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開会のことば                                       9:00～ 9:05 
天野  泉（天野記念クリニック） 

 
スポンサードセミナーA                                  9:05～ 9:55 
閉塞時の対応⽅法を検討する 
座⻑：村上 雅章（静岡県⽴総合病院） 
   ⽯⽥ 亜希（緑の⾥クリニック） 

共催：株式会社カネカメディックス 
1. Vascular Access 閉塞に対する超⾳波下外科的⾎栓除去＋VAIVT の治療成績 

  宮本 雅仁、末⽊ 志奈、佐藤 和弘、笹川  成 
  善仁会横浜第⼀病院 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. グラフト閉塞に対する⾎栓溶解＋VAIVT の治療成績 

  末光浩太郎、松岡 佑季、岡 ⾹奈⼦、川⻄ 早秀、⼤⽥南欧美、和泉 雅章 
  関⻄ろうさい病院 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. 透析アクセス閉塞に対する治療 VAIVT と外科的修復、hybrid 治療の適応と選択 

  甲斐耕太郎、森⽥さやか 
  バスキュラーアクセスクリニック⽬⽩ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
4. 慢性完全閉塞（CTO）に対する治療戦略 

  ⽯⽥ 亜希 1)、平沼 聡史 1)、平野 孝幸 1)、⼩柴 貴明 2)3)、宍⼾  洋 1) 
  緑の⾥クリニック 1)、福島県⽴医⼤ 災害⽀援講座 2)、いわき市医療センター 透析外科 3) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

休憩（5 分） 
 
ワークショップA（一般演題）                              10:00～10:30 
動静脈吻合部近傍の拡張⽅法と新デバイス 
座⻑：下池 英明（医療法⼈ ⾼橋内科クリニック） 
   ⽥代 秀夫（ユーカリ⾎管クリニック） 
1. エコー下での動静脈吻合部およびその近傍狭窄の評価とエコー下 VAIVT 

  下池 英明、花⽥ 真⼀、⻑嶺 裕介、⼄藤 徳⼈、平⼭ 遼⼀、藤⽥ 晃弘 
  (医)⾼橋内科クリニック 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ステントグラフトの適応と⽅法の検討〜3 施設の使⽤データと開存率から〜 

  宮本 雅仁 1)、末光浩太郎 2)、村上 雅章 3) 
  横浜第⼀病院 バスキュラーアクセスセンター1)、関⻄労災病院 腎臓内科 2)、静岡県⽴総合病院 腎臓内科 3) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. シャント機能不全に対する動脈拡張の効果と展望 

  井上 浩伸、池⽥ 光章、鶴⽥ 和仁、星野 輝夫、⼩林 真希、芦沢 孝枝、福岡 幸⼦、渡辺⼩百合、 
  多胡紀⼀郎 
  (医)永⽣会 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

休憩（5 分） 
 
スポンサードセミナーB                                 10:35～11:05 
カフ型カテーテル挿⼊⼿技とポイント 
座⻑：宮⽥  昭（熊本⾚⼗字病院） 
   池⽥  潔（池⽥バスキュラーアクセス・透析・内科） 

共催：ニプロ株式会社 
1. カフ型カテーテル 私の注意点 

  笹川  成 
  善仁会横浜第⼀病院 

【プ ロ グ ラ ム】 
−ライブ配信（3 ⽉ 6 ⽇(⼟)）− 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. 当院におけるカフ型カテーテル留置術 

  野⼝ 智永 
  東仁会吉祥寺あさひ病院 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ⾮カフ型カテーテルからカフ型カテーテルへの⼊替⼿技について 

  中井健太郎 
  福岡⾚⼗字病院 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

休憩（5 分） 
 
総 会                                         11:10～11:30 
司 会：神應  裕（神應透析クリニック） 
事務局：池⽥  潔（池⽥バスキュラーアクセス・透析・内科） 

 
スポンサードセミナーC                                 11:30～12:15 
新たな 3 か⽉ルールによるアクセス管理 
座⻑：⼩川 智也（埼⽟医科⼤学総合医療センター） 

共催：株式会社メディコン 
1. 患者管理とシャント評価 

  村上 康⼀ 
  医療法⼈社団誠仁会 みはま成⽥クリニック 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2 新たな 3 か⽉ルールにおける FV 値、RI 値に関する検討 

  下池 英明、花⽥ 真⼀、⻑嶺 裕介、⼄藤 徳⼈、平⼭ 遼⼀、藤⽥ 晃弘 
  (医)⾼橋内科クリニック 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. 患者⽬線の VAIVT 治療戦略 

  ⼭岸  敬 
  医療法⼈社団泉会 東名富⼠クリニック 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

休憩（25 分） 
 
特別講演                                        12:40～13:30 
⽶国・⽇本の Vascular Access Revision の最新情報・ステントグラフトの果たす役割 
座⻑：天野  泉（天野記念クリニック） 
   池⽥  潔（池⽥バスキュラーアクセス・透析・内科） 

共催：⽇本ゴア合同会社 
1. Use of the Gore Viabahn in Treating AV graft 

  Daniel V. Patel 
  Volusia-Flagler Vascular Center, Florida, USA 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. 本邦における新しい治療選択 バイアバーン ステントグラフトに期待する役割 

  深澤 瑞也 
  ⼭梨⼤学医学附属病院 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

休憩（5 分） 
 
ワークショップB（一般演題）                              13:35～14:00 
カテーテル透析の成績と試み 
座⻑：椛島 成利（ひびきクリニック） 
   笹川  成（善仁会横浜第⼀病院） 
1. ⾮カフ型カテーテルを⽤いた SVH 透析の試み 

  今泉健太郎、⼩林 直樹、若林 正則 
  (医)望星第⼀クリニック 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. 当院におけるカフ型カテーテル症例の使⽤成績 

  濵之上 哲、宮⽥  昭 
  熊本⾚⼗字病院 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. カフ型カテーテル感染治療のアルゴリズム 

  内野  敬、中井 宏昌、⾼江 久仁、市橋 弘章、佐々⽊ 司、東  仲宣 
  東葛クリニック病院 
 
ランチョンセミナー                                   14:00～14:30 
IN.PACT AV Drug-Coated Balloon のデータと実臨床への展開 
座⻑：池⽥  潔（池⽥バスキュラーアクセス・透析・内科） 
   春⼝ 洋昭（飯⽥橋春⼝クリニック） 

共催：⽇本メドトロニック株式会社 
1. IN.PACT AV Access Trial - Results from Global & Japanese cohort 

  ⼩川 智也 
  埼⽟医科⼤学総合医療センター 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. シャント DCB の実臨床への展開〜適正使⽤指針とトレーニング 

  深澤 瑞也 
  ⼭梨⼤学医学部附属病院 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

休憩（5 分） 
 
スポンサードセミナーD                                 14:35～15:25 
バルーン選択を究める in 2021 
座⻑：深澤 瑞也（⼭梨⼤学医学部附属病院） 
   ⼩川 智也（埼⽟医科⼤学総合医療センター） 

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 
1. Peripheral cutting balloon のランダム化臨床試験の成績〜Finalize device としての PCB の有効性〜 

  村上 雅章 
  静岡県⽴総合病院 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. 拡張⼒を優先し通過性を犠牲にした当院の balloon 選択戦略、その理由 

  末光浩太郎、松岡 佑季、岡 ⾹奈⼦、川⻄ 早秀、⼤⽥南欧美、和泉 雅章 
  関⻄ろうさい病院 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. エコー下 VAIVＴの有⽤性−透視下 VAIVT との⽐較を含めて− 

  下池 英明、花⽥ 真⼀、⻑嶺 裕介、⼄藤 徳⼈、平⼭ 遼⼀、藤⽥ 晃弘 
  (医)⾼橋内科クリニック 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

休憩（5 分） 
 
ワークショップC（一般演題）                              15:30～16:00 
ステント治療の適応と⽅法 
座⻑：堀⽥ 祐紀（⼼臓⾎管センター⾦沢循環器病院） 
   後藤 靖雄（シャントクリニック仙台東） 
Opening Remarks 

  堀⽥ 祐紀 
  ⼼臓⾎管センター⾦沢循環器病院 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
1. バイアバーンステントグラフト®を留置した左前腕グラフト症例〜透視とエコーを併⽤したデバイス

のポジショニング〜 
  安⽥  透 
  池⽥バスキュラーアクセス・透析・内科 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ステント治療の適応と⼿技における注意点−ベアメタルステント（BMS）とステントグラフト（SG）− 

  江⼝ ⼤彦 
  福岡市⺠病院 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ステント治療の適応と⽅法 

  堀⽥ 祐紀 
  ⼼臓⾎管センター⾦沢循環器病院 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Closing Remarks 

  堀⽥ 祐紀 
  ⼼臓⾎管センター⾦沢循環器病院 
 
閉会のことば                                      16:00～16:05 
司 会：室⾕ 典義（JCHO 千葉病院） 
事務局：池⽥  潔（池⽥バスキュラーアクセス・透析・内科） 
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Ａ 
VAIVT の成績、症例、他 
1. アクセス⾎管の⾃然治癒をうながす!? VAIVT や如何に？−残存した狭窄病変が⾃然寛解した経験あ

りますよね？− 
  ⽥代 秀夫 
  ユーカリ⾎管クリニック 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. AVF 吻合部狭窄に対するスーパーノンコンプライアントバルーン BRAVUS™の使⽤経験 

  ⾕⼭ 宣之、久⽊⽥和丘、堀江  卓、熱⽥ 義顕、⽊井 修平、佐藤 正法、後藤 順⼀、服部 優宏、 
  ⾼橋 宏明、⼩野寺⼀彦、⽬⿊ 順⼀、⽶川 元樹 
  札幌北楡病院 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. NSE balloon で異なる向きに 2 回拡張を⾏った場合の開存期間の延⻑の有無 

  ⾼柳ひかり、秋⼭ 稜介、⾅井 俊明、堀越 亮⼦、⽇野 雅予、⼩林 弘明 
  茨城県⽴中央病院 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
4. AVF ⾎栓閉塞症例に対する当院の取り組み 

  城野 良三 1)、⽥代  学 2)、⽔⼝  潤 2)、⻑坂 直樹 3)、越智 満久 3)、⼩橋⼝佳な 3) 
  社会医療法⼈川島会 川島病院 放射線科 1)、腎臓内科 2)、泌尿器科 3) 
 
Ｂ 
デバイス、⽅法、カテーテル 
1. ロングシースのメリット 

  森   優 1)、神保 俊輔 1)、⽊村 幸代 1)、⼭⽥ 幸太 1)、中尾美奈⼦ 2)、納⾕ 佳男 2) 
  ⼟浦ベリルクリニック 1)、⻑浜市⽴湖北病院 泌尿器科 2) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. 閉塞症例におけるエコー下 VAIVT の有⽤性 

  下池 英明、花⽥ 真⼀、⻑嶺 裕介、⼄藤 徳⼈、平⼭ 遼⼀、藤⽥ 晃弘 
  (医)⾼橋内科クリニック 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. バスキュラーアクセスの⻑期開存における inflow, run off vein の重要性 

  下池 英明、花⽥ 真⼀、⻑嶺 裕介、⼄藤 徳⼈、平⼭ 遼⼀、藤⽥ 晃弘 
  (医)⾼橋内科クリニック 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
4. 3 ヵ⽉ルール変更で当院の VAIVT はどう変わったか 

  中⽥ 拓史 1)、榊   学 2)、中逵 弘能 2)、村上 佳秀 2)、濱尾  巧 2)、松浦 元⼀ 3) 
  医療法⼈尽⼼会 ⻲井病院 放射線部 1)、診療部 2)、徳島⾚⼗字病院 腎臓内科 3) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
5. VAIVT 施設における CVT ナースの取り組み〜シャント⼿帳を作成して〜 

  坂⽥久美⼦ 
  津みなみクリニック 

−オンデマンド配信（3 ⽉ 6 ⽇(⼟)〜3 ⽉ 14 ⽇(⽇)）− 


