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プログラム

10月19日（土）　会場：ロイトン札幌 2F

ハイネスホール

9：57～10：00 開会挨拶　　　会長：神垣 光徳　KKR札幌医療センター

10：00～10：50 一般演題　Session 1
座長：古谷 純吾（華岡青洲記念心臓血管クリニック）

01 巨大血栓を伴う左冠動脈前下行枝の急性心筋梗塞の一例   16

川南 有貴	 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 循環器内科

02 右冠動脈の同定に緊急心臓 CTが有用であった ACSの症例   17

飛澤 利之	 旭川赤十字病院 循環器内科

03 経皮的冠動脈形成術施行時に生じた医原性大動脈解離の1例   18

夏井 宏征	 北見赤十字病院 循環器内科

04 Device通過困難なステント内閉塞病変に対する 
penetration deviceとしての ELCAの有用性   19

萱沼 圭悟	 北海道循環器病院 循環器内科

05 左橈骨動脈アプローチでのステント脱落の回収に成功した一例   20

今 寿	 札幌整形循環器病院 心臓血管内科

10：50～11：40 一般演題　Session 2
座長：清水 紀宏（砂川市立病院）

06 CABG術後左内胸動脈びまん性狭窄に対する PCIにおいて、 
左前肋間動脈に Coil塞栓術を追加した一例   21

池田 大輔	 市立千歳市民病院 循環器科

07 内胸動脈造影が終始にわたり有用であった腸骨動脈 CTOの一例   22

須永 大介	 北海道循環器病院 循環器内科
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08 CFA高度石灰化病変に SUPERAステントを使用して学んだこと   23

中川 裕也	 函館市医師会病院 循環器科

09 遺残坐骨動脈を合併した内腸骨動脈狭窄に対する EVT症例   24

下岡 良典	 北晨会 恵み野病院 循環器内科

10 経皮的血栓破砕術により血行動態の著明な改善を認めた 
急性肺血栓塞栓症の一例   25

永野 伸卓	 札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科

11：50～12：30 ランチョンセミナー
座長：五十嵐 康己（時計台記念病院）

DES 留置後の抗血栓療法 
―最新のエビデンスをどう解釈するか！

小林 欣夫（千葉大学大学院 医学研究院 循環器内科学）

共催：アボット バスキュラー ジャパン株式会社

13：10～14：10 特別講演
座長：神垣 光徳（KKR札幌医療センター）

冠動脈治療のパラダイムシフト

中村 茂（京都桂病院）

14：10～15：10 教育講演
座長：山下 武廣（北海道大野記念病院）

TAVI についてのディスカッション：残る Hot topic は2つ（仮）

長沼 亨（新東京病院 心臓内科）

共催：日本メドトロニック株式会社
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15：10～16：35 地方会優秀演題（Young Investigator Award）
座長：竹内 利治（旭川医科大学病院）

審査員： 尾崎 威文（札幌整形循環器病院） 
明上 卓也（北海道医療センター） 
白井 真也（KKR札幌医療センター）

症例検討部門  

Y-1 無症候性の特発性冠動脈解離に伴う慢性完全閉塞病変を PCIしえた一例   26

上原 拓樹	 勤医協中央病院 循環器内科

Y-2 Cutting Balloonの Blade Fractureに対してイメージング下で 
Bail outした一例   27

松名 伸記	 札幌心臓血管クリニック 循環器内科

Y-3 エルトロンボパグ内服中の高リスク抗リン脂質抗体症候群患者に発症した 
ステント血栓症の一例   28

鈴木 洋平	 札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座

Y-4 Diamondback 360の初期成績   29

豊嶋 更紗	 名寄市立総合病院 循環器内科

Y-5 経皮的心肺補助装置のサポート下に、経皮的大動脈弁留置術を施行した 
高リスクの重症大動脈弁狭窄症の2例   30

西川 諒	 札幌医科大学医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座

Y-6 内頚動脈狭窄症を合併した高度大動脈二尖弁狭窄症に対して 
CASと TAVIのハイブリッド手術を施行した1例   31

小林 雄太	 北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学教室

臨床研究部門  

Y-7 新規冠動脈（de-novo）病変に対する Drug coated balloonの検討   32

竹中 秀	 	北海道大学 大学院医学研究院 循環病態内科学教室、 
帯広協会病院 循環器内科
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16：35～17：15 一般演題　Session 3
座長：國分 宣明（札幌医科大学）

11 離断し肺動脈末梢に閉塞した中心静脈アクセスポートを回収し得た一例   33

永野 伸卓	 札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科

12 肺動脈内に脱落したリードレスペースメーカーの回収に成功した一例   34

伊東 直史	 KKR札幌医療センター 循環器内科

13 心房細動へ肺静脈隔離術後の左肺静脈狭窄に対し拡張術を施行した 
自験例の報告   35

徳野 翔太	 名寄市立総合病院 循環器内科

14 膠原病に伴う肺高血圧症を合併した心房中隔欠損症に対する 
経皮的デバイス閉鎖術に関する検討   36

蓑島 暁帆	 旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野
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クリスタルルーム A

10：00～10：45 ビデオライブセッション
『SFA 症例』	 座長：尾崎 威文（札幌整形循環器病院）	

明上 卓也（北海道医療センター）

演　　　　　者：岩田 周耕（名寄市立総合病院）

コメンテーター： 岡林 宏明（華岡青洲記念心臓血管クリニック）	
平井 俊浩（旭川厚生病院）	
只野 雄飛（札幌心臓血管クリニック）	
細井 雄一郎（札幌東徳洲会病院）

ミニレクチャー  

 LUTONIX RX

浦澤 一史（時計台記念病院）

共催：株式会社メディコン

10：45～11：30 ビデオライブセッション
『TAVI 症例』	 座長：竹内 利治（旭川医科大学）　　　　　	

八戸 大輔（札幌心臓血管クリニック）

演　　　　　者：数野 祥郎（手稲渓仁会病院）

コメンテーター： 國分 宣明（札幌医科大学）	
山﨑 和正（札幌東徳洲会病院）	
岩切 直樹（北海道大野記念病院）	
士反 英昌（札幌心臓血管クリニック）

共催：日本メドトロニック株式会社
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15：15～15：20 開会挨拶　　　橋本 佳苗　札幌医科大学附属病院

15：20～15：50 コメディカル教育講演 
座長：扇谷 稔（北海道大野記念病院）

最近の不整脈治療について

神山 直之（札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座）

15：50～16：30 コメディカル一般口演1
座長：山路 竹一（北海道大野記念病院） 　 	

小倉 直浩（KKR札幌医療センター）

C-1 Wolverine Cutting Balloonの性能評価について   37

岡田 敬	 市立釧路総合病院 臨床工学室

C-2 4DCTA撮影を使用したステントグラフト後のエンドリーク評価の1例   38

宮本 裕輔	 社会医療法人 孝仁会 釧路孝仁会記念病院 診療放射線科

C-3 急性心筋梗塞における冠微小循環障害とプラーク性状に関する検討 
―60MHz IB-IVUSを用いた検討―   39

田中 義範	 市立旭川病院 臨床工学室

C-4 LAD Proximal STENT留置後 LCX側に発生したスリット状陰影の評価   40

宮本 直武	 士別市立病院 診療技術部 診療放射線室 放射線科
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16：30～17：10 コメディカル一般口演2
座長：工藤 淑恵（北海道大野記念病院）	

仲谷 庸（札幌整形循環器病院）　

C-5 コメディカルミーティングを導入して   41

山口 和也	 市立旭川病院 臨床工学室

C-6 経皮的頸動脈ステント留置術と TF-TAVIの同時施行の経験   42

岡本 花織	 北海道大学病院 ME機器管理センター

C-7 経皮的僧帽弁接合不全修復術の導入   43

船橋 一美	 札幌医科大学附属病院 臨床工学部

C-8 腸管虚血を合併する急性大動脈解離に対し、 
SMAステント留置術を施行した症例の経験   44

小倉 直浩	 KKR札幌医療センター 臨床工学科

17：10～17：12 閉会挨拶　　　小倉 直浩　KKR札幌医療センター 臨床工学科



― 13 ―

クリスタルルーム B

11：00～11：30 コメディカル部会

12：40～13：00 幹 事 会

15：10～16：30 レジストリー説明会 石井 秀樹（CVITレジストリー委員会）




