第46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
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（土）
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3,000 円
コメディカル 2,000 円
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隆雄

市立札幌病院
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日程表

プログラム
エンプレスホール
9:57

ご挨拶

第 46 回北海道地方会 会長
市立札幌病院

牧野

隆雄

10:00 ～ 10:50

一般演題 Session Ⅰ

座長

恵み野病院

下岡

良典

1.

大腿動脈離断をきたした TAVI 1 例
(A TAVI case of femoral artery separation during advancement of the delivery
catheter system)
札幌東徳洲会病院 循環器内科 乙丸 友里

2.

Stanford B 型急性大動脈解離による上腸間膜動脈の偽腔血栓による真腔圧排に対して
緊急ステント留置術を施行した一例
北海道大野記念病院 循環器内科 前野 大志

3.

Endovascular therapy for acute limb ischemia in Tokeidai Memorial Hospital
時計台記念病院 循環器センター 丹
通直

4.

繰り返すステント内 Protrusion により、治療に苦渋した 1 例
札幌東徳洲会病院 循環器内科 黒田
健

5.

繰り返す薬剤溶出性ステントの再狭窄に金属アレルギーの関与が考えられた一例
北見赤十字病院 循環器内科 徳原
教

10:50 ～ 11:40

一般演題 Session Ⅱ

座長

華岡青洲記念心臓血管クリニック

6.

薬剤コーテッドバルーンを用いた single stent strategy による
分岐部病変治療の検討
札幌東徳洲会病院 循環器内科 細井雄一郎

7.

冠動脈病変の進行を画像所見で追跡した心移植後症例
埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科 中埜信太郎

8.

感染性心内膜炎に合併した左冠動脈主幹部の冠動脈塞栓に対する PCI
埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科 中埜信太郎

9.

FDG-PET での viability 評価が血行再建の治療方針決定に有用であった
亜急性心筋梗塞の 1 例
北海道大野記念病院 循環器内科 呉林 英悟

管家

鉄平

10. ワイヤー通過が容易であった閉塞性病変を光干渉断層法 (OFDI) で観察した 2 症例
札幌白石記念病院 循環器内科 大村
計

11:50 ～ 12:30

Luncheon Seminar

座長

華岡青洲記念心臓血管クリニック

華岡

慶一

「DCB 時代の Vessel Preparation」
                                          時計台記念病院

浦澤

一史
共催：日本メドトロニック株式会社

13:10 ～ 14:10

特別講演

座長

市立札幌病院

牧野

隆雄

「The Strategy of EVT ～From the State to the Future～」
春日部中央総合病院

安 藤  

弘 先生

14:10 ～ 15:15

地方会優秀演題（Young Investigator Award：YIA）
座長
審査員

小樽協会病院
旭川厚生病院

高木
鈴木

札幌心臓血管クリニック

千佳
孝英

王子総合病院

加藤

鹿島

由史

伸郎

症例検討部門
Y-1.

RCA 起始異常と大動脈蛇行による Guiding Catheter Engage 困難、Device Delivery
困難を Guiding Catheter ドライヤー加工で対処した一例
遠軽厚生病院 循環器内科 宮田 雅大

Y-2.

左前下行枝入口部病変に対する DCA ＋ DEB を使用した 3 症例の血管内視鏡による
病変部の検討
名寄市立総合病院 循環器内科 徳野 翔太

Y-3.

ステント血栓症を繰り返した本態性血小板血症を伴う急性心筋梗塞の 1 例
市立札幌病院 循環器内科 鳥羽 真弘

Y-4.

二尖弁による重症大動脈弁狭窄症に対して経カテーテル的大動脈弁留置術を
施行した 2 例
手稲渓仁会病院 循環器内科 能登 貴弘

臨床研究部門
Y-5.

Vascular responses in the early phase after everolimus-eluting stent with
bioabsorbable polymer (SYNERGY TM) implantation observed on optical
coherence tomography (OCT).
北晨会 恵み野病院 循環器内科 下岡 良典

15:15 ～ 16:05

一般演題 Session Ⅲ

座長

北海道循環器病院

舟山

直宏

11. 右冠動脈への PCI 中に生じた逆行性冠動脈 Valsalva 洞解離に対して
Bail out stenting を行った一例
北海道大学病院 循環器内科 加藤 喜哉
12. プラークびらんを契機として発症した急性冠症候群の一例
カレスサッポロ北光記念病院 循環器内科 石戸谷裕樹
13. LMT bifurcation stent 留置後、side brunch に乗せた Crusade catheter が
有効であった一例
札幌心臓血管クリニック 循環器内科 菅野大太郎
14. Organic+CSA 症例に対して DCA が奏功した一例
函館市医師会病院 循環器科 中川 裕也
15. Successful retrieval of detached tip of torquable microcatheter during rotational
atherectomy for calcified lesion by guidewire entangling technique : Never give up
when it’
s still on your guidewire
北海道大野記念病院 心臓血管センター 内科 山下 武廣

16:05 ～ 16:55

一般演題 Session Ⅳ

座長

北海道大学病院

16. 右冠動脈洞起始の左回旋枝が責任血管であった急性心筋梗塞の一例
独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター 循環器内科 大津

浅川
圭介

17. 急性下壁梗塞に対するカテーテル治療直後に急性ステント血栓症を認めた一例
恵み野病院 循環器内科 黒嶋 健起
18. PAD 治療目的に入院した透析患者が入院中に CPA となるも救命しえた一例
函館五稜郭病院 循環器内科 村瀬 弘通
19. 高度の認知症を有する severeAS TAVI なら…
札幌心臓血管クリニック 循環器内科 小林

健

20. Left coronary artery bifurcation angle: a novel risk factor of restenosis after
stenting of the proximal left anterior descending artery
北海道循環器病院 循環器内科 小西 崇夫

直也

16:55 ～ 17:35

一般演題 Session Ⅴ

座長

北海道医療センター

明上

卓也

21. EVT 後に急性動脈閉塞を繰り返し、膝窩動脈へのステント留置で安定した
下腿切断後重症下肢虚血の一例
勤医協中央病院 循環器内科 幕内 智子
22. SFA CTO に対する TruePath® の使用経験
札幌白石記念病院 循環器内科 藤井 徳幸
23. 経大腿 TAVI 後大腿動脈閉塞に対し緊急血管内治療による Bail out に成功した
１症例
北海道大学病院 循環器内科 浅川 直也
24. ワイヤリングによって拡大した偽腔が原因でバルーン拡張後も血流遅延が遷延したが、
re-entry を作成することで血流が著明に改善し得た SFA CTO の一例
札幌心臓血管クリニック 循環器内科 只野 雄飛

クリスタルルーム B：コメディカル一般口演
14:15 ～ 15:05

コメディカル一般口演Ⅰ

座長

北海道大野記念病院

伊勢谷

佑希

C-1.

弾性線維性仮性黄色腫に合併した若年性多枝病変に対し PCI で血行再建した 1 例
市立札幌病院 臨床工学科 板坂
竜

C-2.

短期間で頻回にステント内再狭窄を繰り返した一症例
北海道医療センター 臨床工学室 岩館
直

C-3.

PCI 施行中にバルーンがデフレート不能になった一例
札幌心臓血管クリニック 臨床工学部 奥山 堅太

C-4.

TruePath 使用経験
社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院 臨床工学科

C-5.

藤根悠太郎

CFA-SFA に留置した Self-expandable STENT が DFA 側に折れ曲がった一例
斗南病院 臨床工学部 大山 雄也

15:05 ～ 15:45

コメディカル一般口演Ⅱ
C-6.

不安定プラークの OFDI 画像と病理学的所見
北海道循環器病院 臨床工学科 山田
徹

C-7.

分岐部病変に対する OCT ガイド PCI の有用性
華岡青洲記念心臓血管クリニック 臨床工学部

座長

斗南病院

竿崎

佑弥

C-8.

急性心筋梗塞における冠動脈内血球エコー強度の検討
市立旭川病院 臨床工学室 田中 義範

C-9.

Rotablator ablation 効果の実験における基礎的検討について
市立釧路総合病院 臨床工学室 岡田
敬

原田

祐輔

15:45 ～ 16:25

コメディカル一般口演Ⅲ

座長

札幌心臓血管クリニック

工 藤  

C-10. ADCT（area detector computed tomography）を用いた左前下行枝入口部の
最適な血管造影角度の検討
北海道循環器病院 診療放射線科 三浦
悟
C-11. 心臓カテーテル検査時を想定したシミュレーション学習会を実施して
市立札幌病院 内視鏡画像センター 後木奈緒美
C-12. 看護師が行う緊急心血管造影決定から入室までの取り組み
手稲渓仁会病院 検査センター 池谷
良
C-13. シネアンギオ室におけるタイムアウト導入に関する実践報告
市立札幌病院 内視鏡画像センター 平間 留美

環

