
プ ロ グ ラ ム 12 月 4 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：牧口 展子（恵み野病院） 

 

9:30～10:10 メディカル一般口演 １ 

座長 大村 計（札幌白石記念病院） 

 

MO-01 LAD ostium の高度石灰化病変に対する complicated PCI に難渋した一例 

松名 伸記（札幌心臓血管クリニック 循環器内科） 

 

MO-02 RCA distal の高度石灰化病変に対して Mother-and-Child Technique により 

Rotational Atherectomy に成功した一例 

松名 伸記（札幌心臓血管クリニック 循環器内科） 

 

MO-03 ステント留置後、長期間経過した XIENCE stent と SYNERGY stent の血管内視鏡所見の比較 

下岡 良典（北晨会 恵み野病院 循環器内科） 

 

MO-04 Guide extension catheter による血栓誘導が有効であった急性心筋梗塞の一例 

箱崎 頌平（JA 北海道厚生連帯広厚生病院 循環器内科） 

 

10:15～10:35 ショートレクチャー１ 

座長 山崎 誠治（札幌東徳洲会病院） 

Short DAPT 最新のエビデンス: MASTER-DAPT 試験を今後にどう生かすか 

演者 片桐 勇貴（札幌東徳洲会病院） 

共催：テルモ株式会社 

 

10:45～11:15 メディカル一般口演 3 

座長 永井 利幸（北海道大学） 

 

MO-09 弁尖離開した Severe Functional MR に対し MitraClip 治療により著明な血行動態の改善が得られた一例 

木谷 祐也（旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野） 



 

MO-10 当院における経皮的左心耳閉鎖術の初期成績 

尾野 稔侑（名寄市立総合病院 循環器内科） 

 

MO-11 Superior Mesenteric Artery Embolism Complicating Transcatheter Aortic Valve Implantation 

山下 武廣（北海道大野記念病院 循環器内科） 

 

11:25～11:45 ショートレクチャー3 

座長 德田 裕輔（市立函館病院） 

Low Risk 時代における BEV 

演者 川初 寛道（手稲渓仁会病院） 

共催：エドワーズライフサイエンス株式会社 

 

11:50～12:10 スポンサードセミナー1 

座長 尾﨑 威文（札幌整形循環器病院）  

ACS 再発予防を目指した脂質管理療法の有効性と課題を考える 

演者 片岡 有（国立循環器病研究センター） 

共催：アムジェン株式会社 

 

12:25～12:55 スポンサードセミナー3 

座長 山下 武廣（北海道大野記念病院） 

TAVI と PCI～TAVI 時に考えること、PCI 時に考えること～ 

演者 八戸 大輔（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 

 

13:00～14:00 特別講演 

座長 牧口 展子（恵み野病院） 

次世代のインターベンショナリストに送るメッセージ 

本江 純子 先生（菊名記念病院） 

 

 

 

 

 



14:05～14:25 ショートレクチャー4 

座長 鈴木 孝英（旭川厚生病院） 

ACS 症例に対する COMBOPlus の有用性 

演者 飛澤 利之（旭川赤十字病院） 

共催：オーバスネイチメディカル株式会社 

 

14:30～15:10 地方会優秀演題（YIA） 

座長 高木 千佳（小樽協会病院） 

審査員 竹内 利治（旭川医科大学病院） 

川嶋  望 （札幌整形循環器病院） 

長谷川 徹（JR 札幌病院） 

 

- 症例検討部門 - 

Y-01 OAS による debulking を要した高度石灰化を伴う ST 上昇型急性下壁心筋梗塞の一例 

豊嶋 更紗（名寄市立総合病院 循環器内科） 

 

Y-02 TAVI 施行時に止血デバイスに由来する右総大腿動脈解離をきたし、人工血管置換術を要した一例 

高橋 勇樹（北海道大学大学院 医学研究院 循環病態内科学教室） 

 

Y-03 Prediction of Technical Failure of Pedal Artery Angioplasty in Patients  

with Chronic Limb-threatening Ischemia 

佐藤 裕介（時計台記念病院 循環器内科）

 

15:15～15:45 メディカル一般口演 4 

座長 檀浦 裕（市立札幌病院） 

 

MO-12 Interwoven stent delivery system の tip 断裂に対し、 

modified pushing bail out with iPAD2 で bail out できた一症例 

竹内 剛（札幌心臓血管クリニック） 

 

MO-13 腸骨動脈から浅大腿動脈への連続性 CTO 病変に対する EVT の検討 

三輪 高士（時計台記念病院） 

 

MO-14 運動療法施行後に EVT を行い著明な歩行距離の延長を認めた ASO の一例 

平山 康高（北晨会 恵み野病院） 



15:50～16:10 ショートレクチャー5 

座長 五十嵐 康己（札幌厚生病院） 

PCI balloon「ZINRAI」の有用性(仮) 

演者 木谷 俊介（札幌厚生病院） 

共催：株式会社カネカメディックス 

 

16:15～16:55 メディカル一般口演 5 

座長 木谷 俊介（札幌厚生病院） 

 

MO-15 虚血心筋量を考慮して血行再建に挑んだ CABG 後 2 枝 CTO 症例 

中川 裕也（公益社団法人函館市医師会 函館市医師会病院 循環器科） 

 

MO-16 ロータブレーターで debulking 中に突然 burr と driveshaft が断裂したが bail out できた一例 

上原 拓樹（勤医協中央病院 循環器内科） 

 

MO-17 造影剤による重症アナフィラキシーを合併したため、IVUS guide による PCI を施行した STEMI の 1 例 

水野 雅司（製鉄記念室蘭病院 内科・循環器内科） 

 

MO-18 marker wire を用いて IVUS ガイドで PCI を施行した末期 CKD 患者の 1 例 

渡辺 栞（恵み野病院 循環器内科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 2会場（クリスタルルーム C）ライブ配信 

9:30～10:10 メディカル一般口演 2 

座長 明上 卓也（札幌白石記念病院） 

 

MO-05 Three-year clinical outcomes following implantation of LifeStent in patients with  

femoropopliteal artery lesions 

丹 通直（時計台記念病院 循環器科） 

 

MO-06 予想外の機序で末梢塞栓をきたした SFA CTO の一例 

須永 大介（北海道循環器病院） 

 

MO-07 高度石灰化病変に対して Pave and Crack technique により、安全で良好な血管拡張を得ることができた 1 例 

辻本 誠長（札幌心臓血管クリニック 循環器内科） 

 

MO-08 Fusion Image Guidance for EVT ~ Non-contrast images for EVT strategies 

稗田 翔平（時計台記念病院 循環器内科） 

 

10:15～10:35 ショートレクチャー2 

座長 管家 鉄平（華岡青洲記念病院） 

前拡張を再考する 

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 2 回 

座長 五十嵐 康己（札幌厚生病院） 

省察 ～reflection～ 

演者 八戸 大輔（札幌心臓血管クリニック）

 

11:50～12:20 スポンサードセミナー2 

座長 山崎 誠治（札幌東徳洲会病院） 

将来を見据えた Synergy stent という選択 

演者 下岡 良典（恵み野病院） 

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 



12:25～12:55 スポンサードセミナー4 

座長 山崎 誠治（札幌東徳洲会病院） 

Ultreon – guided PCI 

演者 森山 典晃（湘南鎌倉総合病院） 

共催：アボットメディカルジャパン合同会社 

 

14:00～14:30 コメディカル一般口演 1 

座長 小川 輝之（札幌医科大学附属病院） 

 

CO-01 血管内視鏡でみる EVT の REAL WORLD 

澤田 望（札幌心臓血管クリニック 臨床工学科） 

 

CO-02 Extra & Intra-Vascular Ultrasound Guided EVT 

澤田 望（札幌心臓血管クリニック 臨床工学科） 

 

CO-03 膝窩動脈以下の血管内治療に患者固定クッション Vac-Lok を使用した１症例 

岡 尚求（社会医療社団カレスサッポロ時計台記念病院 診療技術部 放射線科） 

 

14:35～15:15 コメディカル一般口演 2 

座長 小嶋 睦明（北海道医療センター） 

 

CO-04 SyncVision システム デバイス強調表示機能を用いた PCI 

石附 弘樹（医療法人サンプラザ 新札幌循環器病院 臨床工学科） 

 

CO-05 蛍光ガラス線量計を用いた心臓カテーテル検査における透視の空間線量分布の測定 

早川 耕平（札幌医科大学附属病院 放射線部） 

 

CO-06 経皮的心房中隔欠損閉鎖術において閉鎖デバイスが脱落し回収・再留置した一例 

伊勢谷 佑希（社会医療法人 孝仁会 北海道大野記念病院 臨床工学部） 

 

CO-07 心房細動に対する圧ガイド Cryoballoon ablation の経験 

松谷 彰斗（医療法人 春林会 華岡青洲記念病院 臨床工学部） 

 

 

 



15:20～16:00 コメディカル一般口演 3 

座長 岡本 花織（北海道大学病院） 

 

CO-08 OCT の AI 搭載新ソフトウェア：Ultreon1.0 の使用経験とマニュアル解析との比較 

古谷 政人（札幌心臓血管クリニック 診療部 臨床工学科） 

 

CO-09 高度石灰化病変に対して Diamondback を使用した症例の IVUS と OCT の特徴の比較 

矢野 真吾（名寄市立総合病院 臨床工学科） 

 

CO-10 血管内 2D 画像によるワイヤーリクロス位置評価の正確性の検討 

平田 貴浩（華岡青洲記念病院 臨床工学部） 

 

CO-11 当院における vFFR と FFR の比較・検討 

竿崎 佑弥（華岡青洲記念病院 臨床工学部） 

 

 

 

16:10～16:50 コメディカルシンポジウム Stent への理解を深めるきっかけ作り！ 

座長 岡田 泰徳（恵み野病院） 

吉澤 大希（アボットメディカルジャパン合同会社） 

      松野 優紀（ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社） 

      吉田 拓也（日本ライフライン株式会社） 

      小嶋 功（日本メドトロニック株式会社） 

      山﨑 正博（ニプロ株式会社） 

      堀北 晃平（オーバスネイチメディカル株式会社） 

      金子 忠弘（テルモ株式会社） 

 

  



第 3会場 ライブ配信 

9:30～10:30 ビデオライブ１ WATCHMAN FLX～FLX デバイスの植え込みの実際～ 

オペレーター  

八戸 大輔（札幌心臓血管クリニック） 

士反 英昌（札幌心臓血管クリニック） 

コメンテーター  

八巻 多（名寄市立病院） 

谷 友之（札幌東徳洲会病院） 

呉林 英悟（北海道大野記念病院） 

光部 啓治郎（札幌心臓血管クリニック） 

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

 

10:40～11:40 コメディカルビデオライブ OCT 新ソフトウェア Ultreon1.0™の石灰化病変に対する AI 解析 

進行  

岡田 泰徳（恵み野病院） 

演者  

栗木 航（恵み野病院） 

スーパーバイザー  

牧口 展子（恵み野病院） 

コメンテーター  

山口 和也（市立旭川病院） 

山下 雅敏（札幌心臓血管クリニック） 

薮 文也（北海道大野記念病院） 

豊村 浩良（札幌東徳洲会病院） 

                          ※ビデオライブ 2 と同一症例です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14:30～15:30 ビデオライブ 2 OCT guided PCI with the new Ultreon™ 1.0  software ~calcified lesion~ 

オペレーター  

渡辺 栞（恵み野病院） 

下岡 良典（恵み野病院） 

座長 

鈴木 孝英（旭川厚生病院） 

コメンテーター  

加藤 喜哉（市立釧路総合病院） 

岸上 直広（旭川赤十字病院） 

松谷 健一（砂川市立病院） 

蓑島 暁帆（旭川医科大学） 

共催：アボットメディカルジャパン合同会社 

15:40～16:40 ビデオライブ 3 IN.PACT. for Patients proven performance with 21 clinical studies. 

オペレーター  

佐藤 裕介（時計台記念病院） 

滝村 英幸 (総合東京病院) 

座長 

丹 通直（時計台記念病院） 

コメンテーター  

伊藤 孝仁（王子総合病院） 

檀浦 裕（市立札幌病院） 

共催：日本メドトロニック株式会社 

 


