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【一般演題ｾｯｼｮﾝA2】
座長：埼玉医科大学
呼吸器内科
金沢 實
5題：A‑7〜A‑11

【一般演題ｾｯｼｮﾝA1】

座長：東北大学大学院
循環器病態学
佐久間 聖仁
6題：A‑1〜A‑6

【一般演題ｾｯｼｮﾝB5】

【一般演題ｾｯｼｮﾝB4】

機器展示

休憩

（ドリンクサービス）

座長：宝塚第一病院
整形外科
藤田 悟
5題：B‑27〜B‑31

【一般演題ｾｯｼｮﾝB6】

座長：東京大学大学院
心臓・呼吸器外科 【総会】
師田 哲郎
5題：A‑27〜A‑31

座長：三重大学医学部
臨床検査医学
和田 英夫
5題：A‑22〜A‑26

座長：昭和大学藤が丘病院 座長：浜松医科大学
産婦人科
呼吸器内科
杉村 基
倉石 博
5題：B‑22〜B‑26
5題：B‑17〜B‑21

【一般演題ｾｯｼｮﾝA6】

【一般演題ｾｯｼｮﾝA5】

16:35〜
16:45

13:00〜13:50

18:15〜18:20
【閉会の辞】
千葉大学大学院
加齢呼吸器病態
制御学
栗山 喬之

【シンポジウム】
座長：千葉大学大学院
栗山 喬之
三重大学医学部
中野 赳
6題：S‑1〜S‑6

座長：京都大学大学院
臨床病態検査学
岡野 嘉明
5題：B‑12〜B‑16

【一般演題ｾｯｼｮﾝB3】

座長：自治医科大学
消化器一般外科
永井 秀雄
5題：A‑12〜A‑16

16:45〜18:15

座長：信州大学医学部
保健学科
小林 隆夫

座長：獨協医科大学
心血管・肺内科
中元 隆明
5題：A‑17〜A‑21

休憩

12:15〜12:55
【ランチョンセミナー】 【一般演題ｾｯｼｮﾝA3】

【一般演題ｾｯｼｮﾝA4】

15:45〜16:35

（ドリンクサービス）

（昼食）

司会：三重大学医学部
中野 赳

[特別報告]

11:55〜
12:15

14:40〜15:30

15:30〜
15:45

機器展示

【一般演題ｾｯｼｮﾝB2】
【一般演題ｾｯｼｮﾝB1】
座長：福島県立医科大学 座長：近畿大学医学部
外科
心臓血管外科
保田 知生
高瀬 信弥
5題：B‑7〜B‑11
6題：B‑1〜B‑6

11:05〜11:55

10:05〜11:05

13:50〜14:40

三重大学医学部
内科学第一講座
中野 赳

【開会の辞】

10:00〜10:05
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10:00

開会の辞

当番世話人

「東商ホール」
三重大学医学部 内科学第一講座

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ A1】
10:05〜11:05
A‑1.

座長

中野 赳

「東商ホール」

東北大学大学院 循環器病態学

佐久間 聖仁

急性肺塞栓症における血栓吸引療法が急性期予後に与える影響
広島市立広島市民病院 循環器科
○端 孝樹，井上 一郎，河越 卓司，石原 正治，嶋谷 祐二，栗栖 智，
光波 直也，中間 泰晴，木阪 智彦，木島 康文

A‑2.

Tissue Plasminogen Activator (Monteplase)の著効した奇異性脳塞栓
の１例
松山市民病院 循環器科
○藤枝 裕之，羽原 真人，阿部 充伯

A‑3. 右房内血栓を有する慢性肺塞栓症を内科的治療を行い救命し
得た１例
東邦大学医学部付属大森病院 循環器内科
○木内 俊介，原 文彦，山崎 純一，小林 健三郎，山岸 泰道，
鈴木 健也，大山 剛史，廣田 美和子，岡野 喜史，久武 真二，
山科 昌平，南條 修二

A‑4. 開腹手術直後の急性重症肺血栓塞栓症に対して pulse-spray 法
が有効であった１例
聖マリアンナ医科大学 内科（循環器）
○國島 友之，金剛寺 謙，野中 信宏，林 明生，三上 大志，柴本 昌昭，
土屋 勝彦，山内 正博，橋本 信行，新井 まり子，南家 俊彦，
三宅 良彦

A‑5. 急性肺動脈血栓塞栓症(APTE)に対するパルスインフュージョン
血栓溶解と吸引療法の効果
福岡和白病院 循環器科，熊本中央病院 循環器科 1
○斉藤 太郎，比嘉 徹，大嶋 秀一 1，野田 勝生 1，掃本 誠治 1
―
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A‑6.

深部静脈血栓症と肺動脈血栓塞栓症に対する抗血栓療法の効果
−血管エコー検査と肺動脈内視鏡検査による観察評価−

東邦大学医学部付属佐倉病院 循環器センター
○広橋 努，吉永 国士，櫻井 岳志，金井 正仁，清水 一寛，
中村 啓二郎，杉山 祐公，東丸 貴信

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ B1】
10:05〜11:05

座長

「国際会議場」

福島県立医科大学 心臓血管外科

高瀬 信弥

B‑1. 一時的下大静脈フィルター抜去前後の血行動態変化に関する
検討
済生会横浜市南部病院 循環器科
○猿渡 力，仲地 達哉，三橋 孝之，邑山 美奈子，福岡 雅浩，
齋藤 俊彦，中丸 真志

B‑2.

Greenfield filter 挿入後，持続する発熱を呈し血液培養より
enterobacter が繰り返し検出され，filter 感染が疑われた１例

千葉大学医学部付属病院 呼吸器内科，千葉市立青葉病院 内科 1
○岡田 理，田邉 信宏，笠原 靖紀，黒須 克志，杉本 尚昭，
宮澤 裕，滝口 裕一，巽 浩一郎，栗山 喬之，渡辺 励子 1

B‑3.

下大静脈に進展した腎腫瘍に対し一時的下大静脈フィルタ−が
有用であった症例

奈良県立医科大学 麻酔科学教室
○謝 慶一，古家 仁

B‑4.

下大静脈フィルター使用例の検討

聖隷三方原病院 呼吸器外科
○吉冨 裕久，山田 健，棚橋 雅幸，中島 義明，島 完，丹羽 宏

B‑5. 深部静脈血栓症に対する治療における Gunther tulip vena cava
filter の使用経験
京都府立医科大学大学院医学研究科 放射線診断治療学
○山上 卓士，加藤 武晴，田中 治，廣田 達哉，西村 恒彦
―
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B‑6.

京都大学病院における回収可能な恒久型下大静脈フィルター
（Gunther Tulip Vena Caval Filter）の使用経験
京都大学医学部附属病院 循環器内科
○江原 夏彦，当麻 正直，古川 裕，中川 義久，北 徹，木村 剛

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ A2】
11:05〜11:55
A‑7.

座長

「東商ホール」

埼玉医科大学 呼吸器内科

金沢

實

来院直後に心肺停止となったが，PCPS にて救命しえた肺血栓
塞栓症の１例
済生会横浜市南部病院 循環器科
○齊藤 俊彦，猿渡 力，中丸 真志，福岡 雅浩，邑山 美奈子，
仲地 達哉，三橋 孝之

A‑8.

モバイル肺血流シンチグラフィーが有用であった，ショックにて
発症した広範性肺塞栓症と奇異性塞栓による心筋梗塞を合併した
１例
日本医科大学 集中治療室，同 第一内科 1，同 放射線科 2
○篠田 暁与，山本 剛，宮元 亮子 1，谷口 宏史 1，圷 宏一，佐藤 直樹，
田中 啓治，高野 仁司 1，高山 守正 1，高野 照夫 1，汲田 伸一郎 2，
田島 廣之 2，中澤 賢 2，隈崎 達夫 2

A‑9.

肺塞栓症の早期診断のための緊急核医学検査の試み
久留米大学医学部 放射線科，同 第三内科 1
○馬場 健吉，石橋 正敏，甲斐田 勇人，早渕 尚文，大内田 昌直 1

A‑10. マルチスライス CT にて診断した急性肺血栓塞栓症・深部静脈
血栓症患者の検討
千葉大学医学部附属病院 呼吸器内科，千葉県立東金病院 呼吸器科 1
○安井 山広，田邉 信宏，藤川 文子，弥富 真理，松原 宙，笠原 靖紀，
黒須 克志，杉本 尚昭，宮澤 裕，潤間 隆宏 1，滝口 裕一，
巽 浩一郎，栗山 喬之

―
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A‑11．肺塞栓症の病型別特徴と診断・治療の比較
肺塞栓症研究会作業部会
○佐久間 聖仁，中村 真潮，中西 宣文，宮原 嘉之，田邉 信宏，
山田 典一，栗山 喬之，国枝 武義，杉本 恒明，中野 赳，白土 邦男

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ B2】
11:05〜11:55
B‑7.

座長

「国際会議場」

近畿大学医学部 外科

保田 知生

妊娠・出産または感染に関連した比較的稀な塞栓子による
肺塞栓症

東北大学医学部 循環器内科，三重大学医学部 内科学第一講座 1
○杉村 宏一郎，佐久間 聖仁，高橋 徹，北向 修，白土 邦男，
中村 真潮 1，矢津 卓宏 1，山田 典一 1，太田 雅弘 1，中野 赳 1

B‑8.

当院で施行された剖検 120 例での肺動静脈に血栓を認めた７例

西宮市立中央病院 外科，同 病理部 1
○西川 泰章，井谷 豊，中川 須美子，天野 正弘，林田 博人，
松井 成生，新居延 高宏，左近 賢人，綾田 昌弘 1

B‑9.

術後肺塞栓症予防のための術前エコー検査と術後抗凝固療法

新潟大学大学院 呼吸循環外科，海老名総合病院 人工関節センター1，
東日本循環器病院 心臓血管センター2，NHO さいがた病院 検査科 3

○榛沢 和彦，林 純一，草場 敦 1，小柳 仁 2，水島 美津子 3

B‑10. 当科における術前深部静脈血栓症の術前術後管理
近畿大学医学部 産科婦人科，同 外科 1，同 中央臨床検査部 2，
同 麻酔科 3
○土井 裕美，保田 知生 1，増田 詩織 2，小谷 敦志 2，塩川 泰啓 3，
梶川 竜治 3，高杉 嘉弘 3，大村 元，堂 國日子，釣谷 充弘，
小畑 孝四郎，星合 昊

B‑11. 当院における静脈血栓塞栓症予防マニュアルの作成
琉球大学附属病院 第二外科
○佐久田 斉，松原 忍，仲栄真 盛保，國吉 幸男，古謝 景春
―
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11:55〜12:15

昼

食

【特別報告】

「東商ホール」

「東商ホール」

12:00〜12:15 司会 三重大学医学部 内科学第一講座 中野 赳
「新潟中越地震被災地における肺塞栓症（いわゆるエコノミークラス
症候群）の現況」
新潟大学大学院 呼吸循環外科

【ランチョンセミナー】

榛沢 和彦

「東商ホール」

12:15〜12:55 座長 信州大学医学部 保健学科 小林 隆夫
「深部静脈血栓症，肺血栓塞栓症の予防，治療に役立つ新しい
抗血栓療法」
東海大学医学部 内科学系

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ A3】
13:00〜13:50

座長

後藤 信哉

「東商ホール」

自治医科大学 消化器一般外科

永井 秀雄

A‑12. 周術期肺血栓塞栓症発症状況とその変化
社団法人日本麻酔科学会 肺塞栓症予防ガイドライン作成作業部会
○黒岩 政之，古家 仁，瀬尾 憲正，入田 和男，伊藤 誠，佐々木 順二，
澤 智博

A‑13. 術後無症候性深部静脈血栓症の発生頻度及び肺塞栓症との関係
三重大学医学部 整形外科， 村瀬病院 整形外科 1，
同大学 内科学第一講座 2，同 放射線科 3
○施 徳全，須藤 啓広，長谷川 正裕，笠井 裕一，近藤 哲士 1，
榊原 紀彦 1，山田 典一 2，小林 茂樹 3，塩川 靖夫 1，内田 淳正

―
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A‑14. 静脈瘤肢のヒラメ静脈血栓症における超音波検査の診断精度と
発生頻度
鳥取大学医学部 器官再生外科学
○金岡 保，中嶋 英喜，伊藤 則正，上平 聡，松田 成人，石黒 眞吾，
應儀 成二

A‑15. アジアにおける静脈血栓塞栓症の頻度−文献的検討−
西宮市立中央病院 外科
○左近 賢人，西川 泰章，渡部 直史，井谷 豊，中川 須美子，
天野 正弘，林田 博人，松井 成生，新居延 高宏

A‑16. 近畿大学医学部附属病院における術後血栓症対策と予防対策の
効果の検討（第２報）
近畿大学医学部 外科，同 循環器内科 1，同 整形外科 2，同 産婦人科 3，
同 呼吸器内科 4，同 麻酔科 5，同 放射線科 6，同 看護部 7，同 中央臨
床検査部 8，同 中央放射線部 9
○保田 知生，谷口 貢 1，福田 寛二 2，野中 藤吾 2，廣畑 健，
小畑 孝四郎 3，久保 裕一 4，湯浅 晴之 5，高杉 嘉弘 5，柳生 行伸 6，
森園 利美 7，大成 友貴美 7，小谷 敦志 8，宇佐美 公男 9，森本 英夫 9，
森 成志 2，赤木 将男 2，増田 詩織 8，林 孝浩 1，平野 豊 1，
橋本 直樹，塩崎 均，古賀 義久 5，大柳 治正，石川 欽司 1

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ B3】
13:00〜13:50

座長

「国際会議場」

京都大学大学院 臨床病態検査学

岡野 嘉明

B‑12. 身体拘束の関与が推察された精神科入院患者の肺血栓塞栓症に
よる突然死
東京都監察医務院
○呂 彩子，景山 則正，谷藤 隆信，濱松 晶彦，福永 龍繁

―
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B‑13. 当科における肺血栓塞栓症の臨床的検討
獨協医科大学 心血管・肺内科
○原澤 寛，布施 大輔，天野 裕久，松田 俊哉，小田 和彦，有川 拓男，
町田 優，吉田 武，金谷 智明，田口 功，杉村 浩之，星 俊安，
阿部 七郎，中元 隆明，金子 昇

B‑14. 急性肺塞栓症の診断手順
肺塞栓症研究会作業部会
○佐久間 聖仁，中村 真潮，中西 宣文，宮原 嘉之，田邉 信宏，
山田 典一，栗山 喬之，国枝 武義，杉本 恒明，中野 赳，白土 邦男

B‑15. 急性肺血栓塞栓症におけるナトリウム利尿ペプチド測定の臨床的
意義
三重大学医学部 内科学第一講座
○太田 覚史，山田 典一，辻 明弘，石倉 健，太田 雅弘，矢津 卓宏，
中村 真潮，沖中 務，伊藤 正明，井阪 直樹，中野 赳

B‑16. 人工股関節置換術における術中超音波陽性塞栓子と術直後の
肺塞栓症について
久留米大学医学部 麻酔科
○渡邉 誠之，平木 照之，上田 伸英，山本 洋介，原 将人，加納 龍彦

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ A4】
13:50〜14:40

座長

「東商ホール」

獨協医科大学 心血管・肺内科

中元 隆明

A‑17. 興味ある下肢深部静脈血栓症がみられた急性肺血栓塞栓症の
１剖検例
東京都監察医務院
○景山 則正，呂 彩子，谷藤 隆信，濱松 晶彦，福永 龍繁

A‑18. 内科的経過観察を余儀なくされた右心腔内血栓症の１例
長崎大学医学部 第二内科
○泉川 卓也，佐貫 仁宣，古賀 聖士，二宮 暁代，宮原 嘉之，河野 茂

―
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A‑19. 下大静脈内血栓か腫瘍か判別不能であった精巣腫瘍全身転移の
１症例
市立島田市民病院 循環器科，同 泌尿器科 1
○堂山 清，西川 信之 1（現 公立甲賀病院）
，河瀬 紀夫 1，福澤 重樹 1，
宮川 美栄子 1（現 関西医科大学）

A‑20. 肝細胞癌による microscopic pulmonary embolism の１例
県立広島病院 呼吸器内科，同 消化器内科 1，同 病理研究検査科 2
○土井 正男，宮本 真太郎，福原 啓子，大西 毅，住吉 秀隆，前田 裕行，
桑原 正雄，北本 幹也 1，西阪 隆 2

A‑21. 多発転移を伴う乳癌に対する化学療法中に増悪した肺高血圧症の
１例−腫瘍塞栓か？−
広島大学大学院医歯薬総合研究科 分子病態制御内科学，
同 心臓血管生理医学 1
○徳山 丈二，寺川 宏樹，上田 健太郎，西岡 健司，岡野 勝二，
竹本 博明，日高 貴之，尾木 浩，三好 美和，中野 由紀子，新宮 哲司，
茶山 一彰，東 幸仁 1，吉栖 正生 1

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ B4】
13:50〜14:40

座長

「国際会議場」

昭和大学藤が丘病院 呼吸器内科

倉石 博

B‑17. PSVT 発作をきっかけに肺血栓塞栓症が発見された AT‑Ⅲ欠損症の
１例
国保旭中央病院 循環器センター
○庄司 行孝，神田 順二，佐藤 寿俊，櫛田 俊一，橋本 亨，鈴木 勝

B‑18. 繰り返す若年発症の肺血栓塞栓症を契機に肺癌と診断された１例
慶應義塾大学医学部 呼吸器内科
○中野 泰，川田 一郎，西村 知泰，伊東 良晃，岡田 玲奈，井口 豪，
長谷川 直樹，浅野 浩一郎，小山田 吉孝，石坂 彰敏

―
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B‑19. 急性肺血栓塞栓症の治療中に下肢静脈血栓症が増悪したヘパリン
起因性血小板減少症（HIT）の１症例
国立循環器病センター 内科心臓血管部門
○高濱 博幸，二藤部 丈司，大谷 秀雄，京谷 晋吾，中西 宣文

B‑20. 女性ホルモン製剤服用により発症した深部静脈血栓・肺塞栓症の
２例
浜松医科大学 産婦人科，信州大学医学部 保健学科 1
○大橋 涼太，杉村 基，金山 尚裕，小林 隆夫 1

B‑21. 中心静脈カテーテルによる内頚静脈血栓症から肺塞栓症を
きたした１例
弘前大学医学部 第一外科
○近藤 慎浩，若山 文規，谷口 哲，一関 一行，小山 正幸，福田 幾夫

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ A5】
14:40〜15:30

座長

「東商ホール」

三重大学医学部 臨床検査医学

和田 英夫

A‑22. 周術期深部静脈血栓症の診断のための D-dimer と下肢静脈エコー
奈良県立医科大学 麻酔科学教室，同 中央内視鏡超音波部 1
○古家 仁，謝 慶一，北口 勝康，斎藤 弥穂 1，平井 都始子 1

A‑23. 静脈血栓塞栓症における Latex photometric immunoassay 法血漿
D-dimer 値測定の意義
三重大学医学部 内科学第一講座，同 臨床検査医学 1
○太田 覚史，山田 典一，辻 明宏，石倉 健，太田 雅弘，矢津 卓宏，
中村 真潮，沖中 務，伊藤 正明，井阪 直樹，中野 赳，和田 英夫 1

A‑24. 肺癌と静脈血栓塞栓症〜肺癌患者における D-Dimer と血漿 Tissue
Factor 抗原量からみた検討〜
北海道大学医学部 第一内科，北海道医療大学歯学部 内科学講座 1
○池田 大輔，辻野 一三，大平 洋，伊東 直史，神垣 光徳，石丸 伸司，
坂上 慎二，家子 正裕 1，西村 正治

―
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A‑25. 大腿骨頸部・転子部骨折の DVT 発生率と D-ダイマー，
可溶性フィブリンのスクリーニングとしての有用性
公立玉名中央病院 整形外科
○中野 哲雄，越智 龍弥，宮薗 一樹，福田 朋博，稲葉 大輔，高田 興志

A‑26. 可溶性フィブリンによる深部静脈血栓症診断の試み
三重大学附属病院 中央検査部，同 臨床検査医学 1，同 内科学第一講座 2
○西尾 緑，西岡 由紀子，阿部 泰典，信田 憲行，森下 芳孝，大西 勝也 1，
和田 英夫 1，登 勉 1，太田 覚史 2，石倉 健 2，山田 典一 2，中村 真潮 2，
中野 赳 2

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ B5】
14:40〜15:30

座長

「国際会議場」

浜松医科大学 産婦人科

杉村

基

B‑22. 先天性 ATⅢ欠損症（typeⅠ）妊婦に発生した深部静脈血栓症の
１例
金沢医科大学 心臓血管外科
○四方 裕夫，水野 史人，小畑 貴司，飛田 研二，松原 純一

B‑23. 周術期のみに積極的な抗凝固療法を施行した血栓症既往を有する
妊婦の１例
信州大学医学部 産科婦人科，同 保健学科 1
○花岡 由里子，大瀬 かおり，芦田 敬，岡 賢二，北 直子，金井 誠，
小西 郁生，小林 隆夫 1

B‑24. 妊婦深部静脈血栓症の２例 −発症から周産期までの管理−
武蔵野赤十字病院 循環器科
○久佐 茂樹，大西 健太郎，樋口 晃司，佐々木 毅，関口 幸夫，
山内 康照，宮本 貴庸，尾林 徹，丹羽 明博

B‑25. 婦人科領域における下肢深部静脈血栓症と肺塞栓症の評価法
−TAT，α2-PIC の有用性の検討−
東海大学医学部 専門診療学系産婦人科，同 基盤診療学系画像診断学 1
○池田 仁恵，安井 功，小泉 淳 1
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B‑26. 術前の血中 D-Dimer 値測定と超音波カラードップラー法による
深部静脈血栓症スクリーニング
奈良県立医科大学 産科婦人科学教室
○川口 龍二，阪本 義晴，森川 肇

15:30〜15:45

休

憩

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ A6】
15:45〜16:35

座長

座長

「東商ホール」

東京大学大学院 心臓・呼吸器外科

師田 哲郎

A‑27. 肺血栓内膜摘除術後残存肺高血圧に対し PCPS が有効であった
１例
藤田保健衛生大学 胸部外科
○山下 満，安藤 太三，長谷川 祥子，武藤 紹士，近藤 ゆか，星野 竜，
服部 浩治，佐藤 雅人，西部 俊哉，入山 正

A‑28. 本態性血小板血症に合併した慢性血栓塞栓性肺高血圧症の１例
昭和大学藤が丘病院 呼吸器内科・RCU
○蓮本 誠，山下 潤，鍵山 奈保，土屋 典子，土屋 裕，矢野 量三，
武田 純一，中村 貴幸，貴嶋 宏全，倉石 博，菊池 敏樹，冨田 尚吾，
大塚 英彦，成島 道昭，鈴木 一

A‑29. 末梢型肺血栓塞栓症との鑑別が困難であった，肺内びまん性腫瘍
塞栓の１例
国立循環器病センター 内科心臓血管部門，同 臨床検査部門病理 1
○菅野 公彦，大谷 秀雄，二藤部 丈司，京谷 晋吾，中西 宣文，
羽尾 裕之 1，植田 初江 1

A‑30. 奇異性塞栓症により脳梗塞，心筋梗塞を起こした慢性肺血栓塞栓
症，深部静脈血栓症の１例
慶應義塾大学病院 循環器内科
○花岡 洋成，矢田 浩崇，佐藤 徹，神吉 秀明，安斉 俊久，岩永 史郎，
吉川 勉，小川 聡
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A‑31. 慢性肺血栓塞栓症におけるマルチスライス CT を用いた
CT angiography 所見の検討
千葉県立東金病院 呼吸器科，千葉大学医学部附属病院 呼吸器内科 1
○潤間 隆宏，松原 宙 1，田邉 信宏 1，安井 山広 1，藤川 文子 1，弥富 真理 1，
笠原 靖紀 1，滝口 裕一 1，巽 浩一郎 1，栗山 喬之 1

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ B6】
15:45〜16:35

座長

「国際会議場」

尚和会宝塚第一病院 整形外科

藤田 悟

B‑27. 外傷患者における深部静脈血栓症の予防：新しい間欠的空気
圧迫法機器による装着率の改善
重症心身障害児施設 江津湖療育園 小児科
テキサス大学医学部ガルベストン校 血管外科 1
○村上 真紀，Lois A. Killewich1

B‑28. 人工膝関節置換術における術中静脈血栓発生についての検討
‑ターニケット使用が血栓形成におよぼす影響‑
近畿大学医学部 整形外科，同 外科 1，同 麻酔科 2，同 循環器内科 3，
同 中央臨床検査部 4
○森 成志，赤木 将男，朝田 滋貴，保田 知生 1，湯浅 晴之 2，
高杉 嘉弘 2，谷口 貢 3，増田 詩織 4，浜西 千秋

B‑29. 大腿骨近位部骨折に対する低用量未分画ヘパリンの安全性と効果
熊本中央病院 整形外科
○阿部 靖之，岡嶋 啓一郎，大島 卓，村上 直也，清水 寛一，畠 邦晃

B‑30. 消化器癌術後の静脈血栓塞栓症予防に対するダナパロイド投与
の有効性と安全性の検討
大阪大学大学院 病態制御外科，同 生体情報医学 1，
大阪府立成人病センター 消化器外科 2，
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター3，市立西宮中央病院 外科 4
○鈴木 玲，池田 正孝，畑 泰司，真貝 竜史，安井 昌義，堀 雅敏 1，
竹政 伊知朗，山本 浩文，大植 雅之 2，中森 正二 3，関本 貢嗣，
左近 賢人 4，門田 守人
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B‑31. 術後肺塞栓（PE）・深部静脈血栓（DVT）の予防対策
−クリニカルパスによるヘパリン酸カルシウム投与について−
自治医科大学 消化器一般外科
○堀江 久永，佐田 尚宏，安田 是和，永井 秀雄

16：35〜16：45 総

会

【シンポジウム】

「東商ホール」

「東商ホール」

16：45〜18：15
座長

千葉大学大学院 加齢呼吸器病態制御学 栗山 喬之
三重大学医学部 内科学第一講座
中野 赳

急性肺血栓塞栓症の治療―現状と展望
S‑1．急性肺血栓塞栓症に対する内科的治療
三重大学医学部 内科学第一講座

山田 典一

S‑2．重症肺塞栓症における薬物治療の現状と展望
武蔵野赤十字病院 循環器科

丹羽 明博

S‑3．カテーテル治療の現況と展望
広島市立広島市民病院 循環器科

井上 一郎

S‑4．急性肺血栓塞栓症の治療―現状と展望.カテーテル治療.
日本医科大学 放射線医学・ﾊｲﾃｸﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ

田島 廣之

S‑5．急性広範性肺塞栓症に対する外科治療の適応と問題点
弘前大学医学部 第一外科

福田 幾夫

S‑6．急性肺血栓塞栓症の外科的治療
藤田保健衛生大学医学部 胸部外科

18：15

閉会の辞

当番世話人

安藤 太三

「東商ホール」

千葉大学大学院 加齢呼吸器病態制御学
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栗山 喬之

