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NPO 法人業績（2018 年 11 月 1 日〜2019 年 10 月 31 日） 

 

• 論文・本    8 件 

• 講演    13 件 

• 学会発表    14 件 

• 座長・コメンテーター  4 件 

• 雑誌記事    5 件 

• TV・インターネット  5 件 

計     49 件 

 

◯論文・本 

1. 光岡明人, 笹栗志朗, 井上芳徳：大腿骨転子部骨折後に発生した巨大仮性動脈瘤を伴う大

腿深動静脈瘻の 1 例. 静脈学 2018; 29: 405-408 

2. 広川雅之：下肢静脈瘤血管内レーザー焼灼術における静脈焼灼のメカニズムと治療機器

の最近の動向．日本レーザー医学会誌 2019;40:159-166 

3. 広川雅之，佐戸川 弘之，八杉 巧，他：下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術のガイドライ

ン 2019．静脈学 2019;30(Suppl): i-81 

4. 広川雅之：ⅱ）レーザー焼灼術，その他新しい治療の紹介．新臨床静脈学，日本静脈学

会編，東京，2019，メジカルビュー社，pp. 238-249 

5. 栗原伸久：1.問診，2.視診．新臨床静脈学，日本静脈学会編，東京，2019，メジカルビュ

ー社，pp. 40-43 

6. 加賀山知子：Ⅲ章 検査で足を見極める．２血管の検査―動脈・静脈の画像診断―，足

育学 外来でみるフットケア・フットヘルスウェア，高山かおる編，東京，2019，全日

本病院出版会，pp. 90-103 

7. 広川雅之：やさしく解説 下肢静脈瘤の治し方．東京，2019，芸文社 

8. 広川雅之：男性にも女性にも大人気！下肢静脈瘤やむくみに効く弾性ストッキングの使

い方．下肢静脈瘤は自分で(楽)治せる！（足のデコボコ，痛み，かゆみ，むくみを撃

退！)， 東京，2019，マキノ出版，pp. 24-29 

 

◯講演 

1. 広川雅之：下肢静脈瘤治療に関する最新の知見．特別講演，第３回関東甲信越 Venous 

Forum，宇都宮，2018.11.3  
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2. 広川雅之：下肢静脈疾患に対する最新の治療法．教育セミナー１，第 44 回日本超音波検

査学会学術集会，横浜，2019.4.28  

3. 広川雅之：Endovenous thermal ablation for varicose veins: Development and update in Japan . 

ランチョンセミナー４，第 47 回日本血管外科学会学術総会，名古屋，2019.5.22  

4. 広川雅之：ラディアルスリム 2 リング®ファイバーで拡がる EVLA の世界．ランチョン

セミナー，第 39 回日本静脈学会総会，名古屋，2019.07.04  

5. 加賀山知子：下腿の神経，見てますか？株式会社インテグラル Hands-on Seminar，第 39

回日本静脈学会総会，名古屋，2019.7.4  

6. 栗原伸久：血管内焼灼術の適応、方法、成績．講演，第 17 回血管内焼灼術研修会，東

京，2019.7.5  

7. 広川雅之：下肢静脈瘤の臨床―下肢浮腫，うっ滞性皮膚炎，潰瘍の病態も踏まえて―．

特別講演，練馬区医師会外科医会，東京，2019.10.1  

8. 広川雅之：VenasealTM治療の実際ー実症例を見学してー．講演，endoVenous 

Forum2019@JCA，東京，2019/10/10  

9. 栗原伸久：ラディアルスリム 2 リング®ファイバーによる低コスト・高エコロジー治療．

第 60 回日本脈管学会総会，ランチョンセミナー12，東京，2019.10.11 

10. 広川雅之：血管内焼灼術の適応と成績，合併症（肺塞栓症を含めた）．講演，第 18 回血

管内焼灼術研修会，東京，2019.10.12 （台風にて中止） 

11. 栗原伸久：下肢静脈瘤の治療．講演，第 2 回 Venous Educational Course，東京，
2019.10.13 

12. 栗原伸久：下肢表在静脈疾患．特別講演，太田市医師会講演会，群馬，2019.11.2 

13. 岩井武尚：術後下肢深部静脈血栓症の診断と治療について．特別講演，房総 VTE 

Forum，千葉，2019.11.12 

 

◯学会発表 

1. 栗原伸久，広川雅之，伴祐子：静脈日帰りクリニックにおける急性静脈血栓症に関する

検討. 第 119 回日本外科学会定期学術集会，大阪，2019.4.19 

2. 広川雅之，栗原伸久，伴 祐子：下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術の中長期成績と再発形式

の検討．シンポジウム 4，第 47 回日本血管外科学会学術総会，名古屋，2019.5.22  

3. 栗原伸久，広川雅之，伴裕子：うっ滞性潰瘍に対する治療成績，第 46 回血管外科学会，

名古屋，2019.5.24 

4. 栗原伸久，広川雅之，伴裕子：静脈うっ滞性潰瘍の治療，第 39 回日本静脈学会総会，パネル

ディスカッション 4，名古屋，2019.7.4 

5. 伴 祐子，栗原伸久，広川雅之：Klippel-Trenaunay 症候群の手術症例の検討．第 39 回日本

静脈学会総会, 名古屋, 2019.7.4 

6. 下川千佐子，広川雅之，栗原伸久，伴 祐子：血管内治療後の圧迫療法で看護師の経験年数

による圧迫圧の差についての検討．第 39 回日本静脈学会総会, 名古屋, 2019.7.5 
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7. 西澤真人，広川雅之，栗原伸久，伴祐子：抗凝固療法を必要とした下肢静脈瘤血管内焼灼術後

血栓性合併症の検討．パネルディスカッション 1，第 39 回日本静脈学会総会，名古屋，

2019.7.4 

8. 広川雅之，日本静脈学会ガイドライン委員会：BQ1：ETA の禁忌は何か？シンポジウム 3，第 39

回日本静脈学会総会，名古屋，2019.7.5  

9. 栗原伸久：下肢静脈瘤手術に必要な解剖と知識，最新の治療，TOPIC 2019，東京，
2019.07.13 

10. 広川雅之，栗原伸久，伴 祐子：下肢静脈瘤に対する VenasealTM治療の実際．第 9 回

TMDU 血管外科研究会，東京，2019.7.27  

11. Hirokawa M, Kuriharra N, Ban Y: Three-year results of endovenous thermal ablation for 

incompetent great saphenous vein due to incompetent thigh perforator. International Union of 

Angiology, Asian chapter, Tokyo, 2019.10.10 

12. 伴 祐子，栗原伸久，広川雅之：大腿部不全穿通枝を逆流源とする大伏在静脈瘤に対す

る血管内焼灼術の検討．第 60 回日本脈管学会総会，東京， 2019.10.11 

13. 広川雅之：末梢血管領域における進歩と課題．シンポジウム７，第 40 回日本レーザー医

学会総会，浜松，2019.10.20 

14. 栗原伸久，広川雅之，伴祐子：韓国（ソウル）放浪記―2 泊 3 日・謎のはちみつ治療―．第 8 回

ELUM，東京，2019.11.3 

 

◯座長・コメンテーター 

1. 栗原伸久：ポスター90 静脈瘤 2．座長，第 47 回血管外科学会，名古屋，2019.05.24 

2. 広川雅之：不成功・後悔症例検討会．コメンテーター，第 14 回ジャパンエンドバスキュ

ラーシンポジウム（JES 2019），東京，2019.8.22 

3. 広川雅之：一般演題 6「下肢静脈瘤 1」．座長，第 60 回日本脈管学会総会，東京，
2019/10/10 

4. 栗原伸久：ポスター19VTE．座長，第 60 回日本脈管学会総会，東京，2019.10.11 

 

◯雑誌記事 

1. 広川雅之：見た目が悪いだけじゃないんです 下肢静脈瘤を放置していませんか．週刊

現代 2 月 9 日号，p156-157，講談社，2019.2.9 

2. 広川雅之：いま気になる病気 vol.13 気になる下肢静脈瘤．ゆうゆう 5 月号，p138-139，

（株）主婦の友社，2019.4.1  

3. 広川雅之：下肢静脈瘤．わかさ 6 月号，p99-111，（株）わかさ出版，2019.6.1  

4. 広川雅之：目指せ！ヘルス&ビューティの達人「下肢静脈瘤」．毎日が発見 2019 9 

vol.188 p86-89，株式会社毎日が発見，2019.8.28  

5. 広川雅之：むくみ予防&血管を強化で「下肢静脈瘤」に克つ．女性自身 10 月 15 日号，

p139-145，光文社，2019.10.1  
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◯TV・インターネット 

1. 広川雅之：Put Your Best Foot Forward. Medical Frontiers, NHK WORLD, 2018.11.27 放映 

2. 広川雅之：女神のマルシェ，日本テレビ， 2019.01.8 放映  

3. 広川雅之：寝起きの困ったむくみ 原因と対策はコレ！Good Sleep Factory，URL: 

www.goodsleepfactory.com/column/8713/，2019.3.22 掲載  

4. 広川雅之：学会トピック◎第 39 回日本静脈学会総会 下肢静脈瘤の血管内焼灼術ガイド

ライン発表．日経メディカル Online, URL：

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/201907/561561.html，2019.07.10 

5. 広川雅之：トレンド◎注目の「グルー治療」が登場間近 下肢静脈瘤を瞬間接着剤で低

侵襲に治療する．日経メディカル Online, URL：

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/201910/562568.html，2019.10.08 掲

載  

http://www.goodsleepfactory.com/column/8713/
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/201907/561561.html，2019.07.10
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/201910/562568.html


下肢静脈瘤に対する
血管内焼灼術の
ガイドライン

監修　日本静脈学会
編集　日本静脈学会ガイドライン委員会
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