
－1－

― 1 ―

会場までのアクセス

●千里ライフサンエンスセンター●
5階　ライフホール・サイエンスホール

Room501〜503
〒560-0082　豊中市新千里東町1-4-2
Tel. 06-6873-2010　Fax. 06-6873-2011

●地下鉄（北大阪急行電鉄）

　御堂筋線　千里中央行　終点・千里中央下車（北出口すぐ）

●伊丹空港より

　大阪モノレール 門真市行　千里中央下車（徒歩約５分）

●新大阪駅・難波駅より

　地下鉄御堂筋線千里中央行をご利用ください。

●お車でお越しの方

　新御堂筋（国道423号線）または、中央環状線をご利用ください。
　駐車場のご利用について ・午前７時〜午後11時
 ・料金  最初の１時間　300円　
 　※以後30分毎　150円が発生いたします。
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会場のご案内

〒560-0082      豊中市新千里東町1-4-2  TEL.06-6873-2010 FAX.06-6873-2011

●千里ライフサイエンスセンター●
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5 F  第 1会場：ライフホール
  第 2会場：サイエンスホール
  第 3会場：501+502+503
6 F  第 4会場：603+604
8 F  第 5会場：801+802

●地下鉄（北大阪急行電鉄）：御堂筋線　千里中央行　終点・千里中央下車（北出口すぐ）
●伊丹空港より：大阪モノレール 門真市行　千里中央下車（徒歩約 5 分）
●新大阪駅・難波駅より：地下鉄御堂筋線千里中央行をご利用ください。
●お車でお越しの方：新御堂筋（国道 423 号線）または、中央環状線をご利用ください。
　　　　　　　　　　駐車場のご利用について　 ・午前 7 時〜午後 11 時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・料金 最初の 1 時間　400 円　以後 30 分毎　200 円

〈会場フロア図〉
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参加者ならびに座長・演者のみなさまへ

１）受付・参加費
下記時間帯にライフホール前（千里ライフサイエンスセンター・5 階）にて参加受付を行って 
ください。また、下記の参加費には抄録集代が含まれます。

内　　容　 受付時間 会　場 参加費

第 25 回日本心血管インターベンション
治療学会近畿地方会 8 :00 〜 15 :00

第 1 会場（5F ライフホール）
第 2 会場（5F サイエンスホール）
第 3 会場（5F 501+502+503）
第４会場（6F 603+604）
第５会場（8F 801+802）

医師 5,000 円
コメディカル 1,000 円

（抄録代含む）

２）座長の先生へ
「座長・演者受付」にて受付を行ってください。セッションの進行については座長の先生にお任
せしますが、終了時間を厳守していただきますようご協力をお願いします。

（口演セッション座長の先生）
受付を済ませた後、担当セッション開始予定 15 分前までに会場内の「次座長席」にご着席ください。

３）一般演題（口演発表）をご発表の先生へ
「座長・演者受付」にて受付を行ってください。受付を済ませた後、第 1 会場（5F ライフホー
ル）前「PC コーナー」にお越しいただき、発表データの動作確認を行ってください。発表の 15
分前までには会場内「次演者席」にご着席ください。
・発表時間は 10 分です（発表 7 分、質疑応答 3 分）。時間厳守でお願いします。
・アプリケーションは、PowerPoint（2003/2007/2010/2013）をご使用ください。PC コーナーには、

ご自身の PC、USB メモリー、CD-R の 3 媒体のうちいずれかをお持ちください。
・ 演題番号 No. 1〜3、No. 23〜25、No. 40〜42、No. 67〜69 の演者の先生は午前 8:50 までに 
「次演者席」にご着席ください。

・Macintosh をご利用の場合、また動画、音声などをご利用の場合は、必ずご自身の PC をお持
込ください。

〈講習会〉
医療安全・倫理講習会　8:00  〜 9 :00 　5F　第 2 会場（サイエンスホール）
放射線防護講習会　　　16 :30 〜 17 :30　5F　第 2 会場（サイエンスホール）
※事前申込制です。CVIT HP よりお申込ください。当日参加も受付いたします。
※開始 15 分で入場をしめきりますのでご注意ください。
※講習会へご参加される場合は、本会への参加登録が必要となります。

〈幹事会〉
メディカル幹事会　　　8:00  〜 8 :50 　6F　601
メディカル運営委員会 16 :00 〜 16 :30　5F　第 1 会場（ライフホール）
コメディカル幹事会　　9:00  〜 9 :50 　6F　602
コメディカル運営委員会　15 :00 〜 15 :30　8F　第 5 会場（801+802）

会場 第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場

場所 ライフホール（5F） サイエンスホール（5F） 501+502+503（5F） 603+604（6F） 801+802（8F）
開会の辞

 

特別セミナー3
座長：許 永勝　　演者：臼井 公人

共催：㈱カネカメディックス

一般口演10
Peripheral

CLI・ALI
座長：河原田 修身，滝内 伸

一般口演4
Coronary
Bailout

座長：許 永勝，山本 克浩

一般口演5
Coronary

ACS②
座長：阿部 充，片岡 亨

一般口演8
EVT Complex

座長：岡本 慎，当麻 正直

一般口演9
Peripheral

SFA
座長：上月 周，椿本 恵則

9:00

10:00

11:00

12:00

一般口演1
Coronary

CTO・Complex①
座長：岡田 正治，中村 茂

16:00

14:00

15:00

13:00

特別セミナー2
座長：小林 智子　演者：石原 隆行

共催：ニプロ㈱/㈱グッドマン

　

コーヒーブレイクセミナー2
座長：小林 智子　演者：石原 正治

共催：サノフィ㈱

一般口演6
Coronary

OCT
座長：久保 隆史，西野 雅巳

閉会の辞

YIA表彰式

一般口演7
Coronary

工夫
座長：山本 孝，吉川 糧平

合同教育講演
「カテ室あるある」

千里ライフサイエンスセンター

一般口演14
Coronary
その他

座長：神畠 宏，藤井 健一

一般口演15
LST

座長：粟田 政樹，上田 恭敬

一般口演16
Newデバイス

座長：成子 隆彦，辻 貴史

一般口演12
Peripheral

その他
座長：東森 亮博，矢坂 義則

一般口演13
Structure

座長：今井 逸雄，前田 孝一

ランチョンセミナー4
座長：上田 欽造

演者：上田 恭敬

  共催：第一三共㈱

一般口演2
Coronary

CTO・Complex②
座長：武田 吉弘，西田 育功

一般口演3
Coronary

ACS①
座長：嶋田 芳久，松尾 浩志

一般口演11
Peripheral

Bailout
座長：粟野 孝次郎，全 完

ランチョンセミナー2
座長：当麻 正直

スペシャルアドバイザー：大辻 悟

演者：小林 智子，嶋田 芳久，

浜中 一郎

共催：ボストン・サイエンティフィック

ジャパン㈱

コーヒーブレイクセミナー3
座長：木下 法之
演者：浜中 一郎，名越 良治
共催：日本メドトロニック㈱

ランチョンセミナー3
座長：滝内 伸

演者：宮田 茂樹

共催：田辺三菱製薬㈱

基礎講座

10:00～11:00
座長：平石 孝洋，深田 陽平

演者：中澤百合子，中西基修，

白樫 貴宏

11:00～12:00
座長：荻野 敏行，鯰井 秀之

演者：西村 一晃，藤原 明寛

特別セミナー1
座長：岡村 篤徳
演者：谷川 淳，五十嵐 宣明
共催：日本ライフライン㈱

コーヒーブレイクセミナー1
座長：許 永勝，中川 義久
演者：吉川 糧平，岡村 篤徳

共催：テルモ㈱

コーヒーブレイクセミナー4
座長：上田 欽造
演者：山田 愼一郎，柴田 浩遵
共催：オーバスネイチメディカル㈱

YIA
座長：藤井 謙司，松室 明義

コメンテーター：岡田 隆，神畠 宏，

全 完，豊福 守，渡邉 真言

ランチョンセミナー1
座長：大倉 宏之

演者：中谷 晋平

共催：アボットバスキュラージャパン㈱

9:00～9:50 9:00～10:00 9:00～10:20 9:00～10:30

9:50～10:40

10:40～11:10

11:10～12:00

12:00～12:50 

13:00～14:00

14:00～14:30 

14:30～15:40

10:00～12:00 

12:00～12:50 

13:00～13:50

13:50～14:20

14:20～14:50

14:50～15:50

10:20～10:50 

10:50～11:50

12:00～12:50 

13:00～13:30

13:30～14:30

14:30～15:40

10:30～11:00 

11:00～11:50

12:00～12:50

13:00～13:50

13:50～14:40

14:40～15:50

10:00～12:00

13:00～15:00

Yeoungnam Intervention 
Conference–CVIT Kinki

「Late stent failure」
座長：大辻 悟，Kee-Sik Kim
コメンテーター：岡田正治，片岡亨，
谷川 淳，Hun Sik Park
演者：石井 塁，大竹 寛雅，
Yun Kyeong Cho，Jung Ho Heo
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会場 第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場

場所 ライフホール（5F） サイエンスホール（5F） 501+502+503（5F） 603+604（6F） 801+802（8F）
開会の辞
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第1会場（5F　ライフホール）

開会の辞
第25回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会
 会長 中村 茂（京都桂病院 心臓血管センター）

一般口演1：Coronary CTO・Complex ①（9:00～ 9:50）
座長 滋賀県立成人病センター　循環器内科  岡田 正治
　　　京都桂病院　心臓血管センター  中村 茂

1	 右冠動脈の慢性完全閉塞病変に対して，大伏在静脈グラフト経由のレトログレードアプローチ
にて治療し得た一症例
大阪警察病院

○鈴木 智詞，松尾 浩志，網屋 亮平，小島 貴行，高橋 邦彰，松崎 七緒，中野 智彰， 
加藤 大志，杉原 隆太，西本 裕二，坂口 大起，植野 啓介，竹田 泰治，平田 明生， 
柏瀬 一路，樋口 義治，安村 良男

2	 SVGグラフトの慢性完全閉塞病変に対してエキシマレーザが奏功した1例
奈良県西和医療センター　循環器内科

○平井 香衣子，土肥 直文，矢野 裕己，岩井 篤史，橋本 行弘，藤本 源，磯島 琢弥， 
鈴木 恵，岩間 一，中井 健仁

3	 右冠動脈起始異常と高度石灰化のために血行再建に難渋したRCA-CTOの一例
第二岡本総合病院　心臓センター　循環器科 1，湖東記念病院　循環器内科 2

○田辺 正喜 1，児玉 健二 1，原田 優樹 1，革嶋 恒明 1，浅田 紘平 2，八木 崇文 1，土井 修 1

4	 Branch	ostiumの abrupt-type	in-stent	CTOに対して reverse	bent	wiring	with	
Crusade	catheter が閉塞端穿通に有用だった一例
公立南丹病院　循環器内科

○野村 哲矢，窪田 浩志，宮脇 大典，浦田 良太，杉本 健，樋口 雄亮，加藤 拓，計良 夏哉，
辰巳 哲也

5	 Separated	conus	artery より Retrograde	Approach にて PCI を施行した LAD	CTO
の 1例
滋賀県立成人病センター　循環器内科

○岸森 健文，岡田 正治，井上 豪，関 淳也，西尾 壮示，犬塚 康孝，武田 晋作，竹内 雄三，
小菅 邦彦，池口 滋
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一般口演2：Coronary CTO・Complex ②（9:50～ 10:40）
座長 りんくう総合医療センター　循環器内科  武田 吉弘
　　　高清会高井病院　循環器科  西田 育功

6	 高度な全周性石灰化冠動脈病変における拡張不良のステントに対しRotablator を用いて
stent	ablation を行った一例
京都第二赤十字病院　循環器内科

○小出 正洋，経堂 篤史，辻 弓佳，酒本 暁，河村 浩平，五十殿 弘二，椿本 恵則， 
坂谷 知彦，木村 晋三，松尾 あきこ，井上 啓司，藤田 博

7	 右冠動脈遠位部へのRota	burr の誘導に難渋した，びまん性高度石灰化病変の一例
大阪市立大学大学院医学研究科　循環器内科学

○寺下 和範，水谷 一輝，阪本 勇也，西村 哲，仲川 将志，白井 伸幸，江原 省一， 
高木 雅彦，島田 健永，葭山 稔

8	 閉塞部直前の高度石灰化病変への plaque	modification に際し超低速回転Rotablator が
有用で，その後のCTOの血行再建に繋がった一例
第二岡本総合病院　心臓センター　循環器科

○田辺 正喜，原田 優樹，革嶋 恒明，児玉 健二，八木 崇文，高橋 正行，土井 修

9	 左乳癌に対する放射線療法後の重症冠動脈疾患の一例
大和橿原病院

○成 智熙，杉本 浩之，安 基鉉，中嶋 民夫

10	 心不全で発見された LMT閉塞の一例
草津ハートセンター

○辻 貴史，渡邉 哲史，許 永勝，加藤 修

特別セミナー1 『GuideLiner Expertise for ALL』（10:40～ 11:10）
座長　桜橋渡辺病院　循環器内科  岡村 篤徳

  GuideLiner が非常に有効な場合とそうではない場合
大阪医科大学　循環器内科
○谷川 淳

  GuideLiner ～使用症例を通じて～
神戸赤十字病院　循環器内科
○五十嵐 宣明

共催　日本ライフライン株式会社
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一般口演3：Coronary ACS①（11:10～ 12:00）
座長 城山病院　心臓血管センター  嶋田 芳久
　　　大阪警察病院　循環器内科  松尾 浩志

11	 外傷性くも膜下出血や顔面外傷を合併した，左冠動脈主幹部急性心筋梗塞の一例
富永病院　循環器科

○竹田 光男，桑木 恒，尾崎 健，尾田 知之，氏野 経士

12	 2 枝同時閉塞を来たした急性心筋梗塞の一例
天理よろづ相談所病院　循環器内科

○黒田 真衣子，田村 俊寛，榎本 操一郎，大林 祐樹，今中 雅子，西村 俊亮，高橋 佑典，
芳川 裕亮，天野 雅史，今村 沙梨，大西 尚昭，田巻 庸道，近藤 博和，貝谷 和昭， 
泉 知里，中川 義久

13	 緊急的非心臓手術前に発見された LMTを含む重症3枝病変に対し，PCI による早期完全血
行再建をなし得た一症例
洛和会丸太町病院　洛和会京都血管内治療センター

○小山田 尚史，浜中 一郎，南 丈也，富士榮 博昭，金森 徹三，上田 欽造

14	 左前下行枝の急性心筋梗塞に対するPCI 後に右冠動脈の spasmが発症し，ショックとなっ
た一例
加古川東市民病院

○松岡 庸一郎，角谷 誠，藤浪 好寿，三和 圭介，矢冨 敦亮，大西 裕之，中西 智之， 
山名 祥太，辻 隆之，中岡 創，嘉悦 泰博，高見 薫，中村 浩彰，安田 知行， 
笠原 洋一郎，清水 宏紀，大西 祥男

15	 急性冠症候群を原因とする院外心肺停止症例の予後規定因子の検討
国立病院機構大阪医療センター 1，国立病院機構大阪医療センター　臨床研究センター 2

○小出 雅雄 1，飯田 吉則 1，鳥山 智恵子 1，井上 裕之 1，西田 博毅 1，安村 かおり 1， 
篠内 和也 1，三浦 弘之 1，安部 晴彦 1，伊達 基郎 1，上田 恭敬 1，是恒 之宏 2， 
楠岡 英雄 1

ランチョンセミナー1（12:00～ 12:50）
座長　奈良県立医科大学　第一内科  大倉 宏之

  BVSの生体吸収過程を理解する―IVUS，OCTでの評価―
桜橋渡辺病院　循環器内科
○中谷 晋平

共催　アボット	バスキュラー	ジャパン株式会社



－7－

Yeoungnam Intervention Conference–CVIT Kinki（13:00～ 14:00） 
「Late stent failure」

座長 東宝塚さとう病院　循環器内科  大辻 悟
　　　Daegu	Catholic	University	Medical	Center,	Korea	
  Kee-Sik Kim
コメンテーター 
　　　滋賀県立成人病センター　循環器内科  岡田 正治
　　　ベルランド総合病院　循環器内科  片岡 亨
　　　大阪医科大学　内科学Ⅲ・循環器内科  谷川 淳
　　　Kyungpook	National	University	Hospital,	Korea   
  Hun Sik Park

	 Successful	PCI	with	Distal	protection	for	In	Stent	Neoatherosclerosis	after	BMS	
implantation
東宝塚さとう病院　循環器内科

○石井 塁

	 The	impact	of	in-stent	neoatherosclerosis	on	long-term	clinical	outcomes:		
an	observational	study	from	the	optical	coherence	tomography	registry
神戸大学医学部附属病院　循環器内科

○大竹 寛雅

	 Predictor	of	adverse	clinical	outcome	in	patients	with	angiographically	proven	
coronary	stent	thrombosis
Keimyung University Hospital, Korea

○ Yun Kyeong Cho

	 How	to	treat	huge	aneurysm	with	stent	fracture
Kosin University Hospital, Korea

○ Jung Ho Heo

コーヒーブレイクセミナー1（14:00～ 14:30）
座長　草津ハートセンター　循環器科  許 永勝
　　　天理よろづ相談所病院　循環器内科  中川 義久

  Ultimaster の使用経験
三田市民病院　循環器内科
○吉川 糧平

  Clinical Data からUltimaster に期待すること
桜橋渡辺病院　循環器内科
○岡村 篤徳

共催　テルモ株式会社
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一般口演4：Coronary Bailout（14:30～ 15:40）
座長 草津ハートセンター　循環器科  許 永勝
　　　関西医科大学附属滝井病院　循環器腎内分泌代謝内科  山本 克浩

16	 IVUSで確認し得なかった stent 留置後冠動脈解離の一例
大阪労災病院　循環器内科

○安元 浩司，習田 龍，中村 仁，松廣 裕，安村 圭介，主代 悠，増山 潔，依藤 弘紀，
岡本 直高，田中 彰博，森 直己，牧野 信彦，江神 康之，西野 雅巳，田内 潤

17	 PCI の 3週間後に冠動脈逆行性解離の進行により不安定狭心症が増悪した1例
桜橋渡辺病院　循環器内科

○太田 佳宏，岡村 篤徳，永井 宏幸，岩本 睦，中谷 晋平，山崎 智弘，岡田 知明， 
亀田 聡士，薗田 剛嗣，岩倉 克臣，藤井 謙司

18	 LADに対するElective	PCI 中に冠動脈内に血栓症を合併した1例
京都桂病院　心臓血管センター

○太田垣 宗光，伊藤 雄太，田中 真沙美，佐々木 諭，羽野 嘉文，溝渕 正寛，舩津 篤史，
小林 智子，中村 茂

19	 断裂したGuidezilla の断端を balloon にて回収し得た一例
兵庫県立姫路循環器病センター　循環器内科

○藤本 恒，矢阪 義則

20	 Filtrap 回収時に stent	deformation し，さらに IVUS実施時にmigration した 1例
神戸市立医療センター中央市民病院

○伊藤 慎八，江原 夏彦，加地 修一郎，金 基泰，山根 崇史，木下 愼，古川 裕

21	 右冠動脈の慢性閉塞病変に対する血行再建時にwire 断裂をきたした1例
兵庫医科大学　循環器内科 1，兵庫医科大学　冠疾患科 2

○田中 佐和 1，住吉 晃典 1，藤井 健一 1，今仲 崇裕 1，河合 健志 1，堀松 徹雄 1，斉田 天 1，
増山 理 1，石原 正治 2

22	 偽腔拡大によりワイヤーリクロスが困難となった側枝に対する bail	out	technique
京都桂病院　心臓血管センター

○舩津 篤史，伊藤 雄太，田中 真沙美，佐々木 諭，太田垣 宗光，羽野 嘉文，溝渕 正寛，
小林 智子，中村 茂

Young Investigation Award（YIA）表彰式（15:40～ 15:50）

閉会の辞
第25回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会
 会長 中村 茂（京都桂病院 心臓血管センター）
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第2会場（5F　サイエンスホール）

一般口演5：Coronary ACS②（9:00～ 10:00）
座長 国立病院機構京都医療センター　循環器内科  阿部 充
　　　ベルランド総合病院　循環器内科  片岡 亨

23	 パラシュートを用いて冠動脈から大量の血栓を回収することに成功した急性心筋梗塞の一例
大阪大学大学院医学系研究科　先進心血管治療学講座

○横井 研介，山崎 慶太，Youssef Salah，Patrick Siegrist，井手 盛子，粟田 正樹， 
橘 公一，角辻 暁

24	 発症後 26時間経過した急性冠症候群に対しエキシマレーザーの使用が有効であった一例
大阪労災病院　循環器内科

○松廣 裕，習田 龍，中村 仁，安元 浩司，安村 圭介，依藤 弘紀，主代 悠，増山 潔，
岡本 直高，田中 彰博，森 直己，牧野 信彦，江神 康之，西野 雅巳，田内 潤

25	 大伏在静脈グラフトの閉塞を繰り返した急性心筋梗塞の一例
関西医科大学　第二内科

○河崎 士，辻本 悟史，村川 紘介，藤川 雄介，梅村 茂雄，妹尾 健，元廣 将之，神畠 宏，
塩島 一朗

26	 血栓処理に難渋したACSの 1症例
関西医科大学　第二内科

○吉尾 拓朗，秦 亮嘉，松村 光一郎，野田 哲平，吉岡 慶，上山 敬直，佐久間 孝雄， 
朴 幸男，居原田 善司，山本 克浩，塩島 一朗

27	 右冠動脈全域にわたる広範な解離を認めた特発性冠動脈解離の1例
ベルランド総合病院　循環器内科

○呉 裕介，中逵 賢一，谷 憲治郎，岡井 主，金井 美和，藤本 忠男，竹中 淑夏，坂本 祥吾，
西平 守和，田村 謙次，井口 朋和 ，片岡 亨

28	 治療方針の決定に悩んだ自然冠動脈解離の一例
彦根市立病院　循環器科

○下司 徹，中野 顕，佐藤 裕介，眞鍋 奈緒美，椙本 晃，池田 智之，宮澤 豪，綿貫 正人，
日村 好宏
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Young Investigation Award（YIA）（10:00～ 12:00）
座長 桜橋渡辺病院　循環器内科  藤井 謙司
　　　京都府立医科大学附属病院　循環器内科  松室 明義
コメンテーター 京都市立病院　循環器内科  岡田 隆
　　　　　　　　関西医科大学　第二内科  神畠 宏
　　　　　　　　近江八幡市立総合医療センター　循環器内科  全 完
　　　　　　　　日本赤十字社和歌山医療センター　循環器内科部  豊福 守
　　　　　　　　奈良県立医科大学　第1内科  渡邉 真言

Y-1	 ステント留置後に血管内超音波カテーテル（IVUS）抜去困難となるも bailout に成功した
一例
京都第一赤十字病院　心臓センター　循環器内科

○西川 真理恵，木村 雅喜，志熊 明，庄司 圭佑，柳内 隆，伊藤 大輔，木下 英吾， 
中川 裕介，白石 淳，兵庫 匡幸，沢田 尚久，島 孝友，河野 義雄

Y-2	 当院におけるMinimum	Contrast	PCI の成績
京都桂病院　心臓血管センター

○羽野 嘉文，伊藤 雄太，田中 真沙美，佐々木 諭，太田垣 宗光，溝渕 正寛，舩津 篤史，
小林 智子，中村 茂

Y-3	 CTOへの血行再建がドナー血管の冠血流予備量比（FFR）に与える影響
和歌山県立医科大学　循環器内科

○青木 浩，猪野 靖，久保 隆史，塩野 泰継，樽谷 玲，西口 毅，大河内 啓史，折居 誠，
黒井 章央，亀山 剛義，山野 貴司，松尾 好記，山口 智由，田中 篤，穂積 健之， 
赤阪 隆史

Y-4	 Novel	combined	Angio-CT	for	guidance	of	antegrade	CTO	PCI
大阪大学大学院医学系研究科　先進心血管治療学 1， 
大阪大学大学院医学系研究科　循環器内科学講座 2

○ SIEGRIST PATRICK1，角辻 暁 1，横井 研介 1，Salah Youssef1，粟田 政樹 1，山崎 慶太 1，
橘 公一 2

Y-5	 心臓 CTとOFDI の比較による冠動脈石灰化の臨床的閾値の評価
大阪大学大学院医学系研究科　先進心血管治療学 1， 
大阪大学大学院医学系研究科　循環器内科学 2

○ Salah Youssef1，山崎 慶太 1，横井 研介 1，SIEGRIST PATRICK1，粟田 政樹 1， 
橘 公一 2，角辻 暁 1

Y-6	 周術期に発見された深部静脈血栓症に対する治療の標準化
洛和会丸太町病院　洛和会京都血管内治療センター

○南 丈也，富士榮 博昭，金森 徹三，小山田 尚史，浜中 一郎，上田 欽造
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Y-7	 経皮的心房中隔欠損閉鎖術における，サイジングバルーン閉塞時の肺動脈楔入圧上昇の臨床
的意義についての検討
神戸大学医学部附属病院　循環器内科

○山本 裕之，新家 敏郎，田中 秀和，大竹 寛雅，高谷 具文，黒田 優，鳥羽 敬義， 
高橋 八大，寺下 大輔，志手 淳也，平田 健一

Y-8	 交通外傷による脛骨近位部骨折によって生じた急性下肢虚血の一例
京都第一赤十字病院　心臓センター　循環器内科

○庄司 圭佑，木村 雅喜，志熊 明，西川 真理恵，柳内 隆，伊藤 大輔，木下 英吾， 
中川 祐介，白石 淳，兵庫 匡幸，島 孝友，沢田 尚久，河野 義雄

Y-9	 フォガティー血栓除去術後の再狭窄―光干渉断層法による検討
国立循環器病研究センター　心臓血管内科

○山本 良也，河原田 修身，坂本 伸吾，原田 光一郎，野口 暉夫，小川 久雄，安田 聡

Y-10	 Peripheral	Arterial	Calcium	Scoring	Systemを用いた血管石灰化重症度が浅大腿動脈
に対する血管内治療後の臨床転帰に及ぼす影響
関西労災病院　循環器内科

○奥野 翔太，飯田 修，藤田 雅史，増田 正晴，岡本 慎，石原 隆行，南都 清範，神田 貴史，
白記 達也，須永 晃弘，辻村 卓也，松田 祥宏，谷仲 厚治，大橋 拓也，上松 正朗

Y-11	動脈硬化性腎動脈狭窄症に対する腎動脈ステント治療後の心不全症状改善に関連する因子の
検討：多施設後ろ向き観察研究
国立循環器病研究センター

○成重 友里，河原田 修身，坂本 伸吾，原田 光一郎，野口 暉夫，小川 久雄，安田 聡

ランチョンセミナー2 『この症例の治療戦略，あなたならどうする？？』 
  （12:00～12:50）

座長　兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科  当麻 正直
スペシャルアドバイザー　東宝塚さとう病院　循環器内科  大辻 悟

  Cutting Balloon 活用法
京都桂病院　心臓血管センター
○小林 智子

  小血管病変：Cutting balloon の応用
城山病院　心臓血管センター
○嶋田 芳久

  Cutting Balloon Angioplasty の Tips & Tricks
洛和会丸太町病院　洛和会京都血管内治療センター
○浜中 一郎

共催　ボストン・サイエンティフィック	ジャパン株式会社
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一般口演6：Coronary OCT（13:00～ 13:50）
座長 和歌山県立医科大学　循環器内科  久保 隆史
　　　大阪労災病院　循環器内科  西野 雅巳

29	 比較的短期間にCalcified	Nodule と思われる構造物を LMTの in	stent に認めた 1例
滋賀県立成人病センター　循環器内科

○関 淳也，岡田 正治，岸森 健文，井上 豪，西尾 壮示，犬塚 康孝，武田 晋作，竹内 雄三，
小菅 邦彦，池口 滋

30	 冠動脈穿孔に対するカバードステント留置後の慢性期におけるOFDI 所見
近江八幡市立総合医療センター　循環器内科

○八木 信一朗，全 完，足立 悠，民西 俊太，伊藤 之康，佐分利 誠，山口 真一郎， 
横井 宏和，中上 拓男，立川 弘孝

31	 強固な冠攣縮によるステントの変形が疑われた一例
奈良県立医科大学　第 1 内科

○金岡 幸嗣朗，上田 友哉，阪上 亜津佐，鴨門 大輔，土手 揚子，添田 恒有，渡邉 真言，
川田 啓之，大倉 宏之，斎藤 能彦

32	 留置後 8年経過したCovered	stent 内をOFDI にて観察した一例
国立病院機構京都医療センター　循環器内科

○益永 信豊，手塚 祐司，高木 大輔，鵜木 崇，安 珍守，石井 充，井口 守丈，小川 尚，
阿部 充，赤尾 昌治

33	 左主幹部の高度狭窄病変のPCI において，3D-OCT	guided	PCI が有用であったと思われた
1例
大阪府済生会中津病院　循環器内科

○名越 良治，志手 淳也，木島 洋一，政野 智也，高見 充，上月 周，藤原 竜童，柴田 浩遵，
竹重 遼，中野 槙介，福山 裕介，柿崎 俊介，藤本 大地

特別セミナー2（13:50～ 14:20）
座長　京都桂病院　心臓血管センター  小林 智子

  関西労災病院におけるDEBの使用方針
関西労災病院　循環器内科
○石原 隆行

共催　ニプロ株式会社／株式会社グッドマン



－13－

コーヒーブレイクセミナー2（14:20～ 14:50）
座長　京都桂病院　心臓血管センター  小林 智子

  DES時代の抗血小板療法をどうするか
兵庫医科大学　内科学　冠疾患科
○石原 正治

共催　サノフィ株式会社

一般口演7：Coronary 工夫（14:50～ 15:50）
座長 滋賀医科大学医学部附属病院　循環器内科  山本 孝
　　　三田市民病院　循環器内科  吉川 糧平

34	 非造影，IVUS	guide 下で PCI を施行し得た LAD	true	bifurcation	lesion の 1例
大阪市立大学大学院医学研究科　循環器内科学

○林 浩也，水谷 一輝，阪本 勇也，西村 哲，仲川 将志，白井 伸幸，江原 省一，高木 雅彦，
島田 建永，葭山 稔

35	 腎機能障害を合併した虚血性心筋症に対して IVUSガイド下に極少量の造影剤で血行再建し
得た一例
大阪警察病院　循環器内科

○西本 裕二，松尾 浩志，樋口 義治，平田 明生，杉原 隆太，高橋 邦彰，鈴木 智詞， 
安村 良男

36	 左主幹部分岐部を含む多枝疾患例に対して FFRで評価して待機的PCI を施行した1例
奈良県西和医療センター　循環器内科

○岩井 篤史，岩間 一，矢野 裕己，孤杉 公啓，平井 香衣子，橋本 行弘，藤本 源， 
磯島 琢弥，鈴木 恵，中井 健仁，土肥 直文

37	 ステント留置時の側枝閉塞に対する一対処法
舞鶴共済病院　循環器内科

○上林 大輔，臼井 公人，三好 真智子，亀井 俊治，刑部 正人，田川 雅梓，加藤 雅之，
児島 成之

38	 当院におけるReverse	wire	technique 施行症例に関する検討
公立南丹病院　循環器内科

○樋口 雄亮，野村 哲矢，窪田 浩志，宮脇 大典，浦田 良太，杉本 健，加藤 拓，計良 夏哉，
辰巳 哲也

39	 慢性完全閉塞病変における3D	wiring と 2D	wiring の比較
桜橋渡辺病院　心臓血管センター

○山崎 智弘，岡村 篤徳，亀田 聡士，中谷 晋平，薗田 剛嗣，永井 宏幸，岩倉 克臣， 
藤井 謙司
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第3会場（5F　501+502+503）

一般口演8：EVT Complex（9:00～ 10:20）
座長 関西労災病院　循環器内科  岡本 慎
　　　兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科  当麻 正直

40	 降圧保存加療中の急性B型大動脈解離において，拡大するPAU認め TEVARにて治療し
得た1例
京都大学医学部附属病院　循環器内科 1，京都大学医学部附属病院　心臓血管外科 2

○我妻 信和 1，田崎 淳一 1，辰島 正二郎 1，今井 逸雄 1，斎藤 成達 1，静田 聡 1，尾野 亘 1，
坂本 和久 2，南方 謙二 2，木村 剛 1

41	 当院における下肢閉塞性動脈硬化症患者の腸骨動脈病変に対するEpic ステントの留置1年
後の臨床成績の検討
関西労災病院　循環器内科

○辻村 卓也，飯田 修，藤田 雅史，増田 正晴，岡本 慎，石原 隆行，南都 清範， 
神田 貴史，白記 達也，須永 晃弘，奥野 翔太，松田 祥宏，谷仲 厚治，大橋 拓也， 
上松 正朗

42	 左鎖骨下動脈慢性完全閉塞に対するEVTに Crusade が有用であった一例
滋賀医科大学医学部附属病院　循環器内科

○八木 典章，山本 孝，酒井 宏，松本 祐一，木村 紘美，福山 恵，冨田 行則，澤山 裕一，
堀江 稔

43	 Crusade	PADの使用がEVTに有用であった大動脈遠位端閉塞の1例
彦根市立病院

○眞鍋 奈緒美，中野 顕，佐藤 裕介，椙本 晃，池田 智之，宮澤 豪，下司 徹，綿貫 正人，
日村 好宏

44	 F-F バイパス術後遠隔期に間歇性跛行の改善のため，左腸骨動脈CTOに対してEVTを施
行するも，治療に難渋した1例
京都第二赤十字病院　循環器内科

○酒本 暁，椿本 恵則，経堂 篤史，辻 弓佳，河村 浩平，小出 正洋，五十殿 弘二， 
坂谷 知彦，木村 晋三，松尾 あきこ，井上 啓司，藤田 博

45	 腹部大動脈瘤合併総腸骨動脈完全閉塞病変に対して血管内治療を行った1例
近江八幡市立総合医療センター　循環器内科

○民西 俊太，全 完，足立 悠，八木 信一朗，伊藤 之康，佐分利 誠，山口 真一郎， 
横井 宏和，中上 拓男，立川 弘孝

46	 GuideLiner が有用だった高度石灰化を伴う大動脈腸骨動脈慢性閉塞の一症例
公立南丹病院　循環器内科

○窪田 浩志，加藤 拓，宮脇 大典，浦田 良太，杉本 健，樋口 雄亮，野村 哲矢，計良 夏哉，
辰巳 哲也
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47	 左総腸骨動脈ステント内再閉塞治療後，早期に同部位でステント内再々閉塞を認めた一例
京都府立医科大学附属病院　循環器内科

○山崎 敬史，矢西 賢次，中西 直彦，中村 猛，山野 哲弘，白石 裕一，松室 明義， 
白山 武司，的場 聖明

コーヒーブレイクセミナー3 『ここで発揮されるResolute の実力（Expert から
の提言）』  （10:20～ 10:50）

座長　康生会武田病院　循環器センター  木下 法之

  Resolute Integrity どう使う ? from Marutamachi Experience
洛和会丸太町病院　洛和会京都血管内治療センター
○浜中 一郎

  分岐部病変における３D-OCTの活用法～３Dから見たResolute Integrityの有用性
大阪府済生会中津病院　循環器内科
○名越 良治

共催　日本メドトロニック株式会社

一般口演9：Peripheral SFA（10:50～ 11:50）
座長 大阪府済生会中津病院　循環器内科  上月 周
　　　京都第二赤十字病院　循環器内科  椿本 恵則

48	 総大腿動脈の高度石灰化を伴う浅大腿動脈慢性完全閉塞病変に対し，ハイブリッド治療を施
行した1例
地域医療機能推進機構大阪病院　循環器内科 1， 
地域医療機能推進機構大阪病院　心臓血管外科 2

○小杉 隼平 1，小笠原 延行 1，三好 美和 1，佐伯 一 1，中川 雅美 1，大八木 秀和 1， 
小林 勇介 1，乾 洋勉 1，田端 智香 1，藏本 見帆 1，長谷川 新治 1，藤井 弘通 2，賀来 大輔 2，
笹子 佳門 2

49	 対側CFAアプローチからのTCA	+	Rendezvous を用いて治療を行ったSFA-CTOの 1例
京都第二赤十字病院　循環器内科

○椿本 恵則，経堂 篤史，辻 弓佳，酒本 暁，河村 浩平，小出 正洋，五十殿 弘二， 
坂谷 知彦，木村 晋三，松尾 あきこ，井上 啓司，藤田 博

50	 Reversed	wire	technique	が有効であった一例
第二岡本総合病院　心臓センター　循環器科

○革嶋 恒明，田辺 正喜，児玉 健二，原田 優樹，八木 崇文，高橋 正行，土井 修

51	 高度石灰化を伴うSFA	CTO病変に対してBrockenbrough 針を用いてEVTを施行した
一例
大手前病院　循環器科

○津田 真希，山根 治野，橋本 健太，山中 祐輝，篠原 孝幸，佐藤 芙美，山田 貴之
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52	 浅大腿動脈に留置したZilver	PTX® と SMART® の慢性期OCT像にて異なる血管治癒反応
を観察し得た一例
北播磨総合医療センター　循環器内科 1，北播磨総合医療センター　放射線科 2

○中川 雅之 1，中林 章 1，石井 俊光 1，平石 真奈 1，田頭 達 1，山脇 康平 1，山田 慎一郎 1，
大橋 佳隆 1，吉田 明弘 1,2，宮本 直和 1,2，粟野 孝次郎 1

53	 CLI に対してのEVTにおいて側孔付きシースが有効であった一例
近江八幡市立総合医療センター　循環器内科

○八木 信一朗，全 完，足立 悠，民西 俊太，伊藤 之康，佐分利 誠，山口 真一郎， 
横井 宏和，中上 拓男，立川 弘孝

ランチョンセミナー3（12:00～ 12:50）
座長　東宝塚さとう病院　循環器内科  滝内 伸

  ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）による冠動脈血栓症の適切な診断，治療を 
考える
国立循環器病研究センター　輸血管理室
○宮田 茂樹

共催　田辺三菱製薬株式会社

特別セミナー3（13:00～ 13:30）
座長　草津ハートセンター　循環器科  許 永勝

  Complex 病変の治療戦略（仮）
舞鶴共済病院　循環器内科
○臼井 公人

共催　株式会社カネカメディックス

一般口演10：Peripheral CLI・ALI（13:30～ 14:30）
座長 国立循環器病研究センター　心臓血管内科  河原田 修身
　　　東宝塚さとう病院　循環器内科  滝内 伸

54	 亜急性に経過した血栓性閉塞病変に対してEVT施行後，血栓溶解療法が著効した一例
医療法人明和病院

○東 晃平，岡 克己，中尾 伸二，櫻井 登志彦

55	 右浅大腿動脈の閉塞性動脈硬化症に対して4ヶ月間の抗凝固療法により溶解し得た一症例
大阪警察病院　循環器内科

○杉原 隆太，松尾 浩志，西本 裕二，平田 明生，樋口 義治，安村 良男
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56	 左外腸骨動脈の血栓性閉塞病変に対して頻回の血栓吸引を行うも，distal	embolism により
治療に難渋した1例
兵庫県立淡路医療センター

○山下 健太郎，井上 琢海，小田島 進，鎌田 太郎，横田 駿，津田 大輔，岩崎 正道， 
岡本 浩，松尾 洋介，金 秀植，寶田 明，林 孝俊

57	 大腿から膝下動脈の亜急性血栓性閉塞病変に対して Fogarty および経皮的血栓吸引の併用
が効果的であった一例
東宝塚さとう病院　循環器内科 1，京都桂病院　心臓血管センター 2， 
東宝塚さとう病院　心臓血管外科 3

○滝内 伸 1，大辻 悟 1，浅野 克明 1，伊吹 宗晃 1，中村 茂 2，近藤 晴彦 3，長谷川 勝之 1，
樫山 智一 1，石淵 かすみ 1，藤野 明子 1，石井 塁 1，東野 順彦 1

58	 重症下肢虚血を呈した tibio-peroneal	trunk の完全閉塞病変に対してSMART	stent を	
留置した 1例
医療法人川崎病院　循環器内科 1，東京都済生会中央病院　循環器科 2

○藤田 幸一 1，西堀 祥晴 1，西庵 邦彦 1，木村 俊雄 1，高田 昌紀 1，丸山 貴生 1， 
鈴木 健之 2

59	 Excimer	laser が有用であった重症虚血肢の一例
近江八幡市立総合医療センター

○足立 悠，全 完，民西 俊太，八木 信一朗，伊藤 之康，佐分利 誠，山口 真一郎， 
横井 宏和，中上 拓男，立川 弘孝，槙 系

一般口演11：Peripheral Bailout（14:30～ 15:40）
座長 北播磨総合医療センター　循環器内科  粟野 孝次郎
　　　近江八幡市立総合医療センター　循環器内科  全 完

60	 アンジオシールTMアンカー塞栓による急性下肢虚血に対して，透視下塞栓除去術を施行
し救肢に成功した一例
京都第一赤十字病院　心臓センター循環器内科 1，京都第一赤十字病院　救急科 2

○柳内 隆 1，木村 雅喜 1，志熊 明 1，庄司 圭佑 1，西川 真理恵 2，伊藤 大輔 1，中川 裕介 1，
木下 英吾 1，白石 淳 1，兵庫 匡幸 1，島 孝友 1，沢田 尚久 1，河野 義雄 1

61	 診断用カテーテルが2か所でキンクし bailout に難渋したが，スネアを用いて解除に成功
した一例
三田市民病院　循環器内科 1，宝塚市立病院　循環器内科 2

○近藤 健介 1，吉川 糧平 1，小笠原 大介 2，井上 智裕 1，岡本 允信 1，多和 秀人 1， 
若山 克則 1，岡島 年也 1，松田 祐一 1

62	 EVT後，対側 approach の sheath が総腸骨分岐部で trap した症例
医療法人明和病院

○東 晃平，岡 克己，中尾 伸二，櫻井 登志彦
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63	 バルーンカテーテルが断裂した高度石灰化閉塞性動脈硬化症の1例
明石医療センター　循環器内科，心臓血管・不整脈センター

○近都 正幸，河田 正仁，小平 睦月，秋田 朋己，加藤 幸範，曽我部 功二，瀧上 雅雄，
末廣 英也，松浦 岳司，亀村 幸平，平山 恭孝，足立 和正，松浦 啓，坂本 丞

64	 皮下植え込み型中心静脈カテーテル断裂に対しスネアカテーテルで回収し異なる方法で急性
期合併症がないことを確認し得た2例
赤穂市民病院　循環器科

○住本 恵子，平沼 永敏，中村 俊宏，二ノ丸 平，永松 裕一，三好 達也，佐々木 義浩，
坂本 敏仁，觀田 学，南 一司，藤井 隆

65	 Deflation 不能となったバルーンの回収に難渋した一例
彦根市立病院　循環器科

○池田 智之，中野 顕，佐藤 裕介，眞鍋 奈緒美，椙本 晃，宮澤 豪，下司 徹，綿貫 正人，
日村 好宏

66	 左上腕動脈アプローチでの下肢動脈に対する	EVT	において	FILTRAP	が回収困難となった	
2	症例
東住吉森本病院　循環器内科

○細見 興太，多田 洋平，松久 英雄，川上 りか，前田 惠子，西矢 大輔，宮崎 知奈美，
坂上 祐司



－19－

第4会場（6F　603+604）

一般口演12：Peripheral その他（9:00～ 10:30）
座長 岸和田徳洲会病院　循環器内科  東森 亮博
　　　兵庫県立姫路循環器病センター　循環器内科  矢坂 義則

67	 SVGによる FPバイパス術より約1年後，起始部に形成されたグラフト瘤に対してコイル
塞栓を施行した1例
三菱京都病院

○櫛山 晃央，北條 瞬，金田 和久，加藤 雅史，横松 孝史，溝口 哲，三木 真司， 
吉田 章

68	 大動脈 - 右大腿動脈バイパスグラフト感染に伴うグラフト閉塞により惹起された急性下肢虚
血にEVTを施行することで救肢し得た一例
近江八幡市立総合医療センター　循環器内科

○佐分利 誠，全 完，八木 信一朗，民西 俊太，足立 悠，伊藤 之康，山口 真一郎， 
横井 宏和，中上 拓男，立川 弘孝

69	 血栓吸引カテーテルを用いてのEVTに難渋した急性腎梗塞の1症例
りんくう総合医療センター　循環器内科

○森下 瞬，武田 吉弘，笠原 卓，藤原 敬太，河合 努，大野 壮史，尾崎 雄一，村木 良輔，
堂上 友紀，永井 義幸

70	 上腸間膜動脈塞栓症に対して緊急カテーテル治療が奏功した一例
宇治徳洲会病院

○木村 慶，舛田 一哲，松岡 俊三，平井 英基，岡本 匡史，中島 貫太，自閑 昌彦， 
末吉 敦

71	 両側腎動脈狭窄に対してPTRAを施行し，良好な心不全及び血圧コントロールを得られた
1例
大阪市立大学大学院医学研究科　循環器内科学

○市川 佳誉，水谷 一輝，阪本 勇也，仲川 将志，白井 伸幸，江原 省一，高木 雅彦， 
島田 健永，葭山 稔

72	 Cross	Bowが偏心性石灰化病変に有効であった1例
京都桂病院　心臓血管センター

○小林 智子，伊藤 雄太，田中 真沙美，佐々木 諭，太田垣 宗光，羽野 嘉久，溝渕 正寛，
舩津 篤史，中村 茂

73	 Kissing	balloon	technique により成功に導けたバルーン肺動脈形成術の1例
京都山城総合医療センター　ハートセンター 1，京都府立医科大学　循環器内科 2

○堤 丈士 1，長谷川 史絵 1，松尾 清成 2，赤羽目 聖史 1，富安 貴一郎 1
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74	 バルーン肺動脈形成術が奏功した慢性血栓塞栓性肺高血圧症の一例
京都大学医学部附属病院　循環器内科

○中山 丈夫，田崎 淳一，岡林 真梨恵，木下 秀之，静田 聡，木村 剛

75	 当院における回収可能型下大静脈フィルター留置例の検討
京都桂病院　心臓血管センター

○佐々木 諭，太田垣 宗光，羽野 嘉文，溝渕 正寛，舩津 篤史，小林 智子，中村 茂

コーヒーブレイクセミナー4 『Scoreflex Clinical Report』（10:30～ 11:00）
座長　洛和会丸太町病院　洛和会京都血管内治療センター  上田 欽造

  分岐部病変に対するScoreflexの有効性
北播磨総合医療センター　循環器内科
○山田 愼一郎

  Lesion Modification におけるScoreflexの有用性
大阪府済生会中津病院　循環器内科
○柴田 浩遵

共催　オーバスネイチメディカル株式会社

一般口演13：Structure（11:00～ 11:50）
座長 京都大学医学部附属病院　循環器内科  今井 逸雄
　　　大阪大学大学院医学系研究科　心臓血管外科  前田 孝一

76	 TA-TAVI 施行時に device	delivery に難渋したが，スネアを使用して留置に成功した一例
京都大学医学部附属病院　循環器内科 1，京都大学医学部附属病院　心臓血管外科 2， 
京都大学医学部附属病院　麻酔科 3

○辰島 正二郎 1，今井 逸雄 1，齋藤 成達 1，渡部 宏俊 1，豊田 俊彬 1，谷口 智彦 1，木村 剛 1，
南方 謙二 2，上原 京勲 2，山崎 和裕 2，大条 紘樹 3

77	 BAVにて救命し得た冠動脈疾患合併の重症大動脈弁狭窄症の一例
大阪市立大学大学院医学研究科　循環器内科学 1， 
大阪市立大学大学院医学研究科　心臓血管外科学 2

○石原 敦 1，松岡 雄治郎 1，水谷 一輝 1，仲川 将志 1，藤田 澄吾子 1，伊藤 朝広 1， 
岩田 真一 1，杉岡 憲一 1，高木 雅彦 1，柴田 利彦 2，葭山 稔 1

78	 岸和田徳洲会病院における，経カテーテル大動脈弁置換術の初期成績
岸和田徳洲会病院　循環器内科 1，岸和田徳洲会病院　心臓外科 2

○東森 亮博 1，横井 良明 1，福田 圭祐 1，薦岡 成年 2，畔柳 智司 2，東上 震一 2
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79	 整形外科術前にBAV及びPCI を同時に施行した症候性重症ASの一例
大阪市立大学大学院医学研究科　循環器内科学 1， 
大阪市立大学大学院医学研究科　心臓血管外科学 2

○松岡 雄治郎 1，水谷 一輝 1，仲川 将志 1，藤田 澄吾子 1，伊藤 朝広 1，岩田 真一 1， 
杉岡 憲一 1，高木 雅彦 1，柴田 利彦 2，葭山 稔 1

80	 動脈管開存症に対し経カテーテル的に閉鎖術を施行した一例
京都大学医学部附属病院　循環器内科

○岡林 真梨恵，今井 逸雄，渡部 宏俊，木下 秀之，斎藤 成達，静田 聡，木村 剛

ランチョンセミナー4（12:00～ 12:50）
座長　洛和会丸太町病院　洛和会京都血管内治療センター  上田 欽造

  冠動脈イベントの発生メカニズムとPCI 治療における抗血小板療法
国立病院機構大阪医療センター　循環器内科
○上田 恭敬

共催　第一三共株式会社

一般口演14：Coronary その他（13:00～ 13:50）
座長 関西医科大学　第二内科  神畠 宏
　　　兵庫医科大学　循環器内科  藤井 健一

81	 薬物溶出性ステント留置後亜急性期に圧着不良に起因するステント血栓症を発症し診断に	
難渋した 1例
東宝塚さとう病院

○石井 塁，大辻 悟，滝内 伸，浅野 克明，長谷川 勝之，伊吹 宗晃，永山 晋也，樫山 智一，
石淵 かすみ，藤野 明子，矢吹 正典，東野 順彦

82	 いわゆる『black	hole』の関与が示唆された薬剤溶出性 stent 内再狭窄の一例
住友病院　循環器内科 1，住友病院　病理部 2

○橘高 翔子 1，安賀 裕二 1，田中 啓介 1，友渕 彰人 1，郡山 仁志 1，横井 満 1，牧野 和香奈 1，
光定 伸浩 1，平岡 久豊 1，藤田 茂樹 2

83	 薬物アレルギーにより誘発された冠攣縮性狭心症の1例
近江八幡市立総合医療センター　循環器内科

○民西 俊太，全 完，足立 悠，八木 信一郎，伊藤 之康，佐分利 誠，山口 真一郎， 
横井 宏和，中上 拓男，立川 弘孝

84	 右冠動脈入口部病変の治療方針に悩んだ1例
京都桂病院　心臓血管センター

○伊藤 雄太，田中 真沙美，佐々木 諭，太田垣 宗光，羽野 嘉文，溝渕 正寛，舩津 篤史，
小林 智子，中村 茂
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85	 短期間で拡大を認めた右冠動脈瘤の1例
京都桂病院　心臓血管センター

○太田垣 宗光，伊藤 雄太，田中 真沙美，佐々木 諭，羽野 嘉文，溝渕 正寛，舩津 篤史，
小林 智子，中村 茂

一般口演15：LST（13:50～ 14:40）
座長 大阪大学大学院医学研究科　先進心血管治療学  粟田 政樹
　　　国立病院機構大阪医療センター　循環器内科  上田 恭敬

86	 SES 留置 7年後に超遅発性ステント血栓症を生じた一例
近畿大学医学部附属病院

○宮地 佑希，藤田 晃輔，更谷 紀思，安田 昌和，中村 貴，上野 雅史，岩永 義高， 
宮崎 俊一

87	 シロリムス溶出性ステント留置10年後にステント内プラーク破綻像を血管内視鏡により	
観察しえた急性冠症候群の一例
関西労災病院　循環器内科

○奥野 翔太，石原 隆行，藤田 雅史，飯田 修，増田 正晴，岡本 慎，南都 清範，神田 貴史，
白記 達也，須永 晃弘，辻村 卓也，松田 祥宏，谷仲 厚治，大橋 拓也，上松 正朗

88	 バイオリムス溶出性ステント留置後に血管内視鏡観察にて neoatherosclerosis の発生が
示唆された2症例
関西労災病院　循環器内科

○辻村 卓也，石原 隆行，飯田 修，藤田 雅史，増田 正晴，岡本 慎，南都 清範，神田 貴史，
白記 達也，須永 晃弘，奥野 翔太，松田 祥宏，谷仲 厚治，大橋 拓也，上松 正朗

89	 血管内視鏡から視た超慢性期におけるシロリムス溶出性ステントとベアメタルステントの	
血管修復過程の比較検討
東大阪市立総合病院　循環器内科

○李 京美，市川 稔，高木 崇，浅井 光俊，儀間 昌平，尾下 武，坂東 和典，木島 祥行

90	 Second-Generation	Gianturco-Roubin	Flex（GR-II）stent 留置後の再狭窄により狭心
症を来した一例
東大阪市立総合病院

○義間 昌平，市川 稔，高木 崇，浅井 光俊，尾下 武，李 京美，坂東 和典，木島 祥行

一般口演16：Newデバイス（14:40～ 15:50）
座長 大阪市立総合医療センター　循環器内科  成子 隆彦
　　　草津ハートセンター　循環器科  辻 貴史

91	 急性冠症候群に対して薬剤溶出性バルーン（DCB）を使用し，慢性期に内腔拡大を呈した
2例
りんくう総合医療センター　循環器内科

○河合 努，武田 吉弘，堂上 友紀，村木 良輔，尾崎 雄一，藤原 敬太，森下 瞬，笠原 卓，
永井 義幸
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92	 当院におけるDrug	Coating	Balloon 後 slow	flow現象の検討
舞鶴共済病院　循環器内科

○三好 真智子，亀井 俊治，刑部 正人，臼井 公人，田川 雅梓，上林 大輔，加藤 雅之，
児島 成之

93	 当院における薬剤溶出性バルーンの使用成績についての検討
近江八幡市立総合医療センター

○伊藤 之康，全 完，足立 悠，民西 俊太，八木 信一朗，佐分利 誠，山口 真一郎， 
横井 宏和，中上 拓男，立川 弘孝，槙 系

94	 当院における薬剤コーティングバルーン（DCB）の使用経験
公立南丹病院　循環器内科

○宮脇 大典，野村 哲矢，窪田 浩志，浦田 良太，杉本 健，樋口 雄亮，加藤 拓，計良 夏哉，
辰巳 哲也

95	 PCI 中に 5.5Fr	GuideLiner 内へデバイスが通過不能となった一例
滋賀医科大学医学部附属病院　循環器内科

○澤山 裕一，山本 孝，酒井 宏，松本 祐一，木村 紘美，福山 恵，八木 典章，冨田 行則，
堀江 稔

96	 ガイドライナーが有効であった左冠動脈開口異常の1症例
大阪警察病院　循環器内科

○高橋 邦彰，松尾 浩志，樋口 義治，杉原 隆太，西本 裕二，鈴木 智詞，安村 良男

97	 静脈グラフトステント血栓症に対し7F	Guideliner 吸引を用いて良好な手技成功を得た一例
大阪医科大学附属病院　循環器内科

○高橋 秀明，谷川 淳，武田 義弘，森田 英晃，鈴木 秀治，石坂 信和
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第5会場（8F　801+802）

コメディカルプログラム

基礎講座（10:00～ 12:00）

 10:00～ 11:00
座長 ベルランド総合病院　看護部  平石 孝洋
　　　三田市民病院　臨床工学科  深田 陽平

虚血性疾患患者に必要なお薬～カテーテル室から退院まで～
桜橋渡辺病院　薬剤師

○中澤 百合子

心電図の基礎～虚血性変化～
草津ハートセンター　臨床工学科

○中西 基修

不整脈の基礎について
大阪府済生会中津病院　臨床工学技術部

○白樫 貴宏

 11:00～ 12:00
座長 国立循環器病研究センター　臨床検査部  荻野 敏行
　　　大手前病院　放射線技術部  鯰井 秀之

320列 CTの使用経験
市立ひらかた病院　放射線科

○西村 一晃

心筋梗塞における生化学的心筋マーカについて
国立循環器病研究センター　臨床検査部

○藤原 明寛
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合同教育講演「カテ室あるある」（13:00～ 15:00）

　今回は，初めての試みであるスタッフ間での質問に答える形式でセッションを進めていく予定です。
普段の業務で疑問に思っている事をお答えしていく事でお互いに知識の向上を図れればと考えており
ます。カテ室でチーム医療を行ううえで他職種の業務内容を学べる絶好の機会です。基礎的な内容も
含んでおりますので初学者の方々にも是非参加いただければ幸甚です。

臨床工学技士部門
・IVUS 所見からのステント長さの決め方を教えてください
・リスクや合併症を予測しなければならない画像として，どのようなものがあるのでしょうか？
・急変時の役割分担は決まっていますか？
・カテ室内での心機能検査，心機能と病態との関わりについて基本的なところを教えてください

放射線技師部門
・患者様の放射線被曝について教えてください
・従事者の放射線被曝を教えてください
・PCI の進行を見極め画像支援をどのように行っていますか？
・各施設で放射線技師はどのような役割になっていますか？

看護師部門
・カテ室業務を行う際に，新人にまず何を教えていますか？
・カテ看護師として，病棟看護師への教育はどのようにしていますか？
・アブレーション時のケーブル予防や指導していることを教えてください
・カテ室の清掃方法は，どのようにしていますか？
・申し送りの内容は，どのようにしていますか？
・薬剤の作成方法など，マニュアルはどのようにしていますか？
・採血データーの読み取り方は，どのようにしていますか？
・患者の体温管理に対する工夫はありますか？
・こんな時，困っています！！〜 PCI 中に尿意を訴えられた患者に対する対応〜
・患者への声かけやケアで，気をつけている看護はどんなことですか？
・カテ室看護で最も重要なのは，何でしょうか？

尚，当日の回答に関しましては，順不同になりますことをご了承ください。



memo


