第 29 回肺塞栓症研究会学術集会
日程表
2022 年 11 月 13 日（日）
9:30～9:35
9:35～10:05

■開会の辞
■モーニングセミナー 「Cancer-VTE Registry からみる日本人 CAT 診療の現状と課題」
座長︓田邉 信宏
演者︓粟野 暢康
共催︓第一三共株式会社

10:05～11:00

■要望演題 1 「COVID-19 関連静脈血栓塞栓症」（発表 10 分、質疑 3 分）
座長︓田村 雄一、荻原 義人
演者︓山本 尚人、孟 真、、軽部 義久、洞口 哲

11:00～12:05

■要望演題 2 「血栓溶解療法の現状と課題」 「Acute on chronic
肺塞栓症へのアプローチ」（発表 10 分、質疑 3 分）
座長︓福田 恵一、小泉 淳
演者︓荻原 義人、辻 明宏、梅井 智彦、増田 拓、上田 仁

12:10～13:00

■ランチョンセミナー 「Cancer VTE Guideline Update 2022 ～Apixaban を中心に」
座長︓山田 典一
演者︓大倉 裕二
共催︓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

13:05～13:15

■総会

13:15～14:25

■一般口演（発表７分、質疑 3 分）
座長︓保田 知生、小林 隆夫
演者︓佐藤 徹、髙橋 純子、安斉 均、福士 圭、清水 一寛、吉田 俊哉、木村 徳宏

14:25～15:25

■スポンサードシンポジウム 「深部静脈血栓症（PE/DVT）における診断と治療」
座長︓波多野 将
演者︓池田 長生、清水 一寛
共催︓バイエル薬品株式会社

15:25～16:50

■シンポジウム 「我が国の VTE 診療の現状と課題」（発表 14 分、質疑 3 分）
座長︓中村 真潮、山本 剛
演者︓山下 侑吾、荻原 義人、星野 祐二、関口 達也、川口 龍二

16:50～17:00

■表彰式
■閉会の辞

第 29 回肺塞栓症研究会学術集会
プログラム

2022 年 11 月 13 日（日）
9:30～9:35

開会の辞
当番世話人：山本 剛（日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科）

9:35～10:05 モーニングセミナー
座長：田邉 信宏（千葉県済生会習志野病院）
Cancer VTE Registry が示したがん患者における VTE の実態
～日本発のエビデンスと DOAC を臨床にどう活かすか？～
粟野 暢康（日本赤十字社医療センター 呼吸器内科/内視鏡診断治療科）
共催：第一三共株式会社
10:05～11:00 要望演題１「COVID-19 関連静脈血栓塞栓症」 発表 10 分、質疑 3 分
座長：田村 雄一（国際医療福祉大学医学部 循環器内科）
荻原 義人（三重大学医学部附属病院 循環器内科）
1. COVID-19 入院患者に対する VTE 予防としての低分子ヘパリン、Xa 阻害剤使用の経験
山本 尚人（浜松医療センター 血管外科）
2. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）における血栓症予防および抗凝固療法の診療指針（Ver4.0）
孟 真（横浜南共済病院 心臓血管外科）
3. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）における血栓症の現状：多施設共同後ろ向きコホート研
究
軽部 義久（横浜南共済病院 心臓血管外科）
4. COVID-19 感染後に発症した AT-Ⅲ欠乏症を伴う肺塞栓(PE)/右下肢深部静脈症(DVT)の 1 例
洞口 哲（国際医療福祉大学病院 血管外科）
11:00～12:05 要望演題 2「血栓溶解療法の現状と課題」
「Acute on chronic 肺塞栓症へのアプローチ」発表 10 分、質疑 3 分

座長：福田 恵一（慶應義塾大学医学部 循環器内科）

小泉 淳（千葉大学医学部 放射線科画像診断センター）

1. 当院での症候性中枢型深部静脈血栓に対するモンテプラーゼを用いたカテーテル血栓溶解療法
荻原 義人（三重大学医学部附属病院 循環器内科）

2. 当院における重症肺血栓塞栓症に対する治療方法～血栓溶解療法を中心に～
辻 明宏（国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門 肺循環科）
3. バルーン肺動脈形成術後の急性肺血栓塞栓症に対して抗凝固療法の変更が有効であった慢性血栓塞
栓性肺高血圧症の一例
梅井 智彦（慶應義塾大学医学部 循環器内科）
4. ECMO を装着された Acute on chronic 肺塞栓症の一手術例
増田 拓（横浜南共済病院 心臓血管外科）
5. 当院における Acute on chronic 肺血栓塞栓症に対する治療戦略
上田 仁（国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門 肺循環科）
12:10～13:00 ランチョンセミナー
座長：山田 典一（桑名市総合医療センター 循環器内科）
Cancer VTE Guideline Update 2022 ～Apixaban を中心に
大倉 裕二（新潟県立がんセンター新潟病院 腫瘍循環器科）
共催：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
13:05～13:15 総会
司

会：代表世話人 小林 隆夫

報告者：幹事

13:15～14:25 一般口演

荻原 義人

発表 7 分、質疑 3 分
座長：保田 知生（星ヶ丘医療センター 血管外科）
小林 隆夫（浜松医療センター）

1.

V-A ECMO 再留置及び左開胸下肺動脈血栓摘除術を行い救命した急性広範型肺血栓塞栓症の一
例」
佐藤 徹（三重大学医学部附属病院 循環器内科）

2.

急性肺血栓塞栓症治療の現状と問題点
髙橋 純子（千葉大学医学部附属病院 呼吸器内科）

3.

繰り返す失神症状を伴う急性肺血栓塞栓症にて発症した膝窩静脈瘤の一例
安斉 均（SUBARU 健康保険太田記念病院）

4.

高リスク肺塞栓症における ECMO 導入および離脱前後の血行動態関連指標の検討
福士 圭（日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科）

5.

静脈血栓塞栓症に対するクリニカルパス診療の導入実績
清水 一寛（東邦大学医療センター佐倉病院 循環器内科）

6.

経皮的卵円孔閉鎖術施行患者における静脈血栓塞栓症の特徴
吉田 俊哉（聖マリアンナ医科大学 循環器内科）

7.

卵巣癌術後に発症した肺塞栓症に対し体外循環式心肺蘇生、カテーテル的血栓摘除術を施行、
翌日に右心腔内血栓による再塞栓をきたした一例
木村 徳宏（日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科）

14:25～15:25 スポンサードシンポジウム
「深部静脈血栓症（PE/DVT）における診断と治療」

座長：波多野 将（東京大学医学部附属病院 高度心不全治療センター）

1. CTEPH・悪性腫瘍を意識した肺塞栓症の長期管理を考える
池田 長生（東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科）
2. 血栓性合併症（PTS,PE）抑制を見据えた DVT 治療と VTE 治療クリニカルパス
清水 一寛（東邦大学医療センター佐倉病院 循環器内科）
共催：バイエル薬品株式会社
15:25～16:50 シンポジウム 「我が国の VTE 診療の現状と課題」 発表 14 分、質疑 3 分
座長：中村 真潮（陽だまりの丘なかむら内科）
山本 剛（日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科）
1. 総論 「DOAC 時代における日本の VTE 診療の変化と課題」
山下 侑吾（京都大学医学部附属病院 循環器内科）
2. 内科治療 「国内 DOAC 特定使用成績調査からみた VTE 診療状況と今後の課題」
荻原 義人（三重大学医学部附属病院 循環器内科）
3. 外科治療 「DVT 治療、エビデンスに基づいた新たな治療指針の提案」
星野 祐二（福岡山王病院 血管外科）
4. IVR 「VTE に対する血管内治療（IVR）
」
関口 達也（東海大学医学部付属病院 画像診断科）
5. 予防 「VTE 予防の現状と課題について」
川口 龍二（奈良医科大学附属病院 産婦人科）
16:50～17:00 表彰式
閉会の辞
当番世話人：中村 真潮（陽だまりの丘なかむら内科）

