第33 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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第 33 回北海道地方会 会長
旭川厚生病院

地方会幹事会

特別講演

塩 越 隆 広

12 : 45～13 : 15

15 : 10～16 : 10

座長 旭川厚生病院

塩 越 隆 広

PCI の up to date― Second
generation stent に求めるもの
仙台厚生病院

一般演題

Session Ⅰ 13:30～14:20

井 上 直 人

座長 NTT 東日本札幌病院

先生

宮 本 憲 行

1. 岩手県大船渡病院での災害支援の報告
市立千歳市民病院
循環器科 ○白井 真也
2. RITA アプローチの緊急 PCI で RITA に長くスパイラルな解離を来たした症例
市立千歳市民病院
循環器科 ○白井 真也、小岩 弘明、竹内
剛、堀本 和志
3. 右冠動脈近位部に trap した Rotablator burr の bail out に成功した 1 例
札幌東徳洲会病院
循環器科 ○山崎 誠治、後平 泰信、竹之内 豪、士反 英昌、山﨑 和正
橋冨
裕、谷
友之、巣山
環、八戸 大輔、齋藤
滋
4. 6F から 7F に変更し、子カテを使用することで、PCI 可能となった 1 例
札幌東徳洲会病院
循環器科 ○山崎 誠治、後平 泰信、竹之内 豪、士反 英昌、山﨑 和正
橋冨
裕、谷
友之、巣山
環、八戸 大輔、齋藤
滋
5. IVUS プローブのトラップにより stent 変形を生じた１症例
旭川厚生病院
循環器科 ○小林 清乃、柴山佳一郎、貴田岡 亨、太田 貴文、塩越 隆広
小川 裕二、加藤 淳一

一般演題

Session Ⅱ 14:20～15:10

座長 札幌東徳洲会病院 山 崎

誠 治

6. 側枝付き胸腹部ステントグラフト留置 1 年 2 ヶ月後に発症した、側枝(上腸間膜動脈)
ステント部血栓症の 1 例
苫小牧市立病院
循環器内科 ○町田 正晴、縄手
聡、小松 博史、平林
鑑
外科
廣瀬 邦弘

7. 急性下肢虚血に対する血管内治療の経験
市立釧路総合病院
心臓血管内科 ○今川 正吾、牛島 桂司、勝山 亮一、松本 純一、工藤 雅人
坂井 英世
8. EVAR 後に重症下肢虚血となった一症例
王子総合病院
循環器内科 ○加藤 伸郎、大畑 純一
9. PTRA 中に末梢へ飛んだプラークの回収に難渋した一例
自衛隊札幌病院
内科 ○北井 敬之
北光記念病院
循環器科
野崎 洋一、大田 幸博、松井
裕、鈴木 丈二、大艸 孝則
高木
康、四倉 昭彦、吉田
泉、櫻井 正之
10. 腹部大動脈へ脱落したステントに対してバスケット型カテーテルで回収に成功した一例
医療法人北晨会 恵み野病院
循環器内科 ○下岡 良典、大津 圭介、成田 浩二
社会医療法人 北海道循環器病院
田中 秀一

一般演題

Session Ⅲ 16:20～17:10

座長 函館五稜郭病院

北

宏 之

11. 臨床における Frequency Domain OCT（光干渉断層法）の使用法及び有用性について
北海道大学大学院 医学研究科
循環器病態内科学 ○神谷
究、榊原
守、山田 史郎、筒井 裕之
12. 当院における VIBE® RX CATHETER の使用経験
札幌心臓血管クリニック
循環器内科 ○菅野大太郎、藤田
勉、鹿島 由史、小林
杉江多久郎
13. 冠動脈解離が原因となった急性冠症候群の１例
手稲渓仁会病院
循環器内科 ○田中 仁啓、小川孝二郎、棗田
廣上
貢

健、金子 海彦

誠、吉岡 拓司、淺野 嘉一

14. stent 留置後に spiral dissection を繰り返した 1 例
小樽協会病院
循環器科 ○高木 千佳、山本 銀河、長井 和彦、柿木 滋夫
15. LCx の高度石灰化病変に対する PCI にて LMT および LAD に逆行性に
冠動脈内血腫を合併した一例
札幌心臓血管クリニック
循環器内科 ○金子 海彦、鹿島 由史、藤田
勉、腰山 博昭、榎本 守雄
菅野大太郎、小林
健、杉江多久郎

一般演題

Session Ⅳ 17:10～18:00

座長 網走厚生病院 明 上

卓 也

16. 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
柴山佳一郎
17. 4 in 5 system による SES, EES, BES 留置の経験
小樽市立脳・循環器・こころの医療センター
循環器内科 ○高川 芳勅
18. 静脈グラフト狭窄の治療に Dio が有効であった 1 例
琴似ロイヤル病院
循環器内科 ○大坪 光典、宮田
真
日鋼記念病院
循環器科
南部 忠詞
19. 左前下行枝びまん性狭窄病変に対して long onlay patch 吻合を行い、
手術翌日にグラフト血栓閉塞に対して POBA を施行した一例
市立札幌病院
循環器内科 ○檀浦
裕、牧野 隆雄、相川 忠夫、浅川 響子、村井 大輔
小松 義和、岩切 直樹、相馬 孝光、福田 洋之、加藤 法喜
心臓血管外科
中村 雅則
20. 診断カテーテルによる解離のため左主幹部にステント留置をし、その後ステント移動を
来した一症例
北海道社会保険病院 心臓血管センター
心臓内科 ○五十嵐 正、岡林 宏明、柿木 梨沙、木谷 俊介、管家 鉄平
西村 邦治、石丸 伸司、古谷 純吾、五十嵐康己、五十嵐慶一

