第36 回 日本心血管インターベンション治療学会

北海道地方会
プログラム
【日 時】平成 25 年 3 月 23 日（土）
地 方 会 9 : 55～15 : 30
ランチョンセミナー 12 : 00～12 : 40
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プログラム
ご 挨 拶

9:55

第 36 回北海道地方会 会長
岩見沢市立総合病院

一般演題

Session Ⅰ 10:00～10:50

鈴 木 章 彦

座長 KKR 札幌医療センター 斎 藤

俊 一

1.

当院におけるシースレスガイドを使用した緊急 PCI の現状
JA 北海道厚生連 旭川厚生病院
循環器科 ○貴田岡 享、加藤 淳一、小川 裕二、塩越 隆広、太田 貴文
野呂 忠孝、柴山佳一郎、長谷部智美

2.

Proximal protection 下に CAS を行った一例
時計台記念病院
循環器センター ○丹 通直、浦澤 一史、佐藤 勝彦、越田 亮司、徳原

教

3.

Coronary-Subclavian-Shunt steal を呈した左鎖骨下動脈狭窄の一例
札幌東徳洲会病院
循環器内科 ○萱沼 圭悟、巣山
環、片桐 勇貴、後平 泰信、竹之内 豪
士反 英昌、山崎 和正、橋冨
裕、八戸 大輔、山崎 誠治
湘南鎌倉総合病院
循環器科
齋藤
滋

4.

右腸骨動脈の CTO 病変に対して EVT 後に急性ステント血栓症を来した 1 例
手稲渓仁会病院
循環器内科 ○杉本洋一郎、畠
信哉、田中 仁啓、小川孝二郎、橘
吉岡 拓司、浅野 嘉一、大本 泰裕、廣上
貢

5.

14 年前に留置したベアメタルステントの超遅発性ステント血栓症による再梗塞を発症
した若年男性の一例
北見赤十字病院
循環器内科 ○小野 太祐、白川 亮介、松谷 健一、及川 達也、斉藤 高彦

一般演題
6.

賢廣

Session Ⅱ 10:50～11:40

座長 市立旭川病院 石 井

診断・治療に難渋した起始異常を伴う左回旋枝に急性冠症候群を生じた一例
北海道大学
循環器内科 ○浅川 直也、榊原
守、神谷
究、山田 史郎、吉谷
筒井 裕之

良 直

敬

7.

急性発症した閉塞性動脈硬化症の 1 例：下肢動脈にも急性冠症候群様の発症様式があるのか
網走厚生病院
循環器科 ○明上 卓也、松尾
彩、谷口
治、中村 秀樹

8.

冠動脈ステント内で、IVUS カテが trap した 4 症例の検討（Four cases of an entrapped
IVUS catheter in the coronary artery）
札幌東徳洲会病院
循環器内科 ○山崎 誠治、八戸 大輔、巣山
環、谷
友之、橋冨
裕
山崎 和正、士反 英昌、竹之内 豪、後平 泰信、片桐 勇貴
萱沼 圭悟、齋藤
滋

9.

LMT bifurcated lesion に対する cross over single stenting 後の jailed branch に対して
FFR を施行した 2 例
北海道社会保険病院 心臓血管センター
心臓内科 ○木谷 俊介、柿木 梨沙、田所 心仁、川崎まり子、管家 鉄平
西村 邦治、五十嵐 正、石丸 伸司、岡林 宏明、古谷 純吾
五十嵐康己、五十嵐慶一

10. KBT 後のステント変形が関与したステント内再狭窄の 1 例
北晨会 恵み野病院
循環器内科 ○下岡 良典、牧口 展子、佐藤 亜紀、成田 浩二、福澤

Luncheon Seminar

純

12:00～12:40

座長 北海道社会保険病院

五十嵐 慶 一

「グローバルでみるカテーテルデバイスの変遷」
スタンフォード大学

池 野 文 昭 先生
共催：テルモ株式会社

支部幹事会 12 : 45～13 : 05 2 階 クリスタルルームB
一般演題

Session Ⅲ 13:10～13:50

座長 北海道社会保険病院

古 谷 純 吾

11. PCI 後の急性腎障害の対応に苦慮した 1 例
名寄市立総合病院
循環器内科 ○八巻
多、石破光咲子、平井 俊浩、酒井 博司
12. Bland-White-Garland syndrome 術後の大伏在静脈グラフト狭窄に対して PCI を
施行した１例
市立釧路総合病院
心臓血管内科 ○高橋 将成、辻永 真吾、片山 貴史、松本 純一、工藤 雅人
坂井 英世
13. Self-expandable stent で外腸骨動脈に解離を生じた 2 症例
KKR 札幌医療センター
循環器科 ○白井 真也、佐藤 大樹、伊東 直史、神垣 光徳、簗詰 徹彦
斎藤 俊一
14. 特発性冠動脈解離による急性心筋梗塞を発症したが保存的加療で軽快した一例
心臓血管センター 北海道大野病院
循環器内科 ○今井 斎博、山下 武廣、前野 大志、齋藤 泰史、長島 雅人
森田
亨、中川 俊昭

一般演題

Session Ⅳ 13:50～14:30
座長 国立病院機構 北海道医療センター 藤 田

雅 章

15. 3 枝閉塞患者の唯一残存した SVG に対し、PCPS 導入下に PCI を施行し救命し得た
ACS の一例
市立札幌病院 循環器センター
循環器内科 ○檀浦
裕、牧野 隆雄、相川 忠夫、高橋 雅之、浅川 響子
小松 義和、岩切 直樹、相馬 孝光、甲谷 哲郎、加藤 法喜
心臓血管外科
中村 雅則
16. 遠位塞栓をきたしたプラーク内容物を microcatheter により吸引できた安定狭心症の 1 例
北海道社会保険病院
心臓内科 ○管家 鉄平、柿木 梨沙、田所 心仁、木谷 俊介、川崎まり子
西村 邦治、五十嵐 正、石丸 伸司、岡林 宏明、古谷 純吾
五十嵐康己、五十嵐慶一
17. 非造影冠動脈 CT の活用法
北海道社会保険病院
心臓内科 ○管家 鉄平、柿木 梨沙、田所 心仁、木谷 俊介、川崎まり子
西村 邦治、五十嵐 正、石丸 伸司、岡林 宏明、古谷 純吾
五十嵐康己、五十嵐慶一
18. 慢性完全閉塞病変での loose tissue tracking における、whole heart coronary MR
angiography の有用性
医療法人札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック
循環器内科 ○金子 海彦、鹿島 由史、杉江多久郎、小林
健、菅野大太郎
榎本 守雄、藤田
勉

特別講演

14 : 30～15: 30

座長 岩見沢市立総合病院

鈴 木 章 彦

「冠動脈疾患へのアプローチ」
豊橋ハートセンター

那 須 賢 哉

先生

