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第 14 回日本血管腫血管奇形学会学術集会 プログラム

会場：松風館 3 階「比翼」

18:00 ー 19:00

20:00 ～

19:00 ー 19:50

評議員会

ウェルカムパーティー

プレコングレスセミナー

PS 静脈奇形・リンパ管奇形の治療をふりかえって
古川　洋志（北海道大学 形成外科）

会　場：2F「花舞」
参加費：無料

座長：小野澤 志郎（帝京大学医学部附属溝口病院 放射線科）

平成29年7月13日（木）

共催：バイエル薬品株式会社

会場：松風館 3 階「連理」
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会場：華風館グランドフロア　インペリアルホール「飛翔」

14:00 ー 15:08

LS1

一般演題１

血管奇形に対する IVR の現況
大須賀 慶悟（大阪大学医学部附属病院 IVRセンター）

共催：日本化薬株式会社

O-01 当科におけるプロプラノロール療法プロトコル
門平 充弘（金沢医科大学 形成外科）

O-02 乳児血管腫に対するプロプラノロール内服治療の検討
～入院期間における早期の効果について～
表 千草（KKR札幌医療センター斗南病院 形成外科 血管腫・血管奇形センター）

O-03

退縮後に摘出術を行なった耳下腺乳児血管腫の治療経験

蕨 雄大（国家公務員共済組合連合会斗南病院 形成外科／血管腫・血管奇形センター）

O-04

乳児血管腫に対するプロプラノロール内服治療の検討
̶中期的成績と合併症について̶

入江 陽香（福岡大学 形成外科）

O-05

薬事承認されたプロプラノロール（ヘマンジオル ®シロップ）での乳児血管腫
の治療経験

望月 真理子（順天堂大学医学部附属順天堂医院）

O-06★

乳児血管腫に対するプロプラノロール内服とレーザー併用治療の有効性の検討

黒川 正人（熊本赤十字病院 形成外科）

O-07

プロプラノロール内服にて退縮した乳児血管腫を切除した 1例

丸口 勇人（神戸大学医学部付属病院 形成外科学）

13:00 ー 13:50 ランチョンセミナー 1
座長：横尾 和久（愛知医科大学 形成外科）

9:00 ー 12:45 第 9回血管腫血管奇形講習会
（プログラムは P20 をご覧ください）

座長：上原 秀一郎（日本大学医学部外科学系小児外科学分野）　　　
　　　加地 展之（法典クリニック）　　

平成29年7月14日（金）

8:50 ー 9:00 開会式
今井 茂樹（総合南東北病院 総合血管内治療センター）

品川 萬里（郡山市長）

O-18

奥野  祐次（江戸川病院 運動器カテーテルセンター）

MRI にて血管腫が疑われた難治性下肢痛に対してイミペネム・シラスタチンに
よる塞栓療法が効果的であった１例

★
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15:10 ー 16:05 一般演題 2

Clinical Characteristics of PHACE Syndrome
小宮山 雅樹（大阪市立総合医療センター 脳神経センター）

SY-1

SY-2

SY-4

SY-3

SY-5

患者会の活動について

患者・家族のより良い未来を目指して

皮膚科における血管腫血管奇形の治療について

患者 first ～交流会から見えてきたもの～

慶應義塾大学における血管腫血管奇形外来

プロプラノロール療法が奏功した PHACE 症候群の１例
髙木 信介（公益財団法人昭和会 今給黎総合病院 形成外科）

Kaposiform hemangioendothelioma の症例研究
武本 淳吉（九州大学大学院医学研究院 小児外科）

術後電子線照射を行ったカポジ肉腫様血管内皮細胞腫の一例
神人 正寿（熊本大学 皮膚病態治療再建学分野）

Klippel-Trenaunay Syndrome の臨床経験
小川 雄大（国立成育医療研究センター 臓器・運動器病態外科部外科）

下肢クリッペル・トレノネー症候群に合併した出血を繰り返す被角血管腫に
対し電気凝固が奏効した 1例
石川 耕資（北海道大学 医学部形成外科）

座長：小宮山 雅樹（大阪市立総合医療センター 脳神経センター）
　　　野崎 太希（聖路加国際病院 放射線科）

16:10 ー 17:00

17:05 ー 18:50

特別講演

シンポジウム「患者 first に向けての取り組み」

SL Vascular Anomalies: updates and our innovations (2016 - 2017)
Xiaoxi Lin,M.D（Department of Plastic and reconstructive Surgery Shanghai Ninth People's 
　　　　　　　　 Hospital Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai , China）

座長：佐々木 了（KKR 札幌医療センター斗南病院
　　　　　　　　　　血管腫・血管奇形センター）

座長：髙木 信介（今給黎総合病院・昭和クリニック 形成外科）
　　　鳥谷部 荘八（仙台医療センター 形成外科）

O-08

O-09

O-10

O-11

頚部から胸部にかけて発生した巨大リンパ管腫の1例
木村 千寿（愛媛大学医学部附属病院 形成外科）

O-12

O-13

O-14

阿部 香織（血管腫・血管奇形の患者会）

馬田 朋子（混合型脈管奇形の会）

園田 由美（血管奇形ネットワーク）

長濱 通子（神戸百年記念病院 皮膚科・美容皮膚科）

井上 政則（慶應義塾大学 放射線診断科）

★

★

★

★
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19:00 ー 19:50

20:00 ～

ES

イブニングセミナー

懇親会

AVMに対するNBCA-Lipiodol を用いた塞栓術
清末 一路（大分大学 医学部付属病院 放射線部）

共催：第一三共株式会社

座長：新見 康成（聖路加国際病院 神経血管内治療科）

会　場：2F「花舞」
参加費：3,000円（当日受付可・参加受付にてお支払いください）
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第 14 回日本血管腫血管奇形学会学術集会 プログラム

会場：華風館グランドフロア インペリアルホール「飛翔」

8:30 ー 9:20

9:25 ー 9:59

MS1

モーニングセミナー

一般演題 3

「血管腫・血管奇形・リンパ管奇形診療ガイドライン2017」（改訂版）概要の解説
三村 秀文（聖マリアンナ医科大学 放射線医学講座）

共催：エーザイ株式会社

O-15 リンパ管腫に対するリンパ流再建外科治療　リンパ管静脈吻合術の効果
加藤 基（埼玉県立小児医療センター 形成外科）

O-16 難治性血管奇形に対する桂枝茯苓丸（加薏苡仁）の効果の検討 Efficacy of 
keishibukuryogan (ka-yokuinin) on intractable vascular malformation
小川  恵子（金沢大学附属病院 漢方医学科）

座長：田中 法瑞（久留米大学医学部 放射線医学教室）

座長：川倉 健治（相澤病院 放射線診断科）

平成29年7月15日（土）

O-17 新生児肝血管腫の出生後のサイズ変化について
宗﨑 良太（九州大学大学院医学研究院 小児外科学分野）

O-42 オーダーメイド圧迫装具と漢方薬内服による下肢血管奇形の緩和治療
星野 夕紀（信州大学医学部付属病院 形成外科）

10:00 ー 11:56 一般演題 4

当院におけるリンパ管腫症・ゴーハム病の頭蓋骨病変の比較検討
Comparison of the skull lesion of generalized lymphatic anomaly 
and Gorham-Stout disease
野澤 明史（岐阜大学大学院医学系研究科小児病態学 ）

リンパ管奇形の自然退縮とリンパの流れ　小児病院 34年間の後方視的検討
加藤 基（埼玉県立小児医療センター 形成外科）

小嚢胞性および混合型リンパ管奇形に対するブレオマイシン硬化（局注）療法
の有用性
髙木 信介（公益財団法人昭和会 今給黎総合病院 形成外科）

ブレオマイシンによる顔面のmicrocystic lymphatic malformation の治療経験
新見 康成（聖路加国際病院 神経血管内治療科）

座長：河野 太郎（東海大学医学部 外科学系形成外科学）
　　　藤野 明浩（国立成育医療研究センター 臓器・運動器病態
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外科部 小児外科）
　　　長尾 宗朝（東北大学医学部 形成外科）

O-19

O-20

O-21

O-22

★
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難治性リンパ管腫等に対するブレオマイシン /OK-432 併用局注硬化療法の
検討（中間報告）
Bleomycin/OK-432 combined sclerotherapy for intractable lymphatic 
malformations
小川 雄大（国立成育医療研究センター 臓器・運動器病態外科部外科）

O-23

顔面から口腔内、頚部におよぶ巨大リンパ管奇形の治療経験

当院における静脈奇形に対する硬化療法の検討

伊藤 梨里（北海道大学医学部 形成外科）

鉾立 博文（今給黎総合病院 放射線科）

多発腎動脈瘤と硬膜動静脈瘻を伴ったGeneralized lymphatic anomalyを疑う1例

劇症型 A群溶血性連鎖球菌感染症を発症した左上肢体幹部リンパ管静脈奇形の
１例

当科における静脈奇形部分切除術の検討

藪田 実（聖路加国際病院 放射線科）

岩科 裕己（杏林大学医学部 形成外科）

長尾 宗朝（東北大学医学部 形成外科）

出生後重篤な経過をとった出生前診断された右下肢リンパ管奇形の 1例

先天性フィブリノゲン異常症患者における左下肢静脈奇形に対するエタノール
硬化療法

山本 裕輝（北里大学 小児外科）

野口 昌彦（長野県立こども病院 形成外科）

O-26

O-29

O-24

O-27

O-30

O-25

O-28

12:10 ー 13:00

13:40 ー 14:40

13:10 ー 13:40

LS2

PA-1

ランチョンセミナー

パネルディスカッション「難治症例」

総会

Management of high-flow and complex vascular anomalies

放射線治療後に再発した Kaposiform hemangioendothelioma（KHE）に
Vincristine 療法が奏功した一例

Ahmad I. Alomari,M.D（Division of Vascular and Interventional Radiology Department of 
　　　　　　　　　　  Radiology Boston Children's Hospital, America）

泉本 真美子（愛媛大学医学部附属病院 形成外科）

座長：今井 茂樹（総合南東北病院 総合血管内治療センター）

座長：秋田 定伯（福岡大学医学部 形成外科・創傷再生学講座）
　　　吉本 信也（総合南東北病院 形成外科）

静脈奇形治療後の複合性局所疼痛症候群に対し神経切離術を施行した 1例
関山 琢也（杏林大学医学部 形成外科）

O-31

子宮膣部静脈奇形 2例の治療経験
海野早織（杏林大学医学部 形成外科）

O-32

★

★

★

★

★
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眼窩内リンパ管奇形の１例
加藤 愛子（国立病院機構 別府医療センター 形成外科）

巨指症を伴った手指の動静脈奇形に対する新しい治療法の長期観察例
鳥飼 勝行（ふれあい横浜ホスピタル 美容・形成外科）

PA-3

PA-4

14:50 ー 15:40

SS1

スイーツセミナー

乳児血管腫の新たな治療戦略と今後の課題
中岡 啓喜（愛媛大学 皮膚科・形成外科）

共催：マルホ株式会社

座長：杠 俊介（信州大学 形成外科）

15:50 ー 17:03 一般演題 5
座長：櫻井 裕之（東京女子医科大学 形成外科）
　　　小野澤 志郎（帝京大学医学部附属溝口病院 放射線科）

四肢動静脈奇形切除後の遊離皮弁移植における移植床血管の選択と治療成績
藤木 政英（杏林大学 医学部 形成外科）

外耳動静脈奇形に対する外科治療
石橋 謙一（大阪市立総合医療センター 脳神経外科）

2 回に分けて切除術を施行した動静脈奇形の 2例
山下 雄太郎（杏林大学医学部付属病院 形成外科）

脈管奇形を伴った足底の腫瘍性病変切除後に遊離皮弁移植術を行い肺塞栓症を
来たした一例
安居 剛（国家公務員共済組合連合会 斗南病院）

経頭蓋アプローチにより完全切除し胸背動脈穿通枝皮弁で再建した左上眼瞼、
眼窩、前額、側頭部動静脈奇形の 1例
石田 有宏（沖縄県立中部病院 形成外科）

幼児踵骨 AVM 及び足関節 LVM合併例の治療経験
木村  悠里（福岡大学病院 形成外科）

O-33

O-34

O-35

O-36

O-37

直接穿刺エタノール硬化療法による呼気中エタノール濃度の変化
髙田 悟朗（獨協医科大学 形成外科学）

AVM直接穿刺治療における syngo Dyna4D システムの臨床使用について
小野澤 志郎（帝京大学医学部附属溝口病院 放射線科）

O-39

O-40

O-38

発症時に急性膵炎を認めたリンパ管腫症の 1例
安江 志保（岐阜大学医学部附属病院 小児科）

PA-2

★

★

★

★
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従来 Venous Racemous Hemangioma (VRH) と呼称されていた Venous 
Malformation (VM) と、術前に鑑別の付かなかった、Plaque － Type の
Glomuvenous Malformation (GVM)
倉持 朗（埼玉医科大学 皮膚科学教室）

O-41

17:05 ー 17:10

17:10 ー 17:15

次期会長挨拶

閉会式

大須賀 慶悟（大阪大学医学部附属病院 IVRセンター）

今井 茂樹（総合南東北病院 総合血管内治療センター）


