
プ ロ グ ラ ム 5 月 21 日（土） 

 

第 1 会場（206 会議室）ライブ配信 

9:27～9:30 開会あいさつ 会長：尾崎 威文（札幌整形循環器病院） 

 

9:30～10:20 メディカル一般口演 １ 

座長 松谷 健一（砂川市立病院） 

 

MO-01 PFO を介した奇異性塞栓による心筋梗塞の 1 例 

呉林 英悟（北海道大野記念病院） 

 

MO-02 右冠動脈起始部石灰化病変治療における Orbital aterectomy device と 

RotationalCoronary Atherectomy の比較. 

細井 雄一郎（札幌東徳洲会病院 循環器センター） 

 

MO-03 Stingray LP™の使用経験 

尾野 稔侑（名寄市立総合病院 循環器内科） 

 

MO-04 特発性冠動脈解離（SCAD）に対しての血行再建術を一年間に二度必要とした中年女性の一例 

小原 雅彦（北海道中央労災病院 循環器科） 

 

MO-05 当院での Robotic PCI の経験を踏まえて 

松名 伸記（札幌心臓血管クリニック 循環器内科） 

 

10:25～10:45 ショートレクチャー１ 

座長 徳原 教（北見赤十字病院） 

Ultreon™活用術 ～当院の経験～ 

演者 加藤 喜哉（市立釧路総合病院） 

共催：アボットメディカルジャパン合同会社 

 

 

 

 



10:55～11:35 メディカル一般口演 3 

座長 中村 雅則（市立札幌病院） 

 

MO-11  Heyde’s syndrome: Acquired von Willebrand syndrome in aortic stenosis 

山下 武廣（北海道大野記念病院 循環器内科） 

 

MO-12 透析患者に対する経カテーテル大動脈弁留置術 TAVI ～これを聞けば透析 TAVI が何となく分かる～ 

八戸 大輔（札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック 循環器科） 

 

MO-13 当院における緊急・準緊急 TAVI の治療成績 

堀田 怜（札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック 循環器科） 

 

MO-14  原因不明の低酸素血症に対して卵円孔閉鎖術を行い著明な改善を認めた 1 例 

三浦 史郎（北海道大野記念病院 循環器内科） 

 

11:50～12:20 スポンサードセミナー1 

座長 松本 純一（渓和会江別病院）  

急性心不全治療におけるうっ血管理の変遷 

演者 神津 英至（札幌医科大学医学部） 

共催：大塚製薬株式会社 

 

12:25～12:55 スポンサードセミナー3 

座長 五十嵐 康己（札幌厚生病院） 

Complex 病変における AnteOwl WR と Ultimaster Nagomi について 

演者 木谷 俊介（札幌厚生病院）  

共催：テルモ株式会社 

 

13:00～14:00 特別講演 

座長 尾崎 威文（札幌整形循環器病院） 

PCI に残された課題と今後の展望 

上妻 謙 先生（帝京大学医学部） 

 

 

 



14:05～14:25 ショートレクチャー4 

座長 舟山 直宏（北海道循環器病院） 

NIRS-IVUS による脂質評価を PCI に活かす 

演者 西平 賢作（宮崎市郡医師会病院） 

共催：ニプロ株式会社 

 

14:30～15:30 地方会優秀演題（YIA） 

座長 水上 和也（北光記念病院） 

審査員 平林 鑑（苫小牧市立病院） 

小野 大祐（北見赤十字病院） 

木谷 俊介（札幌厚生病院） 

 

- 症例検討部門 - 

Y-01 上行大動脈の壁在病変による右冠動脈起始部完全閉塞を PCI しえた一例 

上原 拓樹（勤医協中央病院 循環器内科） 

 

Y-02  MitraClip®実施後にたこつぼ症候群を呈した１例 

甲谷 次郎（北海道大学 大学院医学研究院 循環病態内科学教室） 

 

Y-03 感染性心内膜炎と血栓弁の鑑別に難渋した経カテーテル的大動脈弁置換術後の一例 

數井 翔（北海道大学 大学院医学研究院 循環病態内科学教室） 

 

Y-04  A case of VBX stent graft implantation for impending rupture of infectious iliac aneurysm 

辻本 誠長（札幌心臓血管クリニック 循環器内科） 

 

- 臨床研究部門 - 

Y-05 大動脈弁狭窄症におけるアミロイドーシス合併の有無と TAVI 後の短期予後比較 

相川 忠夫（北海道循環器病院 循環器内科）

 

15:35～15:55 ショートレクチャー6 

座長 野崎 洋一（北光記念病院） 

"LMT 病変における IVUS-guided Optimal stenting について" 

演者 大家 理伸（倉敷中央病院） 

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 

 



16:00～16:50 メディカル一般口演 4 

座長 片山 貴史（時計台記念病院） 

 

MO-15 本態性血小板血症に伴う ST 上昇型心筋梗塞に対し薬物溶出性バルーンを用いた PCI を施行した一例 

勝山 亮一（北見赤十字病院 循環器内科） 

 

MO-16 急性心筋梗塞で留置した EES に PSS が発生し慢性期に ODFI・OCT を施行した一例 

松谷 健一（砂川市立病院 循環器内科） 

 

MO-17  OAS 施行症例で起きた合併症から学ぶ 

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-18 ステント血栓症の Bail out に ELCA が有用であった STEMI の 1 例 

伊藤 孝仁（王子総合病院 循環器内科） 

 

MO-19 急性大動脈解離術後に自然冠状動脈解離を認めた１例 

小尾 基記（名寄市立総合病院 循環器内科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 2 会場（207 会議室）ライブ配信 

9:30～10:20 メディカル一般口演 2 

座長 清水 紀宏（砂川市立病院） 

 

MO-06  Erroneous incomplete stent apposition observed using OFDI  

following implantation of peripheral self-expanding nitinol stents 

丹 通直（時計台記念病院 循環器内科） 

 

MO-07  The “needle re-entry” technique for infrainguinal arterial calcified occlusive lesions 

原口 拓也（札幌心臓血管クリニック） 

 

MO-08  stent deformation による EIA の亜急性閉塞に対して covered stent で bailout した一例 

宇津木 貴成（手稲渓仁会病院 循環器内科） 

 

MO-09  新型コロナウィルス感染による血栓形成が誘因となった CLTI 再増悪の 1 例 

伊藤 孝仁（王子総合病院 循環器内科） 

 

MO-10  The novel guidewire externalization technique using a needle without inserting microcatheter 

辻本 誠長（札幌心臓血管クリニック 循環器内科） 

 

10:25～10:45 ショートレクチャー2 Parent®Select5082 を用いた Minimally Invasive EVT 

座長 須永 大介（北海道循環器病院） 

Parent®Select 5082 を用いた Minimally Invasive EVT -Evolving Parent Family- 

演者 原口 拓也（札幌心臓血管クリニック） 

How to Trans Ankle Intervention with Parent®Select 5082  

演者 滝村 英幸（総合東京病院） 

共催：メディキット株式会社 

 

10:50～11:20  CVIT 支部長セッション ―北海道から世界への情報発信― 第 3 回 

座長 五十嵐 康己（札幌厚生病院） 

The straw millionaire  -急がば回れ- 

演者 三浦 史郎（北海道大野記念病院） 

 

 



11:25～11:45 ショートレクチャー3 

座長 國分 宣明（札幌医科大学） 

COMBO Plus ステントの有用性 

演者 西田 絢一（帯広厚生病院） 

共催：オーバスネイチメディカル株式会社 

 

11:50～12:20 スポンサードセミナー2 

座長 加藤 喜哉（市立釧路総合病院） 

ACS への Onyx という選択 

演者 鈴木  理穂（市立札幌病院） 

共催：日本メドトロニック株式会社 

 

12:25～12:55 スポンサードセミナー4 

座長 松谷 健一（砂川市立病院） 

CMD 評価のハードルって高くないですか？-CoroFlow の使い方- 

演者 外海 洋平（大阪大学） 

共催：アボットメディカルジャパン合同会社 

 

14:05～14:25 ショートレクチャー5 

座長 伊藤 孝仁（王子総合病院） 

ELCA を正しく使えるか -基本から裏技まで- 

演者 須永 大介（北海道循環器病院） 

共催：株式会社フィリップス・ジャパン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14:30～15:10 コメディカル一般口演 1 

座長 猪俣 雄祐（北海道循環器病院） 

CO-01 心臓カテーテル急変時対応シュミレーションを実施して 

阿部 翔大（JA 北海道厚生連 札幌厚生病院 医療技術部 臨床工学技術科） 

 

CO-02 冠動脈瘤に生じた血栓にて発症した急性心筋梗塞の 1 例 

大野 功輔（市立旭川病院 臨床工学室） 

 

CO-03 当院における側枝入口部病変に対する薬剤溶出性バルーン治療の成績 

松谷 彰斗（華岡青洲記念病院 臨床工学部） 

 

CO-04  NIPRO 社製 NSE Aperta と Advance の拡張能の比較 

竿崎 佑弥（華岡青洲記念病院 臨床工学部） 

 

15:15～15:45 コメディカル一般口演 2 

座長 小谷 祐介（時計台記念病院） 

 

CO-05 大腿膝下動脈に対する E＆IVUS-guide と Angio-guide の比較 

澤田 望（札幌心臓血管クリニック 臨床工学科） 

 

CO-06 法令改正による水晶体被ばく防護対応に関するアンケート報告 

三ツ井 貴博（市立旭川病院 中央放射線科） 

 

CO-07 インデフレータ希釈造影剤の緑色変色に関する基礎的検討 

宮本 直武（士別市立病院 診療技術部診療放射線科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15:50～16:50 コメディカルシンポジウム  

タスクシフティング－医師以外が清潔野業務に入る現場からの声を聞いてみよう－ 

 

進行 平田 和也（小樽市立病院） 

宮本 直武（士別市立病院） 

演者 

CVIT におけるタスクシフト・シェアへの取組み 

     山本 義人（いわき医療センター） 

臨床工学技士の立場から 

      矢野 真吾（名寄市立総合病院） 

診療放射線技師の立場から 

      北 裕一（北海道循環器病院） 

看護師の立場から 

      烏谷 力（済生会西条病院） 

臨床検査技師の立場から 

      須甲 正章（製鉄記念室蘭病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 3 会場 ライブ配信 

9:30～10:30 コメディカルビデオライブ SFA CTO に対してのエコーガイド EVT 

進行  

仲谷 庸（札幌整形循環器病院） 

スーパーバイザー  

尾崎 威文（札幌整形循環器病院） 

コメンテーター  

小倉 直浩（KKR 札幌医療センター） 

澤崎 史明（市立旭川病院） 

山下 雅敏（札幌心臓血管クリニック） 

藪 文也（北海道大野記念病院） 

平岡 淳（札幌整形循環器病院） 

※ビデオライブ 1 と同一症例です

 

10:40～11:40 ディベートセッション ビデオライブ 1  SFA CTO の治療戦略  DES or DCB 

オペレーター  

尾崎 威文（札幌整形循環器病院） 

座長 

尾崎 威文（札幌整形循環器病院） 

コメンテーター  

 DES 派 

高橋 将成（JCHO 北海道病院） 

岩田 周耕（名寄市立総合病院） 

 DCB 派 

臼井 隆一（札幌白石記念病院） 

斎院 康平（北海道大学） 

                         共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 



14:30～15:30 ディベートセッション ビデオライブ 2  

中等度石灰化病変の Preparation :ROTA or Scoring/Cutting or POBA 

オペレーター  

川嶋 望（札幌整形循環器病院） 

座長 

尾崎 威文（札幌整形循環器病院） 

コメンテーター  

徳田 裕輔（市立函館病院） 

杉江 多久郎（札幌心臓血管クリニック） 

飛澤 利之（旭川赤十字病院） 

田中 裕紀（北光記念病院） 

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 

15:40～16:40 ディベートセッション ビデオライブ 3    

CAD 合併 AS の治療戦略 

1：TAVI/PCI or SAVR/CAB   

2：PCI after TAVI 

オペレーター  

尾崎 威文（札幌整形循環器病院） 

座長 

尾崎 威文（札幌整形循環器病院） 

コメンテーター  

八戸 大輔（札幌心臓血管クリニック） 

岩切 直樹（北海道大野記念病院） 

中村 雅則（市立札幌病院） 

共催：エドワーズライフサイエンス株式会社 

 


