腎動脈瘤への covered stent 留置が有効だった 1 例

スイス・チューリッヒ大学医学部

帯広厚生病院

放射線科

森田

亮，他

放射線科

教授

Thomas Pfammatter, M.D. E.B.I.R., F.C.I.R.S.E
Professor and Head of Interventional Radiology
Department of Diagnostic Radiology and Interventional Radiology

9：17〜9：41

一般演題
座

長：原田

Ⅲ．大血管1

Zurich University Hospital, SWITZERLAND

裕久（東京歯科大学市川総合病院 心臓血管外科）

8） Gore TAG slow-deployment の試みとその有効性
京都府立医科大学

心臓血管外科学

岡

克彦，他

12：50〜12：55

大分岡病院

放射線科

閉会のことば
小川

9） 高度粥状硬化
（shaggy aorta）
症例の大動脈ステントグラフト内挿術における
temporary extracorporeal ﬁltered AV shunt を用いた遠位塞栓症予防

薫（順天堂大学保健看護学部 臨床医学）

首藤利英子，他

ˏ ίυΈρθˍ

ˑ ίυΈρθˏ

10）傍腎動脈大動脈瘤症例に対するステントグラフト留置の工夫
順天堂大学医学部附属静岡病院

心臓血管外科

齋藤

兵庫県立淡路医療センター

放射線科 魚谷

6 月 7 日（土） ホテル日航奈良
（飛天・2）

洋輔，他

11）鈍的外傷に伴う大動脈分枝損傷に対して大動脈ステントグラフト留置を行った 2 例
健祐，他

13：00〜17：00

技術教育セミナー（日本MS & G研究会・日本IVR学会合同）
1） Vascular Session 13：00 〜15：00
「大動脈ステントグラフト内挿術の Tips」
モデレータ：伴野

9：41〜10：05

一般演題
座

長：丹原

Ⅳ．大血管2

講師：福田

圭一（順天堂大学静岡病院 心臓血管外科）

12）巨大内腸骨動脈瘤に対し，NBCA による proximal embolization 併用下に EVAR を
東邦大学医療センター佐倉病院 放射線科 粕谷 秀輔，他
施行した 1 例
13）総腸骨動脈瘤を伴った腹部大動脈瘤破裂に対する緊急ステントグラフト留置
（EVAR）
に
て，Amplatzer Vascular Plug Ⅱ
（AVPⅡ）
を用いた内腸骨動脈塞栓が有用であった1例
平塚市民病院

外科

秋好

沢林，他

14）解離性大動脈瘤破裂に対して，ステントグラフト内挿術後に偽腔をコイル塞栓した 1 例
三重大学医学部附属病院

放射線科

茅野

修二，他

堀
本郷

辰雄（藤田保健衛生大学 放射線科）
哲也（国立循環器病センター 放射線科）
祐郎（昭和大学藤が丘病院 放射線科）
哲央（大分大学 放射線科）

2） Non- Vascular Session 15：00 〜17：00
「消化管ステント」
モデレータ：齋藤

博哉（札幌東徳州会病院 画像・IVR センター）
士朗（福井県済生会病院 放射線科）
稲葉 吉隆（愛知がんセンター中央病院 放射線診断科）
佐々木 隆（東京大学 消化器内科）

講師：宮山

15）食道癌 CRT 後の食道大動脈瘻に対して大動脈ステントグラフトを挿入し，出血死を
浜松医科大学 消化器内科 宮津 隆裕，他
回避し得た 2 例

10：05〜10：23

一般演題
座

長：田島

˒ ίυΈρθː

Ⅴ．大血管3
廣之（日本医科大学 放射線科）

16）腰動脈を経由した EVAR 後 Type Ⅱエンドリークに対する経動脈的塞栓術
熊本大学大学院

放射線診断学分野

田村

吉高，他

17）Zenith stentgraft 2000 破損・修復の 1 例
日本医科大学

放射線科

小野澤志郎，他

Ȝ͉́ΑͼΑ̥ͣઉᥝ̱̹ΙνȜςΛΪఱڠ֓ڠ

18）自作 IBD を用いて EVAR を行った 1 例
三重大学

10：23〜10：47

一般演題
座

長：荒井

放射線診断科

加藤

憲幸，他

ͬ୭̫Ȫ˓ȫ
Ȃࡿࢃ͉ͅȶఱ൲ྤ Stent Graft ඤொ

Ⅵ．胆道・消化管
保明（国立がん研究センター中央病院 放射線科）

19）肝門部 covered stent 留置に際して経皮的な左右胆管バイパス作成により肝両葉の
胆管経路を確保し得た胃がん術後再発による胆管閉塞の 1 例
放射線科

古市

欣也，他

消化器内科

井草

祐樹，他

第二消化器科

平山

敦，他

東大阪市立総合病院

20）保険適応後に行った十二指腸ステント留置術に関する検討
順天堂大学練馬病院

໐༶ৣޗشġ Thomas Pfammatter ͥ͢ͅඅ༆࣒

ව͈ Tipsȷ̤͍͢ȶક ۯاStentȷͅޗ̳ܿͥ۾
࣒֗ਠٛͬঔ̱̹ȃ̤̈́ȂThomas Pfammatter ޗ

21）Niti-S カバー付胃十二指腸ステントの留置経験
札幌厚生病院

22）腸閉塞を伴った切除不能進行・再発大腸癌に対するステント留置術と術式別人口肛門
順天堂大学 下部消化管外科 河合 雅也，他
造設術の比較

ː ίυΈρθˎ

͉৽ट৪͈̦ ĲĺĹĺ ා̥ͣ ĲĺĺĲ ා̥̫̀ͅ
ΙνȜςΛΪఱڠ֓ڠ໐༶ৣͅشႉၷΑΗΛ
έ ĩLeitender ArztĪ ̱͂̀ͅވਲম̱̞̹̀ݰ͈ۼ

ਜ਼ഛ൴ఱڠ༗࠲ۭࢌڠ໐ȁਜ਼ഛ൴༗࠲ۭࢌࡄݪȁలˏےȪĳıĲĶȫ
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˔ ུ ŎŦŵŢŭŭŪŤġŔŵŦůŵŴġħġňųŢŧŵŴġࡄݪٛอ௷͈ࠊ
̦ͺις́ٳอ̯ͦ̀ႉ؊ဥ̯ͦȂུ́͜ႉ
႕̦ই̹͛ࠐ̦̜̹̽Ȫ Ĺȫ
ȃల Ĳ ٝࡄݪٛ
͈ٳटાਫ਼͉ජၻࡇၛ֓شఱڠ༶ৣ͈ش݈ٛ́
̜̹̭͉̽͂ྙޟ૬̞ȃոြȂාˍȡ ĳ ͈ٝβȜΑ
֚́ഽ̩̭͚̈́͂͜ݝȂĳķ ාۼ̧̫̹ͣͦ̀ȃల
Ĳĵ ٝࡄݪ̥͉ٛͣ Metallic Stent ͈؊ဥȆอജ̱͂
˓ ŕũŰŮŢŴġőŧŢŮŮŢŵŵŦų ୶͂

̀૧̹ͅٳอ̯̹ͦ Stents Graft ͈হၷອഽ̦௩̷̱
͈ਹါ̦̹̹ࣞ̽͛͘Ȃ࡛हࡤઠུ͈ Metallic

̜̹́̽ȃ

Stents & Grafts ࡄݪ̹ٛ͂̈́̽ȃ๊֚ఴତ͉ܢ
͉́ Ĳı ఴྚྖ̜̹̦́̽Ȃड߃͉́ Ĵı ఴஜࢃ́͘

ˏȫࡄݪٛ४ح৪

௩̹̱حȃ๊֚ఴ͈͕̥ͅΏϋεΐ;θఴ͜௩

ȁ֓ȪඤشȂشٸȂ༶ৣشȫȂۭࢌȂ༶ৣܿȂ ̧̹̱̀حȃࡄݪٛ४ح৪ତ͉ ͉́ܢĲıı ྴஜࢃ
ႉऔܿ̈́̓ࠗ Ĵĸĺ ྴ͈४̹̜̦̽حȃ

́ଔ֊̱̞̹̦̀Ȃड߃͉́ Ĵıı ྴ಼̢ͬͥ́͘ͅ
̹̈́̽Ȫ˕ȫȃ४ح৪͈ၷشਫ਼௺୶͉ࡄݪ͈ٛ

ԇȅ൚๔ଲდ૽࣒̞̀̾ͅ

ڒȪIVR ͉༶ৣ̤̦֓͜ͅشਲম̳ͥȫ̥ͣ൚

ȁల Ĳ ̥ٝͣల Ĵĳ ٝࡄݪ͈ٛ́͘ Ĵĳ ͈ٝࡄݪٛ
́อນ๊̯̹֚ͦఴ Ĳĳĸĳ ఴͬၷش༆Ȃ௫ܕਅ
༆Ȃ༹༆̈́̓ͅ႒̱Ȃ̯ͣͅশయ̮͂ͅਬ̱ࠗ
̷͈̀අಭ̹̱ͬڛȃ
ȁུ Metallic Stents & Grafts ࡄݪ͉ٛȂĲĺĹĺ ා ķ
 ĸ ͅలˍུٝͬ Metallic Stents ࡄݪ̱ٛ͂̀
ٳट̯̹ͦȃ൚๔ଲდ૽͉యນଲდ૽̜̹́̽͜ජ
ၻࡇၛ֓شఱڠ༶ৣޗش͈നຳ୶́
̜̹̽ȃĲĺĹĺ ාͅల Ĳ ٝࡄݪུ̦ٛ́ٳट̯̹ͦ
ࠊ͉ͅȂĲĺĹĶ ාͅଲ ̲͉̀͛́ٮMetallic Stent

˕ ࡄݪٛ৪ତ๊֚͂ఴอນତ
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ȁ߰ȇల Ĵĳ ུٝ ŎŦŵŢŭŭŪŤġŔŵŦůŵŴġħġňųŢŧŵŴ ࡄݪٛͬ৽ट̱̀

Ĳı ၷش༆͙̹ͅࡄݪٛ৪ତ

Ĳĳ ௫ܕ༆͙̹ͅఴอນତ

͉༶ৣ̦شఉ̩̞̹̦ͬ͛̀Ȃड߃͉́ඤشȆٸ

̩̞̭͂ͬͅা̱̞̹̀ȃ̹͘Ȃ൚͉ܖயࡑഎ

̦ࣣڬ͈ش௩̧̹̱̀حȪ Ĳıȫȃඤ֓شȆ̦֓شٸ

ࡄݪอນ̦ઁ̴̥̜̹̦̈́ͣ̽Ȃड߃͉́ͤ̈́͂ܭȂ

Metallic Stent ͞ Stent Graft ͥ͢ͅহၷͅਲম̳ͥܥ

Metallic Stent ଼̦̳̯̹́ۖͦͅহၷ̱̀͂ߓܕ

̦ٛ௩̢̧̹͈̦̀ၑဇ̜̹́̽ȃ௫ܕ༆ͅ४ح৪

ে̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͬփྙ̱̞̹̀ȃً࡛̥ͣݲह́͘

͈ၷشਫ਼௺୶ͬଢ଼̳ͥ͂Ȃક͞ۯا౨͈ۯ́

͈ࡄݪ͈ٛఴଢ଼ུ̥ͣࡄݪ͈ٛ௷̹ͬ̓ͥ͂Ȃ

͉ඤشȆ̠͕̦ͥ͛ͬ̓ͭ͂͢ͅشٸ་̧ͩ̽̀

ࡄݪ͈ٛ́อນඤယུ̧̦࣐̹́ͩͦ̀ Stent হၷ

̹ȃ̭͉ͦ Metallic Stent ̦ࣽ͞કܕا͉́ඤش

͈་̩ͬ͢ນ̱̞̭̦̥̹̀ͥ͂ͩ̽ȃ

֓Ȇ̦֓شٸਲম̳ͥ́͘ຽ̧̭̹̱ͬ͂̀ݞփྙ̱
̞̹̀ȃ̹͘Ȃఱ൲ྤ͉́֓شٸȪ̩͂ͅ௫ࠬٸۯ

Ԉȅ༗࠲ۭࢌڠ໐͈́ΑͼΑȆΙνȜςΛΪఱڠ

֓شȫ̦ Stent Graft ̤̭̠̭̦ͬ̈́͂௩̢̧̹̀Ȫ

֓ڠ໐༶ৣ شThomas Pfammatter ޗͥ͢ͅ

ĲĲȫȃ௫ܕ༆͈ఴତ͈་ͬଢ଼̳ͥ͂Ȃ͉ͅܢ

ࢊםඅ༆࣒̞݅̾̀ͅ
ȁల Ĵĳ ٝ Metallic Stents & Grafts ࡄݪٛࢃ͈ ķ 
Ĳĳ ͅȂࡄݪ͈ٛඅ༆࣒ͅઉᥝ̱̹ΙνȜςΛΪ
ఱڠ֓ڠ໐༶ৣ شThomas Pfammatter ޗ̜ͣͅ
̹ͅջှ̱ਜ਼ഛ൴ఱڠ༗࠲ۭࢌڠ໐΅λϋΩᾼ̤
̞̀༗࠲ۭࢌڠ໐͈ڠ۪͈֚֗ͅޗࢊםȪˎා
ȶ֓ၷࢊםȷȂ൚͉५ޗ܆ئȫ̱͂̀ͥ͢ͅࢊם
අ༆࣒݅ͬঔ̱̹ ĩ  ĲĴ ȡ ĲĶĪȃ࣒ΞȜζ̾ͅ
̞͉̀ȂȶYttrium-90 liver radioembolization for bigi-

ĲĲ ௫ܕ༆͙̹ͅڎၷشఴอນତ

nnersȷȪ۴ͅ܈చ̳ͥͼΛΠς;θ ĺı ͬဥ̞̹۴൲
ྤणͥ͢ͅহၷġĮ ֓ၷࠐࡑ͈ઁ̞̈́֓ၷਲম৪͒

౨͈́ࠏۯఴ̦ఉ̥̹̦̽Ȃड߃͉́ఱࠬ́ࠏۯ

͈ ̹͈͛֗ͅޗĮġȫ̜̹́̽ȃ࣒͈́݅́ࢊםȂඤယ

͈ Stent Graft ̳ͥͅ۾ఴ̦̦ࣣ͛ͥڬఉ̩̈́̽

͉֓ၷ۾Ⴒ̜̹̹́̽͛Ȃڠ࣒̜͂̽̀ͥͅྙޟ

̹Ȫ Ĳĳȫȃ̭͉ͦ౨ ۯMetallic Stent ̦ड߃͉֚́

̹݅͂̈́̽ȃ

๊എ̈́হၷ̱ܿ͂̀ږၛ̯ͦȂ૧̱̞ࡉͬࡉ̱

ਜ਼ഛ൴ఱڠ༗࠲ۭࢌڠ໐ȁਜ਼ഛ൴༗࠲ۭࢌࡄݪȁలˏےȪĳıĲĶȫ

ĲĴ ͥ͢ͅࢊםඅ༆࣒݅Ȫ֓ၷࢊםȫ
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ĲĶ ڠ͂ ŕũŰŮŢŴġőŧŢųŮŮŢŵŵŦų ୶

& Grafts ࡄݪٛอટ͈౷Ȃဇ̜ͥජၻ͈́ٳटͅ
͏̯̱̩ͩΏϋεΐ;θఴ ĸ ఴȂ๊֚ఴ ĳĳ ఴȂ
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