腹腔・静脈シャント（P-Vシャント） 医学会発表リスト
No. 演題名

2016年2月2日 更新
発表施設

学術集会名

発表年

1

頻回の腹水濾過濃縮再静注法にも治療抵抗性を示した難治性腹水に対し腹腔-静脈シャントが著効した1例

大阪府済生会泉尾病院消化器内科

第41回日本肝臓学会西部会

2015

2

Denver シャント留置術施工後に脳梗塞を発症した2例

岐阜市民病院消化器内科

第41回日本肝臓学会西部会

2015

3

難治性胸腹水に対するシャントチューブ留置の適応と有用性について

明和病院外科

JDDW2015東京

2015

4

難治性腹水を伴う肝硬変に対する腹腔静脈シャント(PVS) と経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術(TIPS) の比較

昭和大学横浜市北部病院消化器センター

第22回日本門脈圧亢進症学会総会

2015

5

当科における難治性腹水に対する腹腔－静脈シャント術の有用性の検討

日本医科大学消化器外科

第22回日本門脈圧亢進症学会総会

2015

6

トリバプタン不応例に対し、腹腔ー静脈シャント留置にて腹水および腎機能の改善が得られた1例

東海大学大磯病院消化器内科

第22回日本門脈圧亢進症学会総会

2015

7

難治性腹水を有する肝癌合併肝硬変患者のQOLの改善に、術中術後合併症を認めながらもデンバーシャントが有効であった1例

西美濃厚生病院内科

第22回日本門脈圧亢進症学会総会

2015

8

発作性夜間ヘモグロビン尿症による難治性腹水に対してデンバーシャントを挿入した1例

仙台医療センター外科

第27回日本肝胆膵外科学会学術総会

2015

9

維持透析中の難治性腹水患者に対しDenver Peritoneo-Venous shunt(PV-shunt) 留置術を施行した1例 住友病院消化器内科

日本内科学会第208回近畿地方会

2015

10 トリバプタン加療中の難治性腹水に対して腹腔静脈シャントにて腹水量の著名な改善を認めた1例

神戸大学医学部附属病院消化器内科

日本内科学会第208回近畿地方会

2015

11 難治性腹水に対し、腹腔静脈シャント術を施行し、症状の改善を得た一例

北海道医療センター初期研修医

第116回日本消化器病学会北海道支部例会

2015

12

札幌共立五輪橋病院消化器病センター内科 第116回日本消化器病学会北海道支部例会

2015

13 肝静脈腫瘍栓を伴う難治性腹水に対してデンバーシャント療法(PVS) と肝動脈塞栓術を施行した一例

京都府立医科大学放射線科

第58回関西Interventional Radiology 研究会

2015

14 原発不明癌による難治性腹水に対するデンバー・シャントの有用性

光市立総合病院外科

第76回日本臨床外科学会総会

2014

15 デンバーシャントにてコントロールできた難治性腹水の一例

東松山医師会病院外科

第76回日本臨床外科学会総会

2014

16 肝硬変症に伴う難治性腹水症に対する腹腔-静脈シャント療法の検討

富山県立中央病院内科

JDDW2014神戸

2014

17 当院における難治性腹水症例に対する腹腔-静脈シャント術の現況

山形市立病院済生館消化器内科

JDDW2014神戸

2014

18 難治性腹水に対する胸腹腔-静脈シャントの有用性

厚生連高岡病院消化器内科

第21回日本門脈圧亢進症学会総会

2014

19 肺腺癌から癌性腹膜炎を合併し、Denver シャント留置にて症状緩和を得られた1例

東京労災病院

第1276回千葉医学会例会・第13回呼吸器内科例会

2014

20 腹腔静脈シャントが有効だった乳癌腹膜播種による癌性腹水の1例

社会保険中京病院外科

第22回日本乳癌学会学術総会

2014

21 悪性腹水に対するデンバーシャントの有用性の検討

愛知県がんセンター愛知病院外科

第69回日本消化器外科学会総会

2014

22 腹腔静脈シャント術がQOL改善につながらなかった症例の検討

洲本伊月病院緩和ケア外科

第19回日本緩和医療学会学術大会

2014

23

東芝病院内科

第59回日本透析医学会学術集会・総会

2014

24 難治性胸腹水に対する胸腹腔－静脈シャントの有用性について

厚生連高岡病院消化器内科

第50回日本肝臓学会総会

2014

25 膵癌術後難治性腹水に対しDenver-shunt 術を施行した3例

千葉県がんセンター消化器外科

第114回日本外科学会定期学術集会

2014

26 化学療法関連類洞閉塞症候群(SOS)により生じた難治性腹水に対してDenver shunt が緩和的に奏功した進行大腸癌の1例

札幌共立五輪橋病院消化器病センター内科 第114回日本消化器病学会北海道支部例会

2014

27 癌性腹水に対しデンバーシャント造設後に溶血性黄疸を来した1例

済生会横浜市東部病院外科

第50回日本腹部救急医学会総会

2014

28 癌性腹膜炎による難治性腹水に対して腹腔－静脈シャントを造設した進行胃癌の1例

成田赤十字病院外科

第29回日本静脈経腸栄養学会学術集会

2014

29 デンバーシャント留置後の右心房内に血栓と感染を合併し、開心術により救命しえた1例

筑波学園病院消化器内科

日本消化器病学会関東支部第327回例会

2013

30 当科における難治性腹水に対する腹腔-静脈シャント療法の検討

大垣市民病院消化器内科

第40回日本肝臓学会西部会

2013

31 C型慢性肝炎に対する、3剤併用療法後に生じた難治性腹水に対しDenver PV shunt が有効であった一例

岐阜市民病院消化器内科

第40回日本肝臓学会西部会

2013

32 腹腔-静脈シャントが奏効した難治性腹水を伴う肝細胞癌の一例

大阪市立十三市民病院消化器内科

第40回日本肝臓学会西部会

2013

33 腹腔-静脈シャント術により難治性腹水をコントロール後、治療を継続し得た肝細胞癌の一例

公立八女総合病院消化器内科

第102回日本消化器病学会九州支部例会・第96回日本消化器内視鏡学会九州支部例会

2013

34 癌性腹膜炎による難治性腹水に対するDenver shunt の効果

昭和伊南総合病院外科

第51回日本癌治療学会学術集会

2013

35 難治性腹水に対するDenver 腹腔－静脈シャント術の適応に関する検討

住友病院消化器内科

JDDW2013東京

2013

36 癌末期における、癌性腹水に対するデンバーシャントの有用性の検討

佐世保共済病院外科

第62回共済医学会

2013

37 Denver 型腹腔静脈シャント留置後に発症したDICに対し遺伝子組換え型トロンボモジュリンが著効した一例

神戸大学肝胆膵外科

第75回日本臨床外科学会総会

2013

38 肝硬変患者の難治性腹水に対するDenver 腹腔-静脈シャント術の検討

JR札幌病院外科

第75回日本臨床外科学会総会

2013

39 デンバーシャントチューブの右心房への流出

黒澤病院消化器内科

第20回日本門脈圧亢進症学会総会

2013

40 当科における難治性腹水に対する腹腔静脈シャントの治療成績

日本医科大学病院消化器外科

第20回日本門脈圧亢進症学会総会

2013

41 胃切除術後の難治性腹水に対して腹腔・静脈シャントが有効であった1例

岡山大学病院消化管外科

第68回日本消化器外科学会総会

2013

42 緩和ケアとして施行した進行癌患者の難治性腹水に対する腹腔・静脈シャント術の経験

松江赤十字病院外科

第68回日本消化器外科学会総会

2013

43 保存的治療抵抗性の難治性癌性腹水に対する腹腔－静脈シャント術が有効であった3例

獨協医科大学医学部第一外科

第68回日本消化器外科学会総会

2013

44 直腸癌、多発肝転移、難治性腹水を伴う患者に対し腹腔静脈シャント術が有効であり化学療法を継続し得た1例

栃木県済生会宇都宮病院外科

第68回日本消化器外科学会総会

2013

45 肝硬変患者の難治性腹水に対する腹腔静脈シャント療法の検討

JR札幌病院外科

第103回日本臨床外科学会北海道支部総会

2013

46 肝疾患による難治性腹水に対する腹腔静脈シャント（Denver peritoneovenous shunt）の栄養に及ぼす影響

明和病院外科

第50回日本外科栄養代謝学会学術集会

2013

47 癌性腹膜炎による難治性腹水に対し腹腔静脈シャント術を行い、長期生存中の1例

洲本伊月病院外科

日本緩和医療学会学術大会 18巻

2013

48 当院における難治性腹水症例に対する腹腔静脈シャント術の有用性の検討

愛知県がんセンター中央病院放射線診断・IVR部

日本緩和医療学会学術大会 18巻

2013

49 癌性腹膜炎による難治性腹水に対する腹腔静脈シャント術の検討

日本医科大学第一外科

第49回日本肝臓学会総会

2013

50 難治性腹水に対してデンバーシャントを使用した肝硬変症例の臨床的検討

東芝病院消化器内科

第49回日本肝臓学会総会

2013

51 末期肝硬変に伴う難治性腹水に対するデンバーシャント療法の検討

富山県立中央病院内科

第99回日本消化器病学会総会

2013

52 難治性腹水に対する腹腔－静脈シャントの適応とその限界

国立病院機構仙台医療センター外科

第99回日本消化器病学会総会

2013

53 悪性腫瘍合併難治性腹水例に対する腹腔静脈シャント（PVshunt）の及ぼす影響についての検討

京都民医連中央病院外科

第99回日本消化器病学会総会

2013

54 Denver shunt 造設術による難治性がん性腹膜炎対策

東京慈恵会医科大学附属柏病院外科

第85回日本胃癌学会総会

2013

55 Denver shunt により肝機能およびADLが著明に改善した難治性腹水合併肝硬変の1例

千曲中央病院内科

第51回日本消化器病学会甲信越支部例会

2012

56 癌性腹水に対してのデンバーシャント後に溶血・肉眼的血尿を来した一例

久留米大学外科

第74回日本臨床外科学会総会

2012

57 門脈圧亢進を伴う大量腹水に対するDenver shunt の効果

大牟田市立病院消化器内科

第19回日本門脈圧亢進症学会総会

2012

58 門脈血栓症による難治性腹水に対し Denver シャントを挿入した一例

立正佼成会附属佼成病院内科

第19回日本門脈圧亢進症学会総会

2012

59 当科における難治性胸/腹水に対する胸/腹腔静脈シャントの経験

日本医科大学附属病院外科

第48回日本肝臓学会総会

2012

60 癌性胸腹水に対しAxial puncture 法胸腔ドレーンとPeritoneovenous shunt が有効であった腹膜癌の1例 聖マリアンナ医科大学産婦人科

第52回日本婦人科腫瘍学会学術講演会

2012

61 デンバーシャント造設術が奏功した食道癌術後原因不明の難治性腹水の一例

京都府立医科大学消化器外科

第66回日本食道学会学術集会

2012

62 肝切除術後の難治性腹水に対してPVシャント術を施行し良好なコントロールを得た1例

京都府立医科大学消化器外科

第48回日本腹部救急医学会総会

2012

63 難治性腹水を伴った肝硬変合併腎不全の透析困難症に対する腹腔静脈シャント4例の経験

千葉社会保険病院消化器内科

第1236回千葉医学会例会・千葉大学大学院医学研究院腫瘍内科学例会

2012

64 難治性腹水例に対する腹腔－静脈シャント(Denver peritoneovenous shunt)の有効性および予後不良因子についての検討 明和病院外科

第111回日本外科学会定期学術集会

2012

65 Denver 腹腔静脈シャント（PVシャント）造設後早期DIC死の危険因子の検討

健康保険人吉総合病院外科

第111回日本外科学会定期学術集会

2012

66 進行・再発卵巣癌の難治性腹水に対するデンバーシャント留置の有効性に関する検討

聖マリアンナ医科大学産婦人科

関東産婦人科誌49巻3号

2012

67 腹腔-静脈シャント術により難治性腹水をコントロール後治療し得た肝細胞癌の一例

公立八女総合病院内科

第98回日本消化器病学会九州支部例会

2011

68 悪性腹水の在宅管理をめざした腹腔静脈シャント（デンバーシャント）の検討

自治医科大学消化器一般外科

第73回日本臨床外科学会総会

2011

69 難治性腹水を合併した胃静脈瘤破裂にたいしてデンバーシャント挿入後にBRTOを実施した一例

東邦大学医療センター大森病院消化器内科 第18回日本門脈圧亢進症学会総会

2011

70 肝硬変症による難治性腹水に対しデンバーシャントを留置した症例の検討

浅草病院外科

第18回日本門脈圧亢進症学会総会

2011

71 腹腔静脈シャント造設後4年6ヵ月生存中の肝硬変の一例

四日市社会保険病院消化器科

第18回日本門脈圧亢進症学会総会

2011

72 癌性腹水に対する Denver Shunt の有用性について

自治医科大学附属病院消化器外科

第66回日本消化器外科学会総会

2011

73 難治性腹水に対して行った腹腔静脈シャント術54例の検討 緩和ケア外科の立場から

洲本伊月病院外科

第66回日本消化器外科学会総会

2011

74 難治性腹水に対し腹腔静脈シャント造設後ヘルニア嵌頓を起こした2症例

健康保険人吉総合病院医局

第66回日本消化器外科学会総会

2011

75 体外式腹腔静脈シャント留置についての検討

国立がん研究センター中央病院放射線診断科

76 肝硬変に伴う難治性腹水症例に対する腹腔－静脈シャント術の効果と課題

日本医科大学外科

第97回日本消化器病学会総会

2011

77 末期肝硬変に伴う難治性腹水に対するデンバーシャント療法の検討

富山県立中央病院内科

第97回日本消化器病学会総会

2011

腹腔静脈シャント（Denver shunt）留置後に発症した敗血症性DICに対しリコンビナントトロンボモジュリンが著効したアルコール性肝硬変症の一例

術後急性腎障害で透析導入後、難治性乳糜腹水出現に伴う循環血症量減少性ショック・透析困難に対し、デンバーシャント（DS）造設が奏功した一例

2011

78 腹腔－静脈シャントにより改善したC型肝硬変による肝性胸水の一例

川崎病院消化器内科

JDDW2010横浜

2010

79 非代償性肝硬変に伴う難治性腹水に対する腹腔・静脈シャント術前後のホルモン動態

岩手医科大学消化器・肝臓内科

第17回日本門脈圧亢進症学会総会

2010

80 腹腔-静脈シャント術の適応・効果および今後の課題

日本医科大学外科

第17回日本門脈圧亢進症学会総会

2010

81 腹腔-静脈シャント術を施行した肝硬変に合併した難治性腹水患者の長期生存例

西美濃厚生病院内科

第17回日本門脈圧亢進症学会総会

2010

82 デンバーシャントにより二次性ネフローゼ症候群が悪化したと考えられるアルコール性肝硬変の一例

岡山大学病院消化器内科

第17回日本門脈圧亢進症学会総会

2010

83 悪性腹水に対するPV shunt 留置後凝固異常対策と予後の検討

愛生会山科病院外科

第65回日本消化器外科学会総会

2010

84 腹腔-静脈シャント（Denver shunt）にて胃静脈瘤の改善を認めたアルコール性肝硬変の1例

ハートライフ病院消化器内科

85 当科における難治性腹水に対する Denver shunt 造設術症例の検討

市立宇和島病院外科

第64回日本消化器外科学会総会

2009

86 当院で施行した Denver peritoneo-venous shunt の有用性についての検討

健康保険人吉総合病院外科

第64回日本消化器外科学会総会

2009

87 癌週末期の大量腹水に対する腹腔～静脈シャントの使用経験

石川県立中央病院 一般消化器外科

第14回日本緩和医療学会総会

2009

88 慢性腎不全にて血液透析中の肝硬変患者の難治性腹水に対して腹腔静脈シャント術を施行した4例

岡山済生会総合病院外科

日本肝胆膵外科学会

2009

89 癌性腹水に対するPeritoneal venous shunt(Denver shunt) の有用性の検討

愛生会山科病院外科

第95回日本消化器病学会総会

2009

90 肝硬変に合併した難治性腹水に対して腹腔－静脈シャントが有効であった2例

西美濃厚生病院

第57回日本農村医学会学術総会

2009

91 癌性腹水に対するPeritoneal venous shunt 留置での可及的腹水大量ドレナージ法の効果

愛生会山科病院 外科

第47回日本癌治療学会

2009

92 癌性腹膜炎に対するデンバーシャントの経験

甲府共立病院・消化器内科

JDDW2009京都

2009

93 難治性腹水に対してデンバーシャントを使用した肝硬変症例の臨床的検討

東芝病院・消化器内科

JDDW2009京都

2009

94

福井大学附属病院・消化器内科

JDDW2009京都

2009

95 腹腔静脈シャント（デンバーシャント術）による腹水治療の臨床効果

大船中央病院 消化器肝臓病センター

第38回日本IVR学会総会

2009

96 難治性腹水を伴うリンパ脈管筋腫症患者へのデンバーシャント挿入術の麻酔管理

順天堂大学医学部麻酔科学・ペインクリニック講座

第28回日本臨床麻酔学会

2008

97 術後難治性腹水に対しDenver shunt 留置で長期改善を得ている肝硬変合併胃癌の1例

日鋼記念病院外科

第50回北海道血管造影・IVR研究会

2008

98 担癌患者における Denver shunt の成績

愛知県がんセンター放診・IVR部

99 難治性腹水に対してデンバーシャントを挿入した血液透析患者の一例

東京医科大学霞ヶ浦病院腎臓内科

日本透析医学会雑誌41巻supplement1

2008

100 肝硬変に合併した難治性腹水に対して腹腔－静脈シャントが有効であった2例

西美濃厚生病院 内科

日本農村医学会雑誌57巻3号2008年

2008

101 IVRを利用した眼精腹膜炎症状緩和の試み

愛生会山科病院 外科

第13回日本緩和医療学会学術大会

2008

102 デンバーシャント留置後に臍ヘルニア嵌頓を来たした肝硬変（B型＋アルコール症）の1例

札幌緑愛病院肝臓センター

第15回日本門脈圧亢進症学会総会

2008

103 難治性腹水を合併した肝硬変に対して腹腔静脈シャント造設後にエンテカビルを投与した一例

日立総合病院内科

第15回日本門脈圧亢進症学会総会

2008

104 担癌患者における腹腔静脈シャント造設術(Denver shunt) についての検討

愛知県がんセンター中央病院 放射線診断・IVR部 第46回日本癌治療学会誌第43巻第2号

2008

105 癌性腹水に対するPeritoneal venous shunt (Denver shunt) の有用性の検討

愛生会山科病院 外科

第46回日本癌治療学会誌第43巻第2号

2008

106 膵臓癌術後の一日5Lを越える腹水に対する腹腔静脈シャント

関西電力病院 外科

第46回日本癌治療学会誌第43巻第2号

2008

107 難治性癌性腹水に対する Peritoneovenous shunt の経験

日本医科大学病院外科

JDDW2007神戸

2007

108 腹腔－静脈シャント（Peritoneovenous shunt）の使用経験

山科病院内科

JDDW2007神戸

2007

109 Denver shunt が有用であったC型肝硬変症合併難治性腹水の1例

大分大学医学部第一内科

第14回日本門脈圧亢進症学会総会

2007

110 難治性腹水に対するDenver 腹腔-静脈シャントの検討

大分赤十字病院外科

111 上大静脈血栓症を合併したDenver shunt の2症例

県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄医学会雑誌46巻3号2007年

2007

112 癌性腹水に対するDenver 腹腔ー静脈シャントの検討

市立室蘭総合病院 外科

2007

113 進行癌患者の難治性腹水に対するデンバーシャントシステムの有効性の検討

聖路加国際病院消化器･一般外科

114 難治性癌性腹水症例に対するPeritoneovenous shunt の臨床経験

日本医科大学外科・消化器外科

第62回日本消化器外科学会総会

2007

115 難治性腹水に対するデンバーシャントの使用経験

神戸掖済会病院外科

第68回日本臨床外科学会総会

2006

116 癌性腹水に対し腹腔静脈シャントを施行した2例

JA秋田厚生連雄勝中央病院外科

第68回日本臨床外科学会総会

2006

117 難治性乳糜腹水のコントロールに腹腔・静脈シャント術を施行したLAMの一例

順天堂大学呼吸器内科

第170回日本呼吸器学会関東地方会

2006

118 癌性腹水に対する腹腔静脈シャントの有用性の評価

東邦大学医療センター大橋病院消化器内科

119 難治性腹水に対してデンバーシャント（DVS）を導入した慢性維持透析患者2例の経験

奈良県立医科大学附属病院1内科

日本透析医学会雑誌39巻supplement1

2006

120 悪性腫瘍による難治性腹水患者へのPeritoneovenous shunt の意義

愛生会山科病院 外科

第11回日本緩和医療学会総会

2006

121 閉塞を繰り返すP-V shunt に血栓溶解療法が有効であった一例

関西電力病院外科

122 ラミブジン抵抗性B型肝硬変に対して肝移植のbridge use としてデンバーシャントを行った1例

鳥取市立病院 外科

島根医学26巻4号2006年

2006

123 子宮癌再発に伴う難治性腹水に対しダブルデンバーシャント留置が有効であった1例

千葉大学大学院医学研究院臓器制御外科学

癌と化学療法第33巻第12号2006年

2006

124 Denber 腹腔･静脈シャント術の治療成績および工夫

宮崎医療センター病院・消化器内科

DDW2006札幌

2006

125 難治性腹水に対するDenver Shunt の使用経験

甲府共立病院・消化器内科

DDW2006札幌

2006

126 当院で施行した難治性腹水に対する腹腔静脈シャント術22例の検討

北里大学医学部外科

第13回日本門脈圧亢進症学会総会

2006

127 真性多血症から門脈閉塞をきたし，難治性腹水と胃食道静脈瘤に対して腹腔静脈シャントとPSEを施行して後に死亡した一例

聖路加国際病院消化器･一般外科

第13回日本門脈圧亢進症学会総会

2006

128 非代償性肝硬変の難治性腹水に対し腹腔－静脈シャント術を施行し，外来通院で2年経過した症例

伊勢原協同病院消化器内科

第13回日本門脈圧亢進症学会総会

2006

129 エビデンスに基づく難治性腹水の治療戦略：腹腔－静脈シャント術

日本医科大学・第1外科

DDW2005神戸

2005

130 難治性腹水治療におけるTIPSと腹水穿刺あるいは腹腔静脈シャントとの比較

日本医科大学・第3内科

DDW2005神戸

2005

131 進行癌患者の腹水に対する腹腔-静脈シャント術の検討

東邦大学大橋病院消化器内科

DDW2005神戸

2005

132 P-V shunt が誘因になったと思われる腸管膜様包裏症の一例

朝倉病院内科

DDW2005神戸

2005

133 肝硬変に伴う難治性腹水に対する腹腔静脈シャント(peritoneovenous shunt：P-V shunt) 留置例の治療成績

兵庫医科大学第1外科

DDW2005神戸

2005

134 進行癌患者の難治性腹水に行ったPeritoneovenous shunt 造設後の血小板減少の検討

東邦大学大橋病院消化器内科

第91回日本消化器病学会総会

2005

135 当科における難治性腹水に対する腹腔－静脈シャント術適応に対する検討

大分赤十字病院外科

第60回日本消化器外科学会総会

2005

136 進行癌患者の腹水に対するperitoneovenous shunt の有用性に関する研究

東邦大学医学部大橋病院消化器内科

東邦医学会雑誌第52巻6号

2005

137 内科的経過観察を余儀なくされた右心腔内血栓症の1例

長崎大学医学部第二内科

ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｯｸ･ﾘｻｰﾁ

2005

138 難治性腹水に対する腹腔－静脈シャント術の有用性の検討

北里大学外科

日本肝胆膵外科学会

2005

139 デンバーシャントシステムを留置した難治性胸腹水症9例の臨床的検討

社会保険徳山中央病院外科

第60回日本消化器外科学会総会

2005

140 当院で施行した難治性腹水に対する腹腔－静脈シャント術13例の有用性の検討

北里大学外科

第12回日本門脈圧亢進症学会総会

2005

141 デンバーシャント挿入後､低血糖発作を繰り返した末期肝細胞癌を合併したB型肝硬変の一例

日本医科大学多摩永山病院外科

第12回日本門脈圧亢進症学会総会

2005

142 癌緩和医療としてのPV shunt の検討

石川島播磨重工業健康保険組合播磨病院 第43回日本癌治療学会総会

2005

143 難治性腹水に対する腹腔－静脈シャント造設術

国立がんセンター中央病院 放射線診断部

第43回日本癌治療学会総会

2005

144 緩和医療におけるIVRのエビデンス

静岡県立静岡がんセンター画像診断科

第43回日本癌治療学会総会

2005

145 Denver peritoneo-venous shunt 術の麻酔、術後管理

天和会松田病院麻酔科

日本麻酔科学会第51回学術集会

2004

146 腹腔－静脈シャント長期留置後に発生した右房右室内血栓症の一例

長崎大学第二内科

CirculationJournal68巻2号2004年

2004

147 難治性腹水に対するデンバーシャントの一例

宮崎医療センター 肝臓内科

第84回日本消化器病学会九州支部例会

2004

148 難治性腹水に対して腹腔-静脈シャント術後に成人呼吸窮迫症候群を合併した一例

福岡大学病院 救命救急センター

第84回日本消化器病学会九州支部例会

2004

149 肝硬変に伴う難治性腹水に対する腹腔静脈シャント術後に急性腎不全を発症した1症例

香川県立中央病院麻酔科

第40回日本麻酔科学会中国四国支部学術集会

2004

150 難治性の肝性腹水に対し経皮的手技による腹腔静脈シャント設置を行った4例の検討

聖隷三方原病院消化器内科

第90回日本消化器病学会総会

2004

151 進行癌患者の腹水に対するPeritoneovenous shunt の有用性の評価

東邦大学医学部大橋病院消化器内科

第90回日本消化器病学会総会

2004

152 難治性腹水に対する腹腔-静脈シャント術症例の検討

北里大学医学部外科

第40回日本肝臓学会総会

2004

153 終末期としての難治性腹水に対する腹腔－静脈シャント術の位置づけ

日本医科大学・第1外科

DDW2004福岡

2004

154 難治性腹水に対するデンバーシャント療法の意義と適応

富山県立中央病院・内科

DDW2004福岡

2004

155 胆嚢摘出術後に発生した乳糜腹水に対し腹腔静脈シャントを施行した1例

旭川医科大学第2外科

第59回日本消化器外科学会総会

2004

156 当科における難治性腹水に対するDenver shunt 術の検討

佐賀県立病院内科

第35回日本肝臓学会西部会

2003

157 難治性腹水に対してDenver shunt tube を設置した6例の検討

県立岐阜病院 外科

岐阜大学医学部紀要51巻3号2003年

2003

C型肝硬変に合併した膵頭部AVMを介した門脈圧亢進症による難治性腹水に対して腹腔-静脈シャント術を行いADLの改善が得られた一例

2009

2008

2007
第12回日本緩和医療学会総会

2007

2006

2006

158 難治性腹水におけるデンバーシャントの検討

日本医科大学第1外科

JournalofNipponMedicalSchool

2003

159 肝硬変併存難治性腹水に対する腹腔－静脈シャント術の評価

日本医科大学 第1外科

第39回日本肝臓学会総会

2003

160 難治性腹水に対するDenver 腹腔－静脈シャント術の検討

新日鐵広畑病院 外科

日本外科学会

2003

161 難治性腹水に対する腹腔－静脈シャント術の有用性と問題点

日本医科大学第1外科

第58回日本消化器外科学会総会

2003

162 難治性腹水に対するPeritoneovenous shunt 施行後の長期予後について

仙台市立病院消化器科

第89回日本消化器病学会総会

2003

163 腹腔･静脈シャント術が有効であった肝硬変症に伴った難治性腹水の1例

総合南東北病院外科

第64回日本臨床外科学会総会

2002

164 当院におけるDenver Peritoneovenous Shunt 施行例の検討

姫路聖マリア病院外科

第64回日本臨床外科学会総会

2002

165 肝硬変合併肝細胞癌切除後の難治性腹水治療にDenver peritoneonenous shunt 留置が奏効し、さらに抜去ができた一例

昭和大学医学部第二内科

第9回日本門脈圧亢進症学会総会

2002

166 肝硬変に伴う難治性腹水例に対するDenver peritoneovenous shunt 留置例の長期予後

昭和大学医学部 第2内科

DDW2002横浜

2002

167 肝硬変患者の難治性腹水に対する腹腔-静脈シャントの効果

東邦大学第三内科

第8回日本門脈圧亢進症学会総会

2001

168 難治性乳糜腹水に対しDenver shunt が有効であった1例

長崎大学第二外科

九州外科学会

2001

169 肝細胞癌加療中におけるの難治性腹水に対するデンバーシャント(Peritoneo-Venous Shunt)の使用経験 久留米中央病院

DDW2001ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ演題3

2001

170 肝硬変患者の難治性腹水に対する腹腔－静脈シャントの効果

東邦大学第三内科

DDW2001ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ演題2

2001

171 肝硬変患者での腹腔－静脈シャントの留置法および合併症

兵庫医科大学第1外科

DDW2001ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ演題1

2001

172 肝硬変症の難治性腹水に対する腹腔－静脈シャントの有用性

久留米大学医療センター消化器科

DDW2001ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ司会

2001

173 腹腔静脈シャント術の周術期管理においてCVPモニタリングは有用か

聖路加国際病院麻酔科

日本臨床麻酔学会誌 第2巻8号

2000

174 肝性胸水に対し胸膜癒着術後の腹腔-静脈シャント(Denver shuny)が奏功した肝硬変の一例

昭和大学医学部第二内科

第7回日本門脈圧亢進症学会総会

2000

175 Peritoneovenous Shunt (PVS) は肝細胞癌合併難治性腹水の予後を改善する

仙台市立病院消化器科

第7回日本門脈圧亢進症学会総会

2000

176 腹腔･鎖骨下静脈シャント術が奏効した難治性腹水の1例

多摩永山病院消化器科

JournalofNipponMedicalSchool

2000

177 難治性腹水を有する透析患者へのDenverシャントの使用経験

東葛クリニック病院 外科

日本透析学会2000年

2000

178 難治性腹水に対する腹腔－鎖骨下静脈シャント術の検討

日本医科大学 第1外科

第6回日本門脈圧亢進症学会総会

1999

179 透析患者の難治性腹水に対する腹腔静脈シャント5例の経験

白鷺病院

第8回腎不全外科研究会

1999

180 肝硬変に伴う難治性腹水例に対するPeritoneovenous Shunt 造設後の凝固系の異常について

仙台市立病院 消化器科

181 悪性腹水に対する治療方針 ―保存的治療、化学療法、濃縮再注入、PVシャントの比較―

京都警察病院外科

182 難治性胸水､腹水に対する胸腔腹腔､腹腔静脈シャントの使用経験

東邦大学大橋病院心臓血管外科

183 透析患者の難治性腹水に対する腹腔静脈シャントの検討

東京女子医科大学腎センター外科

184 難治性腹水に対する各種P-Vシャントの使用経験

日本医科大学第二外科

185 癌性腹膜炎に対するデンバーシャントのまとめ

甲府共立病院内科

186 保存的に治療した腹腔－上大静脈シャントチューブによる食道穿孔の一例

神戸大学災害･救急医学講座

187 TIPSが遅発性に著効した難治性腹水の1症例

大阪大学医学部 消化器内科

188 難治性腹水に対し腹腔･静脈シャント術を施行し，症状の改善を得た3例

京都第一赤十字病院外科

189 膵頭動脈-門脈シャントを有した難治性腹水に対してデンバー腹腔･静脈シャント術を用いた症例

神戸朝日病院 消化器科

190 難治性腹水に対してP-V(腹腔･静脈)シャント術が有効であったアルコール性肝硬変の1例

市立川西病院 内科

191 癌性腹膜炎および進行再発癌に伴う難治性腹水に対する腹腔大静脈シャント術の検討

三重大学医学部第一外科

192 原発性胆汁性肝硬変および慢性腎不全合併患者の難治性腹水にデンバー腹腔･静脈シャント留置が著効した一例

大阪赤十字病院 消化器科

193 腹腔静脈シャント術後経過中に特発性細菌性腹膜炎を併発した難治性腹水に対しシングルバルブDenverシャントを留置した一例 東邦大学第三内科
194 食道胃静脈瘤治療後における難治性腹水と肝性脳症

兵庫医科大学第1外科

195 難治性腹水に対する腹腔－静脈シャントの臨床成績

日本医科大学 第一外科

196 難治性腹水に対する腹腔ｰ大静脈シャントポンプの治療効果

東京女子医科大学腎センター

