
プ ロ グ ラ ム 5 月 22 日（土） 

 

第1会場（クリスタルルーム B）ライブ配信 

9:27～9:30 開会あいさつ 会長：鈴木 孝英（旭川厚生病院） 

 

9:30～10:10 メディカル一般口演 １ 

座長 明上 卓也（北海道医療センター） 

MO-01 コロナ禍で急速に進行した重症下肢虚血症例 

下岡 良典（恵み野病院 循環器内科） 

 

MO-02 下肢動脈 EVT における非鼠径アプローチでの治療経験 

中川 裕也（公益社団法人 函館市医師会病院 循環器科） 

 

MO-03 Clinical outcomes after peripheral intervention with drug coating balloons  

in the real world single center study. 

原口 拓也（札幌心臓血管クリニック） 

 

MO-04 Relationship between the J-BTK CTO score and guidewire stiffness  

in below-the-knee chronic total occlusions 

丹  通直（時計台記念病院 循環器科） 

 

10:15～10:35 ショートレクチャー１ 

座長 五十嵐 康己（札幌厚生病院） 

マイクロカテーテル Zizai の臨床評価（仮） 

演者 木谷 俊介（札幌厚生病院） 

共催：テルモ株式会社 

 

10:45～11:15 メディカル一般口演 2 

座長 長谷川 徹（JR 札幌病院） 

MO-05 LAD の高度石灰化を伴う CTO 病変の perfolation に対して PK Papyrus を使用し Bailout し得た 1 例 

辻本 誠長（札幌心臓血管クリニック 循環器内科） 

 



MO-06 Coronary Artery Embolism に対してパーフュージョンバルーンの使用によって stentless PCI が可能であった 1 例  

岸上 直広（旭川赤十字病院 循環器内科） 

 

MO-07 冠動脈バイパスグラフト吻合部針穴の仮性動脈瘤に対して経カテーテルコイル塞栓術にて Bail out できた一例 

松名 伸記（札幌心臓血管クリニック） 

 

11:25～11:45 ショートレクチャー2 

座長 山下 武廣（北海道大野記念病院） 

経皮的左心耳閉鎖術がもたらす心房細動患者への脳卒中予防と私達の未来（仮） 

演者 八巻  多（名寄市立総合病院） 

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 

 

11:50～12:50 スポンサードセミナー1 

座長 五十嵐 康己（札幌厚生病院） 

「STENT-SAVE A LIFE」 北海道エリアにおける ACS の現状と課題 

演者 八巻  多（名寄市立総合病院） 

 

「After Heart Attack」 ACS における脂質管理の Tips & Tricks 

演者 南  尚賢（北里大学医学部） 

共催：アムジェン株式会社 

 

13:00～14:00 特別講演 

座長 鈴木 孝英（旭川厚生病院） 

ISCHEMIA 時代の PCI ―我々はいかに生き残るか？― 

伊苅 裕二 先生（東海大学医学部内科学系循環器内科学） 

 

14:05～14:25 ショートレクチャー3 

座長 鈴木 孝英（旭川厚生病院） 

ガイドエクステンションカテーテル HIKYAKU の有用性 

演者 下岡 良典（恵み野病院） 

共催：株式会社カネカメディックス 

 

 

 

 



14:30～15:10 地方会優秀演題（YIA） 

座長 古谷 純吾（華岡青洲記念病院） 

審査員 山下 武廣（北海道大野記念病院） 

川嶋  望（札幌整形循環器病院） 

鹿島 由史（札幌心臓血管クリニック） 

- 症例検討部門 - 

Y-01 冠動脈閉塞リスクが低いと思われたものの、TAVI 直後に左冠動脈高度狭窄を来たした一例 

小林 雄太（北海道大学 循環病態内科学教室） 

 

Y-02 NYHA 分類Ⅳ度の心不全患者に対する MitraClip®治療 

水口 賢史（北海道大学病院 循環器内科） 

 

Y-03 カバードステント留置後に薬剤溶出性バルーンを使用することで良好な開存が得られた一例 

樋口 隼太朗（名寄市立総合病院）

 

15:15～15:45 メディカル一般口演 3 

座長 永井 利幸（北海道大学病院） 

MO-08 device delivery に難渋した上行大動脈拡張を伴う屈曲した回旋枝に対する PCI の一例 

宇津木 貴成（手稲渓仁会病院 循環器内科） 

 

MO-09 IMPELLA と MitraClip により急性期を脱した重症心不全合併急性心筋梗塞の一例 

尾野 稔侑（名寄市立総合病院 循環器内科） 

 

MO-10 Impella 補助循環用ポンプカテーテルの挿入における注意点や工夫 

八戸 大輔（札幌心臓血管クリニック 循環器科）

 

15:50～16:10 ショートレクチャー4 

座長 國分 宣明（札幌医科大学） 

HBR への対応策 

演者 西田 絢一（帯広厚生病院） 

共催：日本メドトロニック株式会社 

 

 

 

 



16:15～16:45 メディカル一般口演 4 

座長 國分 宣明（札幌医科大学） 

MO-11 術前に指摘された完全房室ブロックが経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVR)後に改善した一例 

御園生 啓吾（手稲渓仁会病院 循環器内科） 

 

MO-12 当院での初緊急 TAVI 症例について 

数野 祥郎（手稲渓仁会病院） 

 

MO-13 Swan-Ganz カテーテル検査で生じた肺動脈損傷・仮性肺動脈瘤に対しコイル塞栓術を施行した 1 例 

竹中  秀（北海道大学病院 循環器内科） 

  



第2会場（クリスタルルーム C）ライブ配信 

10:15～10:35 ショートレクチャー5 

座長 平井 俊浩（旭川厚生病院） 

Late lumen enlargement のメカニズムに迫る 

演者 舟山 直宏（北海道循環器病院） 

共催：ニプロ株式会社 

 

11:10～11:40  CVIT 支部長セッション ―北海道から世界への情報発信― 第一回 

座長 五十嵐 康己（札幌厚生病院） 

My top Five regrets of the aging    

演者 丹 通直（時計台記念病院）

 

11:50～12:20 スポンサードセミナー2 

座長 数野 祥郎（手稲渓仁会病院） 

MR を見逃さないことの重要性 ～心不全治療における MitraClip™の役割～ 

演者 片岡 明久（帝京大学医学部附属病院） 

共催：アボットメディカルジャパン合同会社 

 

12:25～12:55 スポンサードセミナー3 

座長 清水 紀宏（砂川市立病院） 

私の石灰化治療 ～Imaging を base とする safety strategy~ 

演者 明上 卓也（北海道医療センター） 

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 

 

14:05～14:25 ショートレクチャー6 

座長 山崎 誠治（札幌東徳洲会病院） 

HBR 時代における COMBO ステントの有用性 

演者 中川 裕也（函館医師会病院） 

共催：オーバスネイチメディカル株式会社 

 

 

 



14:30～15:00 コメディカル一般口演 1 

座長 池田 裕晃（旭川厚生病院） 

CO-01 ニコランジル負荷 FFR と比較した生理食塩水負荷 Pd/Pa の有用性に関する検討 

田中 智貴（社会医療法人 孝仁会 北海道大野記念病院 臨床工学部） 

 

CO-02 分岐部病変に対し Xience を留置した後の 3D－OCT による optimal cell の再考 

平田 貴浩（華岡青洲記念病院 臨床工学部） 

 

CO-03 バルサルバ洞に突出する LMT ステントを kissing balloon inflation にて閉塞を回避し得た TAVI の 1 例 

猫宮 伸佳（市立札幌病院 臨床工学科） 

 

15:10～15:40 コメディカルミニレクチャー 

座長 三浦 祐二（華岡青洲記念病院） 

ゼロから始める心筋シンチグラフィー 

演者 斉藤 利典（社会医療法人 北海道循環器病院） 

 

15:50～16:30 コメディカル一般口演 2 

座長 猪俣 雄祐（北海道循環器病院） 

CO-04 Extravascular Ultrasound Guidance for CTO Crossing 

澤田  望（札幌心臓血管クリニック 臨床工学科） 

 

CO-05 高安動脈炎による右肺動脈起始部狭窄に対しバルーン肺動脈拡張術(BPA)を施行した 1 例 

小川 輝之（札幌医科大学附属病院 臨床工学部） 

 

CO-06 パージ流量低下アラーム・ポンプ吐出部閉塞アラームより Impella カテーテル内の血栓閉塞を疑った症例 

島田 真実（旭川医科大学病院 診療技術部 臨床工学技術部門） 

 

CO-07 カテ室の業務効率化～新しいカテデータベースの導入～ 

黒田 寛司（札幌心臓血管クリニック 臨床工学科） 

  



第3会場 ライブ配信 

9:30～10:30 ビデオライブ１ OCT-guided PCI～diffuse lesion + bifurcation 

演者  

鈴木 孝英（旭川厚生病院） 

座長  

牧口 典子（恵み野病院） 

コメンテーター  

管家 鉄平（華岡青洲記念病院） 

飛澤 利之（旭川赤十字病院） 

西田 絢一（帯広厚生病院） 

粟田 政樹（広域紋別病院） 

共催：アボットメディカルジャパン合同会社

 

10:40～11:40 コメディカルビデオライブ tandem 病変の FFR・OCT バイファケーションの治療 

演者  

伊藤 和也（旭川厚生病院） 

スーパーバイザー  

鈴木 孝英（旭川厚生病院） 

コメンテーター  

平田 和也（小樽市立病院） 

岡田  敬（市立釧路総合病院） 

竿崎 佑弥（華岡青洲記念病院）                                   ※ビデオライブ 1 と同一症例です 

 

14:30～15:30 ビデオライブ 2 Orbital Atherectomy System を用いた PCI～calcified lesion 

演者  

八巻 多（名寄市立総合病院） 

座長 

加藤 伸郎（王子総合病院） 

コメンテーター  

山崎 誠治（札幌東徳洲会病院） 

木谷 俊介（札幌厚生病院） 

德田 裕輔（市立函館病院） 

髙田 明典（製鉄記念病院） 

共催：メディキット株式会社 



15:40～16:40 ビデオライブ 3 SyncVision ガイド PCI～tandem lesion 

演者  

平井 俊浩（旭川厚生病院） 

座長 

清水 紀宏（砂川市立病院） 

コメンテーター  

野崎 洋一（北光記念病院） 

蓑島 暁帆（旭川医科大学病院） 

舟山 直宏（北海道循環器病院） 

下岡 良典（恵み野病院） 

共催：株式会社フィリップス・ジャパン 

  



5 月 22 日（土）9:30～5 月 31 日（月）23:59 

 

e ポスター会場 

 

メディカル e ポスター 

 

MP-01 右冠動脈の STEMI に対し ELCA で冠動脈穿孔を起こした 1 症例 

奥山 道記（勤医協中央病院） 

 

MP-02 意図せず鎖骨下動脈に留置されたカテーテルを止血デバイスにより抜去出来た 1 例 

奥山 道記（勤医協中央病院） 

 

MP-03 シースレスガイディングによる遠位橈骨動脈穿刺プライマリ PCI の検討 

斉藤  礼（小樽市立病院 循環器内科） 

 

MP-04 当院で経験した特発性冠動脈解離の 4 例 

遠藤 圭佑（医療法人 王子総合病院 循環器内科） 

 

MP-05 2 か月後に自己拡張型ステントグラフト間に Gap 形成をきたしステント外への穿破を来した Leriche 症候群の 1 例 

伊藤 孝仁（医療法人 王子総合病院 循環器内科） 

 

MP-06 右冠動脈近位部の解離を来した急性冠症候群の一例 

鎌田 祐介（JA 北海道厚生連帯広厚生病院 循環器内科） 

 

MP-07 止血デバイスが血管内に脱落した際の Bailout に対する考察 

岩田 周耕（名寄市立総合病院 循環器内科） 

 

コメディカル e ポスター 

 

CP-01 当院における PCI に対する実態調査の実施と今後の展望 

小野寺 哲兵（旭川赤十字病院 臨床工学課） 

 


