
プ ロ グ ラ ム 11 月 5 日（土） 

 

第1会場（パールホール A）ライブ配信 

9:27～9:30 開会あいさつ 会長：丹 通直（時計台記念病院） 

 

9:30～10:20 メディカル一般口演 １ 

座長 舟山 直宏（北海道循環器病院） 

 

MO-01 心室細動をきたした特発性冠動脈解離に対し血行再建と植込み型除細動器移植術を施行した一例 

本間 恒章（国立病院機構北海道医療センター） 

 

MO-02 COVID-19 肺炎後に症状が顕在化した中年女性の狭心症の 1 例 

渡辺 栞（恵み野病院 循環器内科） 

 

MO-03 Woven coronary artery に労作性狭心症が発症し PCI を行った 1 例 

松谷 健一（砂川市立病院 循環器内科） 

 

MO-04 GUIDE PLUS 内にステント近位を展開してしまいスタックした一例 

吉村 喬樹（勤医協中央病院 循環器内科） 

 

MO-05 無症候性心筋虚血に対する待機的 PCI 中に冠動脈内異物による塞栓症を発症した一例 

井垣 勇祐（旭川赤十字病院 循環器内科） 

 

10:25～10:45 ショートレクチャー１ 

座長 管家 鉄平（華岡青洲記念病院） 

Cutting balloon 再考 

演者 越田 亮司（星総合病院） 

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 

 

 

 

 

 



10:55～11:45 メディカル一般口演 3 

座長 数野 祥郎（手稲渓仁会病院） 

 

MO-11 1.5mm burr の通過に苦労した高度石灰化を伴う左前下行枝の慢性完全閉塞病変の 1 例 

丸田 俊介（国立病院機構 水戸医療センター） 

 

MO-12 西胆振地域の ACS（STEMI）に対する伝送型 12 誘導心電図システム使用成績 

水野 雅司（JA 北海道厚生連 帯広厚生病院 循環器内科） 

 

MO-13 Robotic PCI 100 例の臨床経験とその有用性の考察 

松名 伸記（札幌心臓血管クリニック） 

 

MO-14 冠動脈奇形をともなった CTO の 1 例 

下岡 良典（北晨会恵み野病院） 

 

MO-15 Mitroflow 留置後の SVD に対する TAV-in-SAV において、Evolut 留置に難渋した一例 

鉢呂 直記（札幌医科大学 医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌学講座） 

 

 

11:50～12:20 スポンサードセミナー1  「Role of Drug Eluting Technologies」 

座長 牧口 展子（恵み野病院）  

演者      丹 通直（時計台記念病院） 

ディスカッサー 浦澤 一史（時計台記念病院） 

         神垣 光徳（KKR 札幌医療センター） 

         明上 卓也（札幌白石記念病院） 

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 

 

12:25～12:55 スポンサードセミナー3 

座長 舟山 直宏（北海道循環器病院） 

冠微小循環障害の ABC ～カテ室での特殊検査から、標準検査へ～ 

演者 割澤 高行（NTT 東日本関東病院/聖マリアンナ医科大学）  

共催：アボットメディカルジャパン合同会社 

 

 

 



13:00～14:00 特別講演 

座長 丹 通直（時計台記念病院） 

ACS における PCI ストラテジーはどうあるべきか？  

園田 信成 先生（佐賀大学 医学部） 

 

14:10～15:10 シンポジウム  「A life as an interventional cardiologist」 

座長 丹 通直（時計台記念病院） 

演者    飯田 修（関西ろうさい病院） 

       仲間 達也（東京ベイ・浦安市川医療センター） 

パネリスト  鈴木 理穂（市立札幌病院） 

       田中 裕紀（北光記念病院） 

       岩田 周耕（名寄市立総合病院） 

       細井 雄一郎（札幌東徳洲会病院） 

 

15:20～16:20 地方会優秀演題（YIA） 

座長 神谷 究（北海道大学） 

審査員 管家 鉄平（華岡青洲記念病院） 

牧口 展子（恵み野病院） 

明上 卓也（札幌白石記念病院） 

- 症例検討部門 - 

Y-01 COVID-19 発症を契機に、第一世代 SES 留置から 12 年後に多発性 VLST を生じた一例 

大友 俊作（札幌医科大学附属病院 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座） 

 

Y-02 包括的冠動脈機能評価により診断し得た非閉塞性冠動脈疾患（INOCA）の 1 例 

辻永 真吾（北海道大野記念病院 循環器内科） 

 

Y-03 経カテーテル的 PDA 閉鎖術および TAVI を二期的に施行した間質性肺炎合併強皮症の一例 

國兼 祐樹（旭川医科大学病院 循環器内科） 

 

- 臨床研究部門 - 

Y-04 IMPELLA 留置中の出血性・血栓性イベントに関連する因子の検討 

堀田 怜（札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック 循環器内科） 

 

Y-05 冠動脈石灰化病変に対する debulking の後方視的研究 Rotablator vs Diamondback 

岩田 周耕（名寄市立総合病院 循環器内科） 



16:30～17:20 メディカル一般口演 4 

座長 檀浦 裕（ひらおか内科循環器・糖尿病クリニック） 

 

MO-16 当院における Turbo-Power カテーテルの使用経験 

須永 大介（北海道循環器病院 循環器内科） 

 

MO-17 造影剤アナフィラキシー既往の患者に対して血管内イメージングを使用することで EVT を完遂しえた一例 

田村 俊文（市立釧路総合病院 心臓血管内科） 

 

MO-18 亜急性下肢閉塞に対して二期的に治療を行い下肢救済に成功した一例 

宮﨑 護（札幌東徳洲会病院 循環器内科） 

 

MO-19 TRAI -Trans Radial and Ankle Intervention- system による SFA CTO 治療の有用性 

明上 卓也（社会医療法人医翔会 札幌白石記念病院） 

 

MO-20 末梢血管治療での OFDI 施行時に血球除去の補助として Optimo PPI シースレスキット使用の有用性 

三輪 高士（時計台記念病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第2会場（パールホール B）ライブ配信 

9:30～10:20 メディカル一般口演 2 

座長 須永 大介（北海道循環器病院） 

 

MO-06 血栓性閉塞を繰り返し急速に拡大する浅大腿膝窩動脈瘤の一例 

佐藤 裕介（時計台記念病院、福井大学病院） 

 

MO-07 穿刺部が限定された状況下で、VA-ECMO 送血管挿入部に生じた ALI に対して救肢目的に EVT を行った一例 

加藤 喜哉（市立釧路総合病院 心臓血管内科） 

 

MO-08 バルーン拡張後の残存血栓に対し long inflation で良好な結果を得られた浅大腿動脈閉塞の 1 例 

細井 雄一郎（札幌東徳洲会病院 循環器内科） 

 

MO-09 Supera ステントが elongation したが穿刺針を用いてステントを折り重ねることで病変内で留置し得た 1 例 

辻本 誠長（札幌心臓血管クリニック 循環器内科） 

 

MO-10 右腎動脈閉塞、左腎動脈狭窄に伴う慢性腎不全急性増悪に対し経皮的腎動脈形成術を行った一例 

水尻 毅（勤医協中央病院 循環器内科） 

 

10:25～10:45 ショートレクチャー2  

座長 山崎 誠治（札幌東徳洲会病院） 

Vascular Closure Device で EVT における出血性合併症を管理する 

演者 朴澤 耕治（新東京病院） 

共催：テルモ株式会社 

 

10:50～11:20  CVIT 支部長セッション ―地方から世界への情報発信― 第 4 回 

座長 五十嵐 康己（札幌厚生病院） 

Overcome the limitations of OCT guided PCI 

演者 黒木 一公（宮崎県立延岡病院） 

 

 

 

 

 



11:25～11:45 ショートレクチャー3 

座長 西田 絢一（帯広厚生病院） 

3 key-points for calcified lesions 

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 

 

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） 

TAVI 後の PCI Tips～TAVI 弁の構造を知ろう～ 

演者 山﨑 和正（札幌東徳洲会病院） 

共催：エドワーズライフサイエンス株式会社 

 

12:25～12:55 スポンサードセミナー4 「New DCS “BioFreedom Ultra” の有用性」 

座長 鈴木 孝英（旭川厚生病院） 

演者 鈴木 孝英（旭川厚生病院） 

    下岡 良典（恵み野病院） 

共催：株式会社カネカメディックス 

 

14:10～14:30ショートレクチャー4 

座長 鈴木 孝英（旭川厚生病院） 

心筋 SPECT 読影道場 

演者 蓑島 暁帆（旭川医科大学） 

共催：日本メジフィジックス株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14:40～15:20 コメディカル一般口演 1 

座長 小谷 祐介（時計台記念病院） 

CO-01 脊髄神経刺激装置（SCS）植込み後に SPP の上昇を認めた一例 

佐々木 航（社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 臨床工学科） 

 

CO-02 大腿膝窩動脈病変の血管内治療における治療前後での血管径の変化 

澤田 望（札幌心臓血管クリニック 臨床工学科） 

 

CO-03 血管内視鏡から得られたパクリタキセル溶出性ステントの新たな知見 

澤田 望（札幌心臓血管クリニック 臨床工学科） 

 

CO-04  冠動脈攣縮性狭心症の攣縮時を OCT にて観察した一例 

小野寺 哲兵（旭川赤十字病院 臨床工学課） 

 

15:25～15:55 コメディカル一般口演 2 

座長 伊勢谷 佑希（北海道大野記念病院） 

 

CO-05 マイクロカテーテル内で離断したワイヤをインデフレーターで陰圧をかけることで回収可能であった 1 症例 

田村 周平（社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念病院 臨床工学科） 

 

CO-06 LACROSS Aperta NSE バルーンにおけるスコアリング性能の基礎的検討 

岡田 敬（市立釧路総合病院 臨床工学室） 

 

CO-07 当院の ECPR 実施場所の違いによる ECMO 導入時間の比較 

松本 美和（旭川赤十字病院 臨床工学課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16:00～16:30 コメディカルシンポジウム 1 

「カテ室における、ルート（静脈路）管理＆薬剤管理（投与）」 

 

座長  佐藤 恵美（手稲渓仁会病院）   

石川 健（NTT 東日本札幌病院） 

演者 福居 翼（製鉄記念室蘭病院） 

          鈴木 智美（旭川医科大学） 

 

16:35～17:20 コメディカルシンポジウム 2 「フットケアセッション」 

座長  小谷 祐介（時計台記念病院） 

菅野 智美（北光記念病院）   

演者 高橋 夏絵（勤医協中央病院） 

          今岡 信介（大分岡病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 病変に対する EVT」 

座長  

小谷 祐介（時計台記念病院） 

宮本 直武（士別市立病院） 

コメンテーター  

古谷 政人（札幌心臓血管クリニック） 

西田 恵美（手稲渓仁会病院） 

西谷 彰紘（手稲渓仁会病院） 

豊村 浩良（札幌徳洲会病院） 

※ビデオライブ 1 と同一症例です

 

10:40～11:40  ビデオライブ 1（EVT）   

「IN.PACT. for patients proven performance with 21 clinical studies.」 

座長 

丹 通直（時計台記念病院） 

オペレーター  

三輪 高士（時計台記念病院） 

鈴木 理穂（市立札幌病院） 

パネリスト  

加藤 喜哉（市立釧路総合病院） 

木谷 俊介（札幌厚生病院） 

                         共催：日本メドトロニック株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14:10～15:10  ビデオライブ 2（PCI） 「～治療ストラテジーを徹底議論する～」 

座長 

木谷 俊介（札幌厚生病院） 

管家 鉄平（華岡青洲記念病院） 

オペレーター  

中川 裕也（函館医師会病院） 

ディスカッサー  

飛澤 利之（旭川赤十字病院） 

尾野 稔侑（名寄市立総合病院） 

加藤 喜哉（市立釧路総合病院） 

能登 貴弘（手稲渓仁会病院） 

松谷 健一（砂川市立病院） 

萱沼 圭悟（北海道循環器病院）  

15:20～16:20  ビデオライブ 3（SHD）   

「EvolutPRO TAVI ビデオライブ ～View 設定からデバイス押し引き、Tilt まで～」 

座長 

竹内 利治（旭川医科大学） 

オペレーター  

八戸 大輔（札幌心臓血管クリニック） 

コメンテーター  

川初 寛道（手稲渓仁会病院） 

浅川 直也（市立札幌病院） 

呉林 英悟（北海道大野記念病院） 

宜保 浩之（市立函館病院） 

共催：日本メドトロニック株式会社 

 


