第 16 回 肺塞栓症研究会・学術集会
Japanese Society of Pulmonary Embolism Research -JaSPER-

プログラム

会

期

平成 21 年 11 月 28 日（土）10:00～17:25

会

場

ホテルイースト 21 東京 １階「イースト 21 ホール」
東京都江東区東陽 6-3-3

当番世話人

TEL 03-5683-5683

齋藤病院名誉院長、東北大学名誉教授

白土邦男

東海大学医学部 内科学系 循環器内科教授

後藤信哉

共 催

肺塞栓症研究会／エーザイ株式会社

【ホテルイースト 21 東京までの案内図および交通機関】

●東京メトロ東西線「東陽町駅」1 番出口より徒歩７分。
●ＪＲ総武線「錦糸町駅」より都営バス〈東 22〉で 15 分，「豊住橋」下車。
●「東京駅」より車で 15 分。
●「羽田空港」より車・バスで 20 分。

ホワイエ

Ｂ会場

Ａ会場

ホワイエ

Ｂ会場

Ａ会場

10:05～10:45

【一般演題Ｂ５】
座長：国立循環器センター
中西 宣文
（４演題）

【一般演題Ｂ４】
座長：藤田保健衛生大学
山下 満
（４演題）

14:35～15:25

【一般演題Ｂ６】
座長：広島市民病院
井上 一郎
（４演題）

14:35～15:15

【要望演題２】
座長：順天堂大学
杉村 基
加東市民病院
金岡 保
（５演題）

休
憩

【一般演題Ｂ３】
座長：小倉記念病院
近藤 克洋
（４演題）

機器展示（ドリンクサービス）

13:55～14:35

13:15～13:55

【一般演題Ａ４】
座長：東海大学
小泉 淳
（４演題）

【要望演題１】
座長：埼玉医科大学
金澤 實
東京女子医科大学
呂 彩子
（４演題）

13:55～14:35

【一般演題Ｂ２】
座長：災害医療センター
佐藤 康弘
（４演題）

【一般演題Ｂ１】
座長：武蔵野日赤病院
尾林 徹
（４演題）

11:25～12:05

【一般演題Ａ３】
座長：北里大学
黒岩 政之
（４演題）

【シンポジウム】座長：
東北大学 白土 邦男
三重大学 山田 典一
（６演題）

【閉会の辞】
東北大学
白土 邦男

17:20～17:25

【総会】

15:40～17:20

13:05～13:15

12:05～13:05
【ランチョンセミナー】
座長：東海大学
阿部 直
演者：北海道大学
渥美 達也

タイムテーブル

11:25～12:05

機器展示（ドリンクサービス）

10:45～11:25

【一般演題Ａ２】
座長：奈良県立医科大学
小林 浩
（４演題）

10:45～11:25

平成 21 年 11 月 28 日（土）

10:05～10:45

【一般演題Ａ１】
座長：榊原記念病院
高山 守正
（４演題）

13:15～13:55

【開会の辞】
東海大学
後藤 信哉

10:00～10:05

第１６回肺塞栓症研究会

発表各位へのご案内
１）口演時間
一般および要望演題は全演題「口述発表」です。一般演題，要望演題と
もに発表時間は口演７分，質疑・討論３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１Ｆの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「心臓」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（１Ｆ）
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）
「Ａ会場」で 12:05～13:15 にご昼食をお取りいただけます。

３）機器展示
「ホワイエ」にございます。
なお，展示会場でドリンクサービスを行っております。

プログラム

10:00

開会の辞

当番世話人

「Ａ会場」

東海大学医学部 内科学系 循環器内科教授

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ A1】
10:05～10:45

座長

後藤 信哉

「Ａ会場」

財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院

高山 守正

A-1. 静脈血栓塞栓症における血栓素因の検討のための臨床研究
三重大学
同

血栓・止血異常症診療センター１），同

循環器内科３），同

臨床検査医２），

分子病態４）

○和田 英夫１），池尻 誠１）、登 勉２），辻 明宏３），山田 典一３），
中村 真潮３），伊藤 正明３），鈴木 宏治４）

A-2. 院外発症静脈血栓塞栓症の危険因子
国立循環器病センター心臓血管内科１），三重大学循環器内科２），
齋藤病院３），県西部浜松医療センター４）
○佐久間 聖仁１），中村 真潮２），中西 宣文１），山田 典一２），白土 邦男３），
伊藤 正明２），小林 隆夫４）

A-3. 左膝窩巨大静脈瘤が血栓形成の原因となり肺塞栓症を発症した一例
社会保険

小倉記念病院

○渡部 宏俊，伊奈 雄二郎，兵頭 真，近藤 克洋，岩淵 成志，横井 宏佳，
野坂 秀行，延吉 正清

A-4. 血栓性疾患におけるプロテイン S 徳島の頻度
三重大学医学部附属病院

中央検査部１），

同

血栓・止血異常症診療センター２），同

同

循環器内科４）

臨床検査医３），

○池尻 誠１），西岡 淳二１），和田 英夫２），登 勉３），山田 典一４），
中村 真潮４）， 伊藤 正明４）

－1－

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ B1】
10:05～10:45

座長

「Ｂ会場」

武蔵野赤十字病院

尾林 徹

B-1. 新しい下大静脈フィルターALN の初期使用経験
東海大学医学部基盤診療学系画像診断学１），ソリューション㈱２）
○永田 芳美１），橋本 毅１），明神 和紀１），有山 創２），七海 一貴２），
小泉 淳１）

B-2. 長期留置可能な一時的下大静脈フィルター（Tempofilter Ⅱ）が有効
であった一例
独立行政法人国立病院機構 災害医療センター

循環器科

○伊藤 順子，櫻井 馨，加藤 陽子，圓福 智子，小西 裕二，加藤 隆一，
小川 亨，横山 泰廣，足利 貴志，佐藤 康弘

B-3. 回収可能型 IVCF OptEase の使用経験からの考察
青森県立中央病院循環器科
○會田 悦久，坂本 幸則，三浦 大，丹野 倫宏，吉町 文暢，藤野 安弘

B-4. 多発性奇異性塞栓を合併した急性肺血栓塞栓症の 1 例
三重大学大学院医学系研究科

循環器・腎臓内科学

○辻 明宏，山田 典一，太田 覚史，石倉 健，中村 真潮，伊藤 正明

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ A2】
10:45～11:25

座長

「Ａ会場」

奈良県立医科大学

小林 浩

A-5. 妊娠産褥期深部静脈血栓症診断マーカーとしての活性化プロテイ
ン C 感受性の意義
順天堂大学産婦人科学講座
○杉村 基，平井 久也，大橋 涼太，金山 尚裕

－2－

A-6. 妊娠２８週の妊婦に発症した重症肺塞栓症の１例
弘前大学医学部

胸部心臓血管外科

○渡辺 健一，谷口 哲，大徳 和之，福井 康三，鈴木 保之，福田 幾夫

A-7. 両側下肢静脈血栓症から肺塞栓症をきたした巨大子宮筋腫合併妊
娠の一症例
産科婦人科学１），同

神戸大学大学院医学研究科

循環器内科学２）

○山崎 友維１），天野 真理子１），森實 真由美１），山崎 峰夫１），川合 宏哉２），
杜 隆嗣２），志手 淳也２），新家 俊郎２），山田 秀人１）

A-8. 産婦人科病棟における周術期静脈血栓症予防に向けた看護ケアの
取り組み
近畿大学医学部附属病院

看護部３０病棟１）, 産婦人科２）, 外科３）
循環器内科４）

○若松 智恵美１），長町 香１），元永 啓子１），藪本 愛１），山田 明子１），
梅本 雅彦２），塩田 充２），星合 昊２），保田 知生３），谷口 貢４），
平野 豊４），宮崎 俊一４）

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ B2】
10:45～11:25

座長

「Ｂ会場」

独立行政法人国立病院機構

災害医療センター
佐藤 康弘

B-5. 新潟県中越沖地震２年目の被災者 DVT 検査結果
新潟大学大学院呼吸循環外科１），国立新潟病院神経内科２）
○榛沢 和彦１），中島 孝２）

B-6. 消化器がん化学療法と血栓塞栓症
九州大学病院

血液・腫瘍内科

○白川 剛，田村 真吾，薦田 正人，平野 元，磯部 大地，中司 元，
安田 潮人，小田代

敬太，内野 慶太，有山 寛，草場 仁志，馬場 英司

－3－

B-7. 卵円孔開存により両側腎梗塞を合併した肺塞栓症の一例
広島大学医学部循環器内科
○光波 直也，寺川 宏樹，三上 慎佑，丸橋 達也，石橋 堅，岡田 武規，
蓼原 太，木原 康樹

B-8. 中枢型慢性肺血栓塞栓症における末梢肺組織の病理所見
藤田保健衛生大学

医学部

心臓血管外科

○樋口 義郎，秋田 淳年，栃井 将人，石田 理子，金子 完，星野 竜，
佐藤 雅人，山下 満，高木 靖，安藤 太三

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ A3】
11:25～12:05

座長

「Ａ会場」

北里大学

黒岩 政之

A-9. 胸部大動脈ステントグラフト後の無症候性肺塞栓症についての検討
新潟大学大学院呼吸循環外科
○榛沢 和彦，菊地 千鶴男，竹久保 賢，浅見 冬樹，溝内 直子，林 純一

A-10. 解離性大動脈瘤の治療中、気胸の発症を契機に診断された肺血栓
塞栓症の一例
長崎大学病院

循環器内科

○安永 智彦，中田 智夫，古賀 聖士，池田 聡司，前村 浩二

A-11. 術後肺塞栓症を合併した静脈内平滑筋肉腫症の 1 例
東海大学医学部付属病院産婦人科１），東海大学基盤診療学系画像診断科２）
○成田 篤哉１），平澤 猛１），林 優１），池田 仁恵１），信田 政子１），
村松 俊成１），小泉 淳２），今井 裕２），三上 幹男１）

A-12. 大腿骨近位部骨折の静脈血栓塞栓症予防におけるエノキサパリン
（クレキサンⓇ）の検討
厚生連高岡病院整形外科１），春江病院整形外科２），富山市民整形外科３），
恵寿総合病院整形外科４）
○横川 文彬１），鳥畠 康充１），新村 和也２），中瀬 順介３），毛利 良彦４），
丸箸 兆延１）
－4－

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ B3】
11:25～12:05

座長

「Ｂ会場」

社会保険小倉記念病院

近藤 克洋

B-9. 発症過程を画像診断で確認できた肺塞栓症の 1 例
東名厚木病院

外科１），同

整形外科２）

○小島 淳夫１），堀 良太１），日野 浩司１），齊藤 文良１），桐山 誠一１），
山口 裕２），成尾 宗浩２）

B-10. 肺血栓塞栓症における血栓残存有無と D dimer の関連性について
順天堂大学医学部附属浦安病院

ハートセンター

循環器内科

○一瀬 哲夫，横松 友紀，由宇 博重，坪井 秀太，山瀬 美紀，河野 安伸，
谷本 享生，大井川 哲也，加藤 洋一，中里 祐二

B-11. 肺血栓塞栓症を繰り返した抗リン脂質抗体症候群の RI venography
所見
東京都立墨東病院診療放射線科
○小山 和行

B-12. 当院における多列検出器型 CT を用いた肺梗塞の特徴に関する検討
三重大学

循環器内科

○辻 明宏，山田 典一，太田 覚史，石倉 健，土肥 薫，中村 真潮，
伊藤 正明

【ランチョンセミナー】
12:05～13:05

座長

「Ａ会場」

東海大学医学部 内科学系 呼吸器内科

「抗リン脂質抗体症候群の病態と治療」
北海道大学大学院医学研究科

【総

内科学講座

会】 「Ａ会場」

13:05～13:15
－5－

渥美 達也

阿部 直

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ A4】
13:15～13:55

座長

「Ａ会場」

東海大学

小泉 淳

A-13. 早期治療が可能であった胃癌術後の腎静脈血栓症の一例
東邦大学医療センター大森病院循環器内科
○二木 亜希，木内 俊介，高村 和久，小林 健三郎，中野 元，並木 温，
山崎 純一

A-14. 抗凝固薬併用による肺塞栓症合併卵巣癌の一治療例
近畿大学医学部付属堺病院産婦人科１），近畿大学医学部外科２），循環器内科３）
○椎名 昌美１），井上 泰英１），酒井 清裕１），保田 知生２），平野 豊３），
山本 嘉一郎１）

A-15. ワーファリンによる INR コントロールが良好であったにもかかわ
らず両側下肢に血栓が出現した下大静脈フィルター留置後の卵巣癌
術後症例
（財）東京都保健医療公社大久保病院
同

循環器内科１），同

婦人科２），

外科３）

○岡崎 英隆１），山口 博明１），谷井 博亘１），舘岡 克彦１），松田 努２），
高田 淳子２），高江洲 陽太郎２），丸山 祥司３）

A-16. 2 ヶ月の間に肺血栓塞栓症、心筋梗塞、脳梗塞を繰り返し発症した卵
巣癌の 1 例
済生会横浜市南部病院

循環器内科

○南本 祐吾，齊藤 俊彦，泊 咲江，岡田 興造，遠藤 光明，野澤 直樹，
猿渡 力

－6－

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ B4】
13:15～13:55

座長

「Ｂ会場」

藤田保健衛生大学

山下 満

B-13. 巨大肝嚢胞の圧迫により発症したと思われる下大静脈血栓症の 1 例
金沢医科大学

心血管外科

○四方 裕夫，清澤 旬，野口 康久，三上 直宣，小畑 貴司，横手 淳，
永吉 靖弘，飛田 研二，秋田 利明

B-14. 深部静脈血栓症に対する血管内治療後、再発を繰り返した 1 例
日本医科大学放射線医学１），第一内科集中治療室２）
○中澤 賢１），田島 廣之１），村田 智１），小野澤 志郎１），嶺 貴彦１），
上田 達夫１），渋川 絢子１），山本 剛２），田中 啓治２）

B-15. 深部静脈血栓症に対する経カテーテル的血栓内高濃度ウロキナー
ゼ投与の有効性
武蔵野赤十字病院循環器科
○原 信博，尾林 徹，高津 妙子，鈴木 雅仁，川崎 まり子，渡部 真吾，
田尾 進，岡田 寛之，服部 英二郎，山内 康照，宮本 貴庸

B-16. 深部静脈血栓症に対する新しい治療戦略：血栓押し出し療法
広島市立広島市民病院
○中間 泰晴，井上 一郎，河越 卓司，石原 正治，嶋谷 祐二，栗栖 智，
香川 英介，臺 和興，池永 寛樹，大谷 尚之，森本 芳生，江尻 健太郎，
小田 望

【要望演題：静脈血栓塞栓症と癌 ｾｯｼｮﾝ１】
13:55～14:35 座長 埼玉医科大学
東京女子医科大学

「Ａ会場」

金澤 實
呂 彩子

A-17. 癌細胞由来マイクロパーティクル (MP) による血管内皮細胞刺激
西宮市立中央病院１），下地診療所２）
○左近 賢人１），打出 啓二２）
－7－

A-18. 婦人科浸潤癌術後の静脈血栓塞栓症発症の早期予測因子に関する検討
岡山大学病院産婦人科
○児玉 順一，関 典子，楠本 知行，中村 圭一郎，本郷 淳司，平松 祐司

A-19. 悪性腫瘍の化学療法中に発症した静脈血栓症例の検討
弘前大学

胸部心臓血管外科

○境 雄大，谷口 哲，対馬 敬夫，木村 大輔，渡辺 健一，小笠原 尚志，
川村 知紀，山内 早苗，大徳 和之，福井 康三，鈴木 保之，福田 幾夫

A-20. 悪性腫瘍と静脈血栓塞栓症に関する自験例での検討
平塚共済病院

循環器科

○川島 朋之，大西 隆行，加藤 信孝，中村 浩章，小林 一士，大西 祐子，
梅澤 滋男，丹羽 明博

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ B5】
13:55～14:35

座長

「Ｂ会場」

国立循環器センター

中西 宣文

B-17. 2008 年日本麻酔科学会・周術期肺血栓塞栓症発症調査結果の報告
（社）日本麻酔科学会安全委員会１），2008 年肺塞栓症ワーキンググループ２）
○黒岩 政之２），北口 勝康２），瀬尾 憲正１），古家 仁１），中村 真潮２），
佐久間 聖仁２），中馬 理一郎１），横田 美幸１）

B-18. 深部静脈血栓症の既往症例に対する当院の周術期二次予防の現状
兵庫医科大学麻酔科学講座
○駒澤 伸泰，植木 隆介，井谷 基，小濱 華子，狩谷 伸享，多田羅 恒雄，
上農 喜朗，太城 力良

B-19. 術前に静脈血栓塞栓を有するあるいは既往のある患者に対する周
術期の検討
自治医科大学麻酔科学・集中医療医学講座
○池上 宏美，丹羽 康則，瀬尾 憲正
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麻酔科学部門

B-20. 当院における７年間の周術期血栓症予防対策の効果
近畿大学医学部

外科１），循環器内科２），整形外科３），産婦人科４），

呼吸器内科５），麻酔科６），放射線科７），看護部８），中央臨床検査部９），
中央放射線部 10）
○保田 知生１），谷口 貢２），梅本 雅彦４），赤木 将男３），福田 寛二３），
岩永 賢司５），塩川 泰啓６），柳生 行伸７），長谷 早余子８），米原 ゆかり８），
黒崎 まり８），山口 ゆか８），和田 春佳８），小谷 敦志９），森本 英夫 10），
増田 詩織９），平野 豊２），廣畑 健１），塩崎 均１）

【要望演題：静脈血栓塞栓症と癌 ｾｯｼｮﾝ２】

「Ａ会場」

14:35～15:25 座長 順天堂大学 杉村 基
加東市民病院

金岡 保

A-21. 当院消化器外科における VTE の発生率
大阪大学大学院消化器外科教室
○岡野 美穂，池田 正孝，半田 理雄，原口 直紹，竹政 伊知朗，
水島 恒和，石井 秀始，山本 浩文，関本 貢嗣，森 正樹

A-22. 肝 細 胞 癌 下 大 静 脈 浸 潤 に よ る bare stent 内 狭 窄 に 対 し て
fenestrated stent graft 留置が有効であった一例
東海大学医学部基盤診療学系画像診断学
○明神 和紀，小泉 淳，橋本 毅，辻 友篤，永田 芳美，川田 秀一，
山下 智裕，岩田 美郎，今井 裕

A-23. 巨大卵巣腫瘍で下大静脈が圧迫され深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症
を生じた症例
国保旭中央病院循環器内科
○坂本 進，小寺 聡，櫛田 俊一，佐藤 寿俊，宮地 浩太郎，神田 順二

A-24. 婦人科悪性腫瘍手術における静脈血栓塞栓症の周術期管理について
順天堂大学医学部産婦人科学教室
○須賀 新，寺尾 泰久，楠木 総司，木村 美葵，荻島 大貴，加藤 聖子,
杉村 基，竹田 省
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A-25. 当科における婦人科悪性症例に対する周術期肺血栓塞栓症予防の新
たな取り組み
奈良県立医科大学

産科婦人科学教室

○春田 祥治，川口 龍二，古川 直人，山田 嘉彦，大井 豪一，小林 浩

【一般演題：ｾｯｼｮﾝ B6】
14:35～15:15

座長

「Ｂ会場」

広島市立広島市民病院

井上 一郎

B-21. 一時留置型下大静脈フィルターの教室例の検討
福島県立医科大学医学部心臓血管外科
○若松 大樹，佐戸川 弘之，横山 斉，佐藤 洋一，高瀬 信弥，佐藤 善之，
瀬戸 夕輝，黒沢 博之，籠島 章人，山本 晃宏，山部 剛史

B-22. Günther Tulip Filter の回収に難渋した 2 症例
東京慈恵会医科大学附属柏病院循環器内科１），
東京慈恵会医科大学循環器内科２）
○松坂 憲１），上原 良樹１），富永 光敏１），弓野 邦彦１），井上 康憲１），
中江 佐八郎１），東 吉志１），蓮田 聡雄１），清水 光行１），吉村 道博２）

B-23. Günter Tulip Filter の致死的となりうる合併症
広島市立広島市民病院
○中間 泰晴，井上 一郎，河越 卓司，石原 正治，嶋谷 祐二，栗栖 智，
香川 英介，臺 和興，池永 寛樹，大谷 尚之，森本 芳生，江尻 健太郎，
小田 望

B-24. ＩＶＣフィルターの功罪
検討～
都立広尾病院

循環器科１），同

～ＩＶＣフィルター捕獲血栓の病理学的
検査科病理部２）

○田辺 康宏１），手島 保１），弓場 隆生１），小宮山 浩大１），櫻田 春水１），
田中 道雄２）
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【シンポジウム】
15:40～17:20

座長

「Ａ会場」
東北大学

白土 邦男

三重大学

山田 典一

「肺血栓塞栓症：慢性化のプロセスへの挑戦」
S-1．急性肺塞栓症の慢性化移行メカニズムへのアプローチ
国立循環器病センター心臓血管内科
○岩村 世晴，佐久間 聖仁，中西 宣文

S-2．慢性血栓塞栓性肺高血圧症 (CTEPH) 症例における肺動脈血栓と大
腿静脈血栓の類似性 ―心内血栓例と剖検例からの考案―
佐野厚生総合病院

循環器科１），呼吸器内科２），病理科３）

○渡辺 慎太郎１），小室 哲也１），西村 芳興１），山口 佳寿博２），橋口 明典３）

S-3．病理組織像からみた反復性肺血栓塞栓症の進行過程
東京女子医科大学医学部法医学講座１），東京都監察医務院２）
○呂 彩子１,２），景山 則正２），谷藤 隆信２），重田 聡男２），福永 龍繁２）

S-4．急性肺塞栓症に対するカテーテル治療の有効性
小倉記念病院

循環器科

○近藤 克洋，伊奈 雄二郎，渡部 宏俊，浦川 知子，岩淵 成志

S-5．慢性肺血栓塞栓症患者の基礎疾患および予後に与える影響について
～自験例での検討～
千葉大学医学研究院加齢呼吸器病態制御学
○杉浦 寿彦，田邉 信宏，斉藤 美弥子，重城 喬行，芳賀 高浩，北園 聡，
坂尾 誠一郎，笠原 靖紀，巽 浩一郎

S-6．血栓溶解薬の効果からみた急性肺塞栓症の病態
国際医療福祉大学臨床医学研究センター化研病院循環器内科
○国枝 武義

17：20

閉会の辞

当番世話人

「Ａ会場」
齋藤病院名誉院長、東北大学名誉教授
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白土 邦男

肺塞栓症研究会
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後藤 信哉（東海大学医学部 内科学系 循環器内科教授）
監事：

小林 隆夫（県西部浜松医療センター院長）
高山 守正（榊原記念病院循環器内科部長）

肺塞栓症研究会事務局
〒514-8507 三重県津市江戸橋 2 丁目 174
三重大学大学院医学系研究科

循環器・腎臓内科学

E-mail：secretary@jasper.gr.jp
TEL：059-231-5015

FAX：059-231-5201

内

