
 

 

 

 

 

第32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 23 年 4 月 2 日（土） 

地方会幹事会 12 : 45～13 : 15 

地 方 会 13 : 25～19 : 30 

特別講演 15 : 00～16 : 00 

【場 所】ロイトン札幌 
2 階 エンプレスホール 
札幌市中央区北 1 条西 11 丁目 1 

TEL 011－271－2711 

【参加費】医師・企業  2, 000 円 

コメディカル 1, 000 円 

 

 

第 32 回 北海道地方会 会長 

北  宏 之 
函館五稜郭病院 

 

日本心血管インターベンション治療学会（CVIT）北海道支部事務局 

〒064－0809 札幌市中央区南 9 条西 6 丁目1－30－803 

 TEL 011－211－5527 

 FAX 011－211－5528 



プログラム  
 
ご 挨 拶 第 32 回北海道地方会 会長 

 函館五稜郭病院 北  宏 之 
 

  地方会幹事会  12 : 45～13 : 15   

 

  
座長 函館五稜郭病院 北   宏 之  

Current strategy of CTO  
済生会横浜市東部病院 村 松 俊 哉 先生 

 

一般演題 SessionⅠ 13:30～14:20 座長 札幌厚生病院 中 川 雄 太 
 
1. 多量の血栓を有し治療に難渋した下壁梗塞の 1 例 

 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 

   河端奈穂子 
 
2. 非保護 LMT の bifurcation 病変に対して、ロータブレーターおよび 

Mini Culotte stent technique で良好な結果が得られた一症例 

 札幌東徳洲会病院 

 循環器科 ○山崎 誠治、橋冨  裕、谷  友之、巣山  環、八戸 大輔 

   齋藤  滋 
 
3. Triple Buddy Wire technique で PCI 可能となった一症例 

 札幌東徳洲会病院 

 循環器科 ○山崎 誠治、橋冨  裕、谷  友之、巣山  環、八戸 大輔 

   齋藤  滋 
 
4. 右冠動脈慢性完全閉塞病変に対し PCI を施行し、Corsair/Conquest Pro が 

抜去困難、部分断裂を来した一例 

 JA 北海道厚生連 網走厚生病院 

 循環器科 ○明上 卓也、松尾  彩、谷口  治、中村 秀樹 
 
5. Corsair マイクロカテーテルを併用し、右冠動脈起始部石灰化を伴う高度狭窄部への 

PCI を安全に施行できた症例 

 北海道大学大学院医学研究科 

 循環器病態内科学 ○榊原  守、山田 史郎、横田  卓、筒井 裕之 

 

一般演題 SessionⅡ 14:20～15:00 座長 網走厚生病院 明 上 卓 也 
 
6. 当院における経中隔的大動脈弁形成術施行 9 例の初期成績の検討 

 手稲渓仁会病院  
 循環器内科 ○棗田  誠、廣上  貢、浅野 嘉一、大本 泰裕 

 池上総合病院  

   葉山 泰史、坂田 芳人 

特別講演 15 : 00～16 : 00 



7. 心室中隔穿孔を合併した急性前壁梗塞に対する冠動脈ステント術後、待機的心室中隔
穿孔閉鎖術を施行され、生存退院が得られた 1 例 

  市立釧路総合病院 

 心臓血管内科 ○松本 純一、鎌田  塁、牛島 桂司、西川 幹人、今川 正吾 
   坂井 英世 
 
8. 回旋枝への PCI 術後 5 日目に発症した心破裂の一剖検例 

 函館五稜郭病院 

 循環器内科 ○尾崎 文武、佐藤 健司、現田  聡、福眞 隆行、北  宏之 
 
9. 閉塞性肥大型心筋症に対する経皮的中隔心筋焼灼術に冠動脈 CT が有用であった一例 

 北海道社会保険病院 心臓血管センター 

 心臓内科 ○柿木 梨沙、管家 鉄平、田所 心仁、木谷 俊介、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 

 名寄市立総合病院 

 循環器内科  伊達  歩、酒井 博司 
 

一般演題 SessionⅢ 16:00～16:50 座長 北海道社会保険病院 岡 林 宏 明 
 
10. 表パンによる SFA-CTO 病変への逆行性アプローチで、 

シースレス over-the-wire バルーンが有効であった症例 

 市立千歳市民病院 

 循環器科 ○竹内  剛、白井 真也、田口 幸恵、小岩 弘明、堀本 和志 
 
11. 前脛骨動脈の完全閉塞病変に対し、足背動脈でカットダウン法にて 

Pull through することによって PPI を施行できた一例 

 王子総合病院 

 循環器内科 ○加藤 伸郎 
 
12. 総大腿動脈瘤を合併した浅大腿動脈完全閉塞による CLI に対して PPI を施行し慢性期に 

動脈瘤の拡大を認めた一例 

 王子総合病院 

 循環器内科 ○加藤 伸郎 
 
13. 下肢動脈バイパスの術後閉塞症例に対する血管内治療 

 時計台記念病院 循環器センター 

  ○本間 之子、浦澤 一史、佐藤 勝彦、越田 亮司 
 
14. SFA-CTO 2011 

 時計台記念病院 循環器センター 

  ○浦澤 一史、佐藤 勝彦、越田 亮司、本間 之子 

 

一般演題 SessionⅣ 16:50～17:40 座長 王子総合病院 加 藤 伸 郎 
 
15. 分岐腎動脈に対するインターベンションの経験 

 市立千歳市民病院 

 循環器科 ○白井 真也、竹内  剛 
 
16. 両側鎖骨下動脈から上腕動脈にかけての高度狭窄および完全閉塞に対して 

血管内治療が有効であった大動脈炎症候群の一例 

 JR 札幌病院 

 循環器内科 ○長谷川 徹、土田 哲人 



17. 下壁心筋梗塞急性期に治療不成功であったが、慢性期に JL カテーテルを用いて 

治療成功した右冠動脈左バルサルバ洞起始症の一例 

 JR 札幌病院 

 循環器内科 ○長谷川 徹、土田 哲人 
 
18. Optical Coherence Tomography（OCT）施行時の当院での工夫 

 北海道社会保険病院 心臓血管センター 

 心臓内科 ○管家 鉄平、柿木 梨沙、田所 心仁、木谷 俊介、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 
 
19. 冠動脈穿孔に伴う心筋内血腫が他枝と交通路を形成し止血に難渋した一例 

 市立札幌病院 

 循環器内科 ○村井 大輔、小松 義和、浅川 直也、檀浦  裕、相馬 孝光 

   岩切 直樹、牧野 隆雄、福田 洋之、加藤 法喜 

 

一般演題 SessionⅤ 17:40～18:20 座長 製鉄記念室蘭病院 坂 本 賢 一 
 
20. 腎機能低下を伴う RCA CTO に対し逆行性アプローチを用い造影剤使用量を低減した 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、五十嵐康己、柿木 梨沙、田所 心仁、管家 鉄平 
   西村 邦治、五十嵐 正、石丸 伸司、岡林 宏明、古谷 純吾 
   五十嵐慶一 
 小笠原クリニック札幌病院 

 循環器内科  今村英一郎 
 
21. Sheathless guiding catheter の使用経験 －virtual 4Fr & 5Fr PCI－ 

 旭川厚生病院 

 循環器科 ○塩越 隆広、加藤 淳一、小川 裕二、太田 貴文、貴田岡 享 
   小林 清乃 
 
22. ニトロ製剤抵抗性の冠攣縮・冠閉塞により心筋梗塞を発症した一例 

 北海道中央労災病院 

 循環器科 ○大坪 光典、酒井 寛人、今   寿、高野 英行 
 
23. 蛇行を伴う右冠動脈拡張病変の血栓性閉塞に対し CoKatte を用いた血栓吸引療法が 

有効であった１例 

 市立釧路総合病院 

 心臓血管内科 ○今川 正吾、牛島 桂司、松本 純一、西川 幹人、坂井 英世 

 

～～～～～～ 休憩 10 分  ～～～～～～ 
 

イブニングセミナー 18:30～19:30 座長 北海道社会保険病院 五十嵐 慶 一 
 

Next Generation DES  
NOBORI －Clinical trial program update－ 

 
済生会横浜市東部病院 村 松 俊 哉 先生 


