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【一般演題ｾｯｼｮﾝB5】
座長：国立循環器病ｾﾝﾀｰ
心臓血管内科 中西 宣文
5演題：B-19～23,
特別発言

14:05～15:05

13:15～14:05

座長：新潟大学大学院
呼吸循環外科 榛沢 和彦
5演題：B-14～18

座長：奈良県立医科大学
麻酔科 古家 仁
5演題：A-19～23

【一般演題ｾｯｼｮﾝB4】

【一般演題ｾｯｼｮﾝA5】

座長：隅田秋光園内科
国枝 武義
東北大学大学院循環器病態
学 佐久間 聖仁
5演題：A-14～18,
特別発言

14:15～15:05

機器展示

【休憩】

16:15～
16:35

（ドリンクサービス）

座長：東海大学医学部
基盤診療学系画像診断学
小泉 淳
7演題：B-24～30

【一般演題ｾｯｼｮﾝB6】

15:05～16:15

座長：東京逓信病院
呼吸器科 久田 哲哉
7演題：A-24～30

【一般演題ｾｯｼｮﾝA6】

15:05～16:15

（ドリンクサービス）

16:35～18:05

【総会】

12:15～12:25

12:25～13:15

東北大学大学院
循環器病態学
白土 邦男

【閉会の辞】

18:05～18:10

座長：小江原中央病院
循環器科 宮原嘉之

【ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ】

座長：社会福祉法人隅田秋光園
内科
国枝 武義
東北大学大学院循環器病
態学
白土 邦男

【シンポジウム】

座長：日本医科大学
集中治療室 田中 啓治
4演題：B-10～13

座長：大阪大学大学院
消化器外科学 池田 正孝
5演題：B-6～9

機器展示

【一般演題ｾｯｼｮﾝB3】

【一般演題ｾｯｼｮﾝB2】

11:35～12:15

10:55～11:35

座長：藤田保健衛生大学
胸部外科 安藤 太三
5演題：B-1～5

座長：武蔵野赤十字病院
循環器科 丹羽 明博
4演題：A-10～13

【一般演題ｾｯｼｮﾝB1】

【一般演題ｾｯｼｮﾝA3】

11:35～12:15

座長：東邦大学付属佐倉病
院臨床生理機能学
東丸 貴信
4演題：A-6～9

10:55～11:35
【一般演題ｾｯｼｮﾝA2】

【要望演題ｾｯｼｮﾝA4】

13:15～14:15

座長：弘前大学 呼吸器・
心臓血管外科 福田 幾夫
5演題：A-1～5

10:05～10:55

【一般演題ｾｯｼｮﾝA1】

社会福祉法人
隅田秋光園内科
国枝 武義

10:05～10:55

【開会の辞】

10:00～10:05

第12回肺塞栓症研究会 平成17年11月５日（土） タイムテーブル

発表各位へのご案内
１）口演時間
今回の一般演題は全演題「口述発表」です。
発表時間は口演６分，質疑・討論４分（計 10 分）です。
演題多数のため，発表時間が短くなりましたが，時間厳守でお願い致し
ます。
なお，シンポジウムは各口演 10 分，総合討論 30 分を予定しています。

２）ＰＣ，ＶＴＲの作成，受付等
ＰＣの場合は出来る限りソフトは Power Point としてください。
プレゼン枚数に制限はありませんが，映写面は 1 面のみです。
ＶＴＲは頭出しをお願い致します。
ＰＣとＶＴＲの同時投影はできません。
ＰＣ受付は４Ｆおよび７Ｆの各会場入口横にございます。
口演の 30 分前にはＰＣ，ＶＴＲの受付をお済ませください。

３）発表演題の投稿
口演内容は「Therapeutic Research」へ掲載致します。
投稿規程，原稿提出期日などは当日ＰＣ受付にてお渡し致します。

参加各位へのご案内
１）総合受付（４Ｆ）
9:00 より会場前の受付（会員・発表者，一般参加別）にて行います。
①会員・発表者
出席者名簿にご記帳ください。参加費は不要です。
②一般参加（会員・発表者以外）
出席者名簿にご記帳いただき，参加費として 2,000 円をお支払いくだ
さい。

２）昼食（弁当）
「東商ホール」で 12:15～13:15 にご昼食をお取りいただけます。
３）機器展示
「４Ｆ特別会議室Ａ･Ｂ」にございます。
なお，展示会場内でドリンクサービスをしております。

10:00

開会の辞

当番世話人

「東商ホール」
社会福祉法人隅田秋光園 内科

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ A1】
10:05～10:55
A-1.

座長

国枝 武義

「東商ホール」

弘前大学 呼吸器・心臓血管外科 福田 幾夫

新潟中越地震後に発生した院外発症の肺塞栓症
肺塞栓症研究会作業部会1)，厚生労働省血液凝固異常に関する調査研究班
／深部静脈血栓症・肺塞栓症グループ2)
○佐久間 聖仁1,2)，中村 真潮1,2)，榛沢 和彦2)，小林 隆夫2)，
黒岩 政之2)，中西 宣文1)，宮原 嘉之1)，田邉 信宏1)，山田 典一1)，
栗山 喬之1)，国枝 武義1)，杉本 恒明1)，中野 赳1,2)，白土 邦男1)

A-2.

新潟中越地震被災者における静脈血栓塞栓症と凝血分子マーカー
新潟大学大学院 呼吸循環外科1)，土田循環器クリニック2)，
富山医科薬科大学 検査診断学3)
○榛沢 和彦1)，林 純一1)，土田 桂蔵2)，北島 勲3)

A-3. 長時間座位による遊戯を契機に肺血栓塞栓症を発症した若年者の
１例
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 循環器内科1)，
聖マリアンナ医科大学 内科（循環器）2)
○國島 友之1)，山内 正博1)，新井 まり子2)，関 敦2)，柴本 昌昭2)，
南家 俊彦2)，武者 春樹1)，三宅 良彦2)

A-4.

航空機に起因した肺血栓塞栓症の検討
日本医科大学成田国際空港クリニック1)，
同大学 千葉北総病院 集中治療部2)，同大学 救急医学講座3)
○牧野 俊郎1)，浅野 悦洋1)，恵志 正輝1)，村越 秀光1)，今泉 孝敬2)，
畑 典武2)，山本 保博3)

A-5.

新潟中越地震における静脈血栓塞栓症：慢性期の問題
新潟大学大学院 呼吸循環外科1)，土田循環器クリニック2)，
厚生連魚沼病院3) ，富山医科薬科大学 検査診断学4)
○榛沢 和彦1)，林 純一1)，土田 桂蔵2)，斉藤 六温3)，北島 勲4)
－1－

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ B1】
10:05～10:55
B-1.

「国際会議場」

座長 藤田保健衛生大学 胸部外科 安藤 太三

下肢動脈閉塞症，上腸間膜静脈閉塞症，慢性肺血栓塞栓症を合併
したプロテイン C 欠乏症（Val297Met）の１例
大阪大学大学院 医学系研究科内科学講座 循環器内科学1) ，
同 心臓血管外科2)
○小畠 久和1)，正木 充1)，平源 善宗1)，杉山 祥子1)，黒田 忠1)，
寺井 和生1)，廣田 久雄1)，堀 正二1)，高野 弘志2)，澤 芳樹2)

B-2. 遺伝性球状赤血球症(HS)に併発した慢性血栓塞栓性肺高血圧症の
１例
東北大学大学院 循環器病態学
○多田 智洋，佐久間 聖仁，出町 順，鈴木 潤，縄田 淳，及川 美奈子，
杉村 宏一郎，佐治 賢哉，福井 重文，白土 邦男

B-3.

反復性肺血栓塞栓症による右心不全と考えられた１剖検例
東京都監察医務院1)，慶應義塾大学医学部 法医学教室2)
○福永 龍繁1)，景山 則正1)，呂 彩子1,2)，谷藤 隆信1)，濱松 晶彦1)

B-4.

末梢型の慢性肺血栓塞栓症術後肺高血圧残存例に対して PCPS と
IABP を併用した１治験例
藤田保健衛生大学病院 心臓血管外科
○星野 竜，山下 満，栃井 将人，服部 浩治，佐藤 雅人，安藤 太三

B-5.

肺高血圧症の病態と気管支動脈の発達に関する検討

千葉大学大学院 加齢呼吸器病態制御学
○寺田 二郎，清水 秀文，藤川 文子，安井 山広，松原 宙，宮澤 裕，
笠原 靖紀，田邉 信宏，巽 浩一郎，栗山 喬之

－2－

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ A2】
10:55～11:35
A-6.

「東商ホール」

座長 東邦大学付属佐倉病院 臨床生理機能学 東丸 貴信

肺血管内視鏡検査により陳旧性血栓像がみられた，
急性肺血栓塞栓症の 1 例-その診断と治療方針
東邦大学医学部付属佐倉病院 循環器センター
○櫻川 浩，徳弘 圭一，原 真範，清水 一寛，櫻井 岳史，中村 啓二郎，
内田 康美，東丸 貴信

A-7.

急性期 D-dimer の上昇を認めなかった肺血栓塞栓症の再発例
市立島田市民病院 循環器科
○福岡 良友，堂山 清，金森 範夫，樋口 博一，久保田 友之，松岡 良太，
荒木 信，安部 美輝，谷尾 仁志，近藤 真言

A-8.

急性肺血栓塞栓症における心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP)測定
の臨床的意義
三重大学大学院 循環器内科学
○太田 覚史，山田 典一，熊谷 直人，辻 明弘，石倉 健，太田 雅弘，
矢津 卓宏，中村 真潮，伊藤 正明，井阪 直樹，中野 赳

A-9. Ｄダイマーならびに可溶性フィブリンによるＤＶＴ／ＰＥの診断
三重大学 臨床検査医学1)，三重大学附属病院 中央検査部2)，
三重大学大学院 循環器内科学3)
○山本 雅恵1)，戸野 泰孝1)，和田 英夫1)，大西 勝也1)，登 勉1)，
坂口 茜2)，阿部 泰典2)，太田 覚史3)，石倉 健3)，山田 典一3)，
中村 真潮3)，中野 赳3)

－3－

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ B2】
10:55～11:35

座長

「国際会議場」

大阪大学大学院

消化器外科学

池田 正孝

B-6.

深部静脈血栓症・肺塞栓症（DVT/PE）予防に対する看護部の取り
組み

兵庫県災害医療センター 看護部1)，同 循環器科部2)
○石田 真由美1)，岩本 恵子1)，大西

毅1)，鎌田 八重子1)，多田

操1)，

黒田 祐一2)

B-7.

スコアリングシステム利用予防プロトコールによる周術期深部静
脈血栓症予防の現状
奈良県立医科大学 麻酔科学教室
○神谷

B-8.

達，北口勝康，古家

仁

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
近畿大学医学部 外科1)，同 循環器内科2)，同 整形外科3)，同 産婦人科4)，

同 呼吸器内科5)，同 麻酔科6)，同 放射線科7)，同 看護部8)，
同 中央臨床検査部9)，同 中央放射線部10)
○保田 知生1)，谷口 貢2)，福田 寛二3)，野中 藤吾3)，廣畑 健1)，
堂國 日子4)，久保 裕一5)，湯浅 晴之6)，高杉 嘉弘6)，柳生 行伸7)，
森園 利美8)，小谷 敦志9)，宇佐美 公男10)，森本 英夫10)，増田 詩織9)，
林 孝浩2)，平野 豊2)，古賀 義久6)，大柳 治正1)，石川 欽司2)

B-9.

自治医科大学における静脈血栓塞栓症予防ガイドライン導入後の
周術期肺血栓塞栓症
自治医科大学

麻酔科学･集中治療医学講座

○箱崎 貴大，齋藤 和彦，多賀 直行，瀬尾 憲正

－4－

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ A3】
11:35～12:15

「東商ホール」

座長 武蔵野赤十字病院 循環器科 丹羽 明博

A-10. 身体拘束は深部静脈血栓・肺血栓塞栓症の危険因子となりうる
か？
東京都立豊島病院

神経科

○中村 満，一瀬 邦弘，清水 輝彦，竹澤 健司，益冨 一郎，島 陽一

A-11. 精神病院における肺塞栓症死亡例の検討
東京都立松沢病院 内科1)，同院 精神科2)，東京都監察医務院3)
○丸山 二郎1)，湯浅 和美1)，関根 正明1)，稗田 正志1)，野中 俊宏2)，
新里 和弘2)，分島 徹2)，呂 彩子3)，景山 則正3)，福永 龍繁3)

A-12. 当院の肺塞栓予防ガイドラインについて
東京都立松沢病院
同

放射線科4)，同

医療安全対策室1)，同
内科5)，同

看護部2)，同

外科6)，同

精神科3)，

医事課7)

○釜 英介1)，小野田 一枝2)，三宅 厚子2)，長谷川 和子2)，桑原 斉3)，
須藤 康彦3)，石田 竜二4)，丸山 二郎5)，川端 啓介6)，石井 克己7)

A-13. 精神科医療における静脈血栓塞栓症の予防ガイドライン
日本総合病院精神医学会

教育・研究委員会

○中村 満，八田 耕太郎，佐伯 俊成，岸 泰宏，和田 健，上條 吉人

－5－

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ B3】
11:35～12:15

「国際会議場」

座長 日本医科大学 集中治療室

田中 啓治

B-10. 妊婦深部静脈血栓症に抗凝固療法，一時留置型 IVC フィルターを
併用した１例
旭中央病院 循環器科
○櫛田 俊一，神田 順二，岩山 忠輝，小寺 聡，佐藤 寿俊，橋本 亨，
鈴木 勝

B-11. 周産期の管理に難渋した ATⅢ欠損症妊婦の 1 例
広島大学大学院医歯薬学総合研究科 分子病態制御内科学1)，
同 心臓血管生理医学2)，同 産科婦人科学3)，同 病態薬学治療学4)
○寺川 宏樹1)，上田 健太郎1)，曽我 潤子1)，日高 貴之1)，竹本 博明1)，
小田 登1)，尾木 浩1)，三好 美和1)，中野 由紀子1)，茶山 一彰1)，
東 幸仁2)，吉栖 正生2)，兵藤 麻希3)，工藤 美樹3)，藤元 貴啓4)

B-12. 婦人科疾患における術前 VTE とその後
近畿大学医学部産科婦人科学教室1)，同 外科学教室2)，同附属病院 中央臨床
検査室3)，同附属病院 循環機能検査室4)，同 麻酔科学教室5)，近畿大学奈良病
院 産科婦人科6)

○土井 裕美1)，保田 知生2)，増田 詩織3)，小谷 敦志4)，塩川 泰啓5)，
梶川 竜治5)，高杉 嘉弘5)，大村 元6)，堂 國日子1)，釣谷 充弘1)，
小畑 孝四郎6)，星合 昊1)

B-13. 当科における妊娠中の静脈血栓塞栓症の管理
奈良県立医科大学 産科婦人科学教室
○川口 龍二，山田 嘉彦，水田 裕久，吉田 昭三，佐道 俊幸，小林 浩
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（12:15～13:15

【総

昼 食

「東商ホール」）

会】

12:15～12:25

「東商ホール」

【ランチョンセミナー】
12:25～13:15

座長

「下肢静脈エコー

「東商ホール」

小江原中央病院 循環器科

宮原 嘉之

検査法とその評価」

国立循環器病センター 心臓血管内科
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林 富貴雄

【要望演題<肺梗塞>：ｾｯｼｮﾝ A4】 「東商ホール」
13:15～14:15

座長 社会福祉法人隅田秋光園 内科 国枝 武義
東北大学大学院 循環器病態学

佐久間 聖仁

A-14. 外科的肺生検にて診断に至った肺梗塞の１例
長崎大学医学部・歯学部附属病院 第二内科
○千々岩 理佐，浦田 淳吾，古賀 聖士，池田 聡司，宮原 嘉之，河野 茂

A-15. 肺梗塞と血栓性静脈炎を繰り返す testis tumor を合併した１症例
東北大学大学院 循環器病態学
○縄田 淳，佐久間 聖仁，出町 順，鈴木 潤，及川 美奈子，杉村 宏一郎

A-16. 肺癌様の腫瘤陰影を呈した肺梗塞の１例
日本医科大学 集中治療室1)，同 第一内科2)，同 放射線科3)，
稲田登戸病院

循環器科4)

○新 真理子1)，山本 剛1)，小串 聡子1)，村井 綱児1)，吉川 雅智1)，
岩崎 雄樹1)，佐藤 直樹1)，田中 啓治1)，高野 仁司2)，高山 守正2)，
髙野 照夫2)，中澤 賢3)，田島 廣之3)，隈崎 達夫3)，神谷 仁孝4)

A-17. 肺癌と鑑別が困難であった肺梗塞の１例
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 放射線科1)，同 心臓血管外科2)，
同 呼吸器外科3)，同 病理科4)
○星 俊子1)，蜂谷 貴2)，叶内 哲1)，松本 寛子1)，杉浦 弘明1)，
星 永進3)，河端 美則4)

A-18. 胸膜炎が先行したため鑑別に苦慮した梗塞を伴う急性肺血栓塞栓
症の１例
昭和大学藤が丘病院 内科呼吸器 ＲＣＵ
○倉石 博，蓮本 誠，土屋 典子，鍵山 奈保，矢野 量三，山下 潤，
武田 純一，中村 貴幸，菊池 敏樹，冨田 尚吾，成島 道昭

特別発言. 肺血栓塞栓症の病理学的考察について
岡山理科大学理学部 臨床生命科学科
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由谷 親夫

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ B4】
13:15～14:05

座長

「国際会議場」

新潟大学大学院 呼吸循環外科

榛沢 和彦

B-14. 左右下肢表在静脈瘤を伴う表在静脈・深部静脈血栓から急性肺血
栓塞栓症を発症した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，林 紀乃，福永 龍繁

B-15. 血栓内への経カテーテル的ウロキナーゼ投与により完全溶解しえ
た経過時間の長い総腸骨静脈血栓症の２例
武蔵野赤十字病院 循環器科
○嘉納 寛人，尾林 徹，大山 明子，久佐 茂樹，大西 健太郎，樋口 晃司，
鈴木 篤，関口 幸夫，山内 康照，宮本 貴庸，丹羽 明博

B-16. 下肢人工関節置換術後における下腿部深部静脈血栓症の発生部位
と分布パターン
三重大学医学部 整形外科1)，三重大学大学院 循環器内科学2)
○施 徳全1)，須藤 啓広1)，長谷川 正裕1)，友田 良太1)，内田 淳正1)，
太田 覚史2)，山田 典一2)

B-17. 新技術超音波エラストグラフィーを用いた深部静脈血栓の弾力性
の検討
東邦大学医学部付属佐倉病院 循環器センター
○清水 一寛，佐々木 健，荒川 直之，田端 強志，高橋 修，金 徳男，
廣橋 努，中村 啓二郎，高橋 真生，飯塚 卓夫，佐藤 伸，櫻井 岳史，
杉山 祐公，野池 博文，大澤 秀文，東丸 貴信

B-18. 下肢深部静脈血栓症診断のための Indirect CT venography におけ
る至適造影用量の検討
東海大学医学部基盤診療学系 画像診断学1)，
東海大学医学部専門診療学系 産婦人科学2)，
東海大学医学部付属病院 放射線技術科3)
○齊藤 緑1)，小泉 淳1)，山下 智弘1)，今井 裕1)，池田 仁恵2)，
和泉 俊一郎2)，池田 秀3)，平田 聡3)
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【一般演題：ｾｯｼｮﾝ A5】
14:15～15:05

「東商ホール」

座長 奈良県立医科大学 麻酔科

古家 仁

A-19. クリニカルパスを用いたヘパリンカルシュウム投与による術後静
脈血栓塞栓予防と出血性合併症について
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

A-20. 悪性腫瘍剖検例における肺動脈血栓塞栓症
西宮市立中央病院 外科1)，同 病理部2)
○西川 泰章1)，新居延 高宏1)，井谷 豊1)，中川 須美子1)，天野 正弘1)，
桧垣 直純1)，林田 博人1)，綾田 昌弘2)，左近 賢人1)

A-21. 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
安全性と有効性の検討
大阪大学大学院 消化器外科学1)，同 放射線医学2)，
大阪府立成人病センター 消化器外科3)，
国立病院機構大阪医療センター 外科4)，市立西宮中央病院 外科5)
○鈴木 玲1)，池田 正孝1)，團野克樹1)，関 洋介1)，小森 孝通1)，
藤江 裕二郎1)，木谷 光太郎1)，堀 雅敏2)，竹政 伊知朗1)，
山本浩文1)，大植雅之3)，中森正二4)，関本貢嗣1)，左近賢人5)，
門田守人1)

A-22. 日本における肺塞栓症の危険因子と 2004 年の発症数推定
東北大学大学院 循環器病態学
○杉村 宏一郎，佐久間 聖仁，白土 邦男

A-23. －短報－ 2004 年日本麻酔科学会周術期肺塞栓症調査結果
日本麻酔科学会肺血栓塞栓症ワーキンググループ
○瀬尾 憲正，伊藤 誠，入田 和男，黒岩 政之，澤 智博，古家 仁，
中村 真潮
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【一般演題：ｾｯｼｮﾝ B5】
14:05～15:05

「国際会議場」

座長 国立循環器病センター 心臓血管内科

中西 宣文

B-19. 急性肺血栓塞栓症に対しクリアクターを使用し，連続凝固線溶系検査と
血管内視鏡にて効果判定をし得た２例
東邦大学医学部付属佐倉病院 循環器センター
○清水 一寛，櫻井 岳史，中村 啓二郎，高橋 真生，飯塚 卓夫，佐藤 伸，
杉山 祐公，野池 博文，大澤 秀文，東丸 貴信

B-20. 致死性急性肺塞栓再開通のための抜去可能な円錐状ステントの
開発
東海大学医学部基盤診療学系画像診断学1)，(株)北村製作所2)，
(株)カテックス3)
○小泉 淳1)，橋本 毅1)，明神 和紀1)，長島 礼奈1)，杉浦 怜奈1)，
池田 秀1)，今井 裕1)，北村 篤識2)，徳安 謙輔3)，羽富 良一3)

B-21. 経皮的心肺補助装置を必要とした急性肺塞栓症の治療成績
愛媛大学 第二外科1)，同 麻酔蘇生科2)，同 第二内科3)
○今川 弘1)，土手 健太郎2)，岡山 英樹3)，塩崎 隆博1)，新井 達潤2)，
檜垣 實男3)，河内 寛治1)

B-22. 急性肺塞栓症に対する手術症例の検討
神戸大学医学部付属病院 呼吸循環器外科
○圓尾 文子，大北 裕，山下 輝夫，中桐 啓太郎，川西 雄二郎，浅野 満，
松森 正術，森本 直人，宗像 宏，前川 貴代，坂本 敏仁

B-23. 当院における肺塞栓血栓症の特徴と治療の現状
小倉記念病院

循環器科

○谷口 将人，永山 晋也，近藤 克洋，岩淵 成志，横井 宏佳，安本 均，
延吉 正清

特別発言. 急性肺血栓塞栓症治療におけるモンテプラーゼの位置づけ
三重大学大学院 循環器内科学

山田 典一
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【一般演題：ｾｯｼｮﾝ A6】
15:05～16:15

座長

「東商ホール」

東京逓信病院 呼吸器科

久田 哲哉

A-24. 肺癌化学療法中に急性肺塞栓症を発症した１例
獨協医科大学 心血管・肺内科
○原澤 寛，町田 優，天野 裕久，西 悠，佐藤 千鶴，有川 拓男，
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

A-25. 手術当日の朝発見されたハイリスク静脈・血栓塞栓症の１例
国際医療福祉大学 臨床医学研究センター1)，
国際医療福祉病院 心臓血管外科2)，同院 循環器内科3)，同院 外科4)
○村上 厚文1)，加藤 盛人2)，川内 基裕2)，大谷 賢一3)，渋沢 公行4)

A-26. 著明な好酸球増多と血小板減少を伴った深部静脈血栓症，肺塞栓
症の１例
市立島田市民病院 循環器科1)，同 血液リウマチ科2)
○金森 範夫1)，堂山 清1)，樋口 博一1)，松岡 良太1)，久保田 友之1)，
荒木 信1)，安部 美輝1)，谷尾 仁志1)，近藤 真言1)，中坊 幸晴2)

A-27. 大静脈奇形を伴った肺血栓塞栓症の１例
近畿大学医学部 呼吸器・アレルギー内科1)，同 循環器科2)，同 外科3)
○宮良 高維1)，上田 朋子1)，池田 容子1)，山片 重良1)，市橋 秀夫1)，
内藤 映理1)，北口 佐也子1)，山藤 緑1)，佐野 安希子1)，辻 文生1)，
佐野 博幸1)，岩永 賢司1)，久保 裕一1)，東田 有智1)，木村 章雄2)，
中村 元2)，濱田 淳也2)，中内 祥文2)，保田 知生3)

A-28. ワーファリンアレルギーを伴った DVT/PE の１脊損例
兵庫県災害医療センター 循環器科部1)，同 放射線科部2)，同 救急部3)
○黒田 祐一1)，宮本 哲也1)，山口 雅人2)，川崎 英之3)，冨岡 正雄3)，
中山 伸一3)，小澤 修一3)

A-29. 奇異性塞栓による上肢の動脈塞栓と脳梗塞を同時に認めた急性肺
塞栓症の１例
高知医療センター 循環器科
○羽原 真人，田口 英詞，川田 泰正，吉田 俊伸，大郷 剛，山本 美香，
山崎 隆志，杉本 和彦，山本 克人，西村 直己，大脇 嶺

A-30. やっぱり恐いぞ，肺塞栓症！
広島市立広島市民病院 循環器科1)，広島鉄道病院 第２内科2)
○井上 一郎1)，河越 卓司1)，石原 正治1)，嶋谷 祐二1)，栗栖 智1)，
中村 秀志1)，端 孝樹1)，中間 泰晴1)，木島 康文1)，香川 英介1)，
光波 直也2)
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【一般演題：ｾｯｼｮﾝ B6】
15:05～16:15

座長

「国際会議場」

東海大学医学部基盤診療学系 画像診断学 小泉 淳

B-24. Duplicated IVC にフィルターを留置するも肺塞栓症を合併し突然
死した末期卵巣癌患者の１剖検例
東京都監察医務院1)，慶應義塾大学法医学教室2)，
慶應義塾大学産婦人科教室3)
○呂 彩子1,2)，景山 則正1)，福永 龍繁1)，水上 創1)，谷藤 隆信1)，
濱松 晶彦1)，林 茂徳3)，藤井 多久磨3)

B-25. 造影剤アレルギーに対し IVUS ガイドに下大静脈フィルター挿入を
行った１例
福島県立医科大学医学部 心臓血管外科
○村松 賢一，佐戸川 弘之，猪狩 次雄，高瀬 信弥，三澤 幸辰，横山 斉

B-26. 肺血栓塞栓症に対し挿入した一時的下大静脈フィルターが完全閉
塞し抜去困難となったプロテイン S 欠乏症の１例
中国労災病院 循環器科
○丸橋 達也，榎野 新，本藤 達也，松田 圭司，木阪 智彦，冨永 晃一

B-27. 一時的下大静脈フィルター挿入後，心肺停止を伴う肺血栓塞栓症
を発症した１救命例
自治医科大学 麻酔科学･集中治療医学講座
○箱崎 貴大，齋藤 和彦，平林 由広，瀬尾 憲正

B-28. 体内留置中に壊れた一時的下大静脈フィルターの２例
新潟大学大学院 呼吸循環外科
○榛沢 和彦

B-29. ６Fr 永久型下大静脈フィルターの臨床的，画像的フォローアップ
佐野厚生総合病院 循環器内科1)，同 呼吸器内科2)
○渡辺 慎太郎1)，清水 勇人1)，峯崎 賢亮1)，山口 佳寿博2)

B-30. 術中及び術後の肺塞栓症予防目的に留置した下大静脈フィルター
の使用経験
東海大学医学部基盤診療学系 画像診断科
○橋本 毅，明神 和紀，小泉 淳，長沼 通郎，山下 智裕，岩田 美郎，
今井 裕
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（16:15～16:35

休

【シンポジウム】

憩）
「東商ホール」

16：35～18：05
座長

社会福祉法人隅田秋光園内科 国枝 武義
東北大学大学院循環器病態学 白土 邦男

“致死性急性肺塞栓症”
S-1．法医解剖からみた致死性急性肺血栓塞栓症
東京都監察医務院

慶應義塾大学医学部法医学教室

○呂 彩子

S-2．致死性急性肺塞栓症における PCPS の使用経験
済生会横浜市南部病院循環器科1)，
横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター心臓血管センター2)
◯猿渡 力1)，坂 賢一郎1)，川浦 範之1)，三橋 孝之1)，邑山 美奈子1)，
斉藤 俊彦1)，中丸 真志1)，奥田 純2)，日比 潔2)，木村 一雄2)

S-3．致死性急性肺塞栓症には，誰が何と言ってもカテーテル治療だ！
広島市立広島市民病院 循環器科
○井上 一郎，河越 卓司，石原 正治，嶋谷 祐二，栗栖 智，中村 秀志，
端 孝樹，中間 泰晴，木島 康文，香川 英介

S-4．致死性急性肺血栓塞栓症の診断方法と外科治療について
藤田保健衛生大学医学部 心臓血管外科
○山下 満，安藤 太三，佐藤 雅人，星野 竜，栃井 将人，服部 浩治

S-5．致死性急性肺塞栓症に対する外科治療
国立循環器病センター 心臓血管外科1)，同 心臓血管内科2)
○荻野 均1)，松田 均1)，湊谷 謙司1)，佐々木 啓明1)，綿貫 博隆1)，
中西 宣文2)，京谷 晋吾2)，北村 惣一郎1)

18：05

閉会の辞

当番世話人

「東商ホール」
東北大学大学院 循環器病態学
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白土 邦男

肺塞栓症研究会
役

員

代表世話人：中野

赳（三重大学大学院 循環器内科学 教授）

名誉世話人：杉本 恒明（関東中央病院 名誉院長）
世話人：栗山 喬之（千葉大学大学院 加齢呼吸器病態制御学 教授）
国枝 武義（社会福祉法人隅田秋光園 内科 所長）
白土 邦男（東北大学大学院 循環器病態学）
監

事：應儀 成二（鳥取大学医学部 器官再生外科 教授）
丹羽 明博（武蔵野赤十字病院 循環器科 副院長）

事務局
三重大学大学院 循環器内科学
連絡先

〒514-8507 三重県津市江戸橋 2 丁目 174
肺塞栓症研究会事務局
E-mail：mashio@clin.medic.mie-u.ac.jp
TEL：059-231-5015
FAX：059-231-5201

