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第 34回

日本心血管インターベンション治療学会
近畿地方会抄録集

会　場

会　期 会　長

2020年 2 月 15 日（土） 田村　俊寛 公益財団法人  天理よろづ相談所病院

ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター 〒530-0011
大阪市北区大深町3-1  グランフロント大阪 北館 B2F



会場のご案内
●ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター●

〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館 B2F　TEL:06-6292-6911　FAX:06-6292-6921

〈会場フロア図〉
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●電車をご利用の場合
　JR「大阪駅」より徒歩5分
　地下鉄御堂筋線「梅田駅」より徒歩5分
　阪急「大阪梅田駅」より徒歩5分
　阪神「大阪梅田駅」より徒歩6分

●車をご利用の場合
　阪神高速道路池田線「梅田出口」から約3分
　※周辺道路の混雑緩和のために、
　　公共交通機関をご利用ください。

●空港をご利用の場合
　関西国際空港
　•リムジンバスで約60分
　•JR「関空快速」で「大阪駅」まで約70分
　大阪国際空港（伊丹空港）
　•リムジンバスで約30分
　•大阪モノレール「大阪空港駅」から「蛍池駅」で乗り換え、
　　阪急「大阪梅田駅」まで約30分

第1会場： ホールA
第2会場： ホールB
第3会場： ルーム1
第4会場： ルーム2
第5会場： ルーム3
第6会場： ルーム7

【機器展示】
①ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
②メリットメディカル・ジャパン株式会社
③日本アビオメッド株式会社
④シーマン株式会社
⑤ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社
⑥セコム医療システム株式会社
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参加者ならびに座長・コメンテーター・演者のみなさまへ

１）受付・参加費

下記時間帯にナレッジキャピタルコングレコンベンションセンターホール C 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 34 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 ～ 16:30

第 1 会場（ホールA）
第 2会場（ホールB）
第 3会場（ルーム 1）
第 4会場（ルーム 2）
第 5会場（ルーム 3）
第 6会場（ルーム 7）

医師	 5,000 円
コメディカル	1,000 円
企業	 5,000 円
研修医	 無料

※	認定医、専門医、名誉専門医資格更新に必要な参加単位の登録をバーコードにて行いますので
CVIT会員証の持参をお願いします。

２）優秀演題選出について

本会セッション（一般口演／メディカル・コメディカル、YIA、研修医セッション）のすべてに
おいて優秀演題を選出いたします。

３）座長・コメンテーターの先生へ

「座長・コメンテーター受付」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。
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」「次コメンテー
ター席」にご着席ください。
一般口演（メディカル・コメディカル）、YIA、研修医セッションでは優秀演題選出の為の採点
にご協力をお願いします。

４）ご発表の先生へ

「演者受付」にて受付を行ってください。受付を済ませた後、ホールC内「PC受付」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（2010/2013/2016）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、Y-10 ～ Y-12、36 ～ 38、64 ～ 66、98 ～ 100 の演者の先生は 8:50 までに、
C-1 ～ C-3 の演者の先生は 10:20 までに会場前方にご着席ください。
・	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（ACア
ダプターおよび外部出力アダプターを含む）をお持込ください。

〈幹事会・運営委員会〉
メディカル幹事会	 8:30 ～	 8:50	 第 6 会場（ルーム 7）
メディカル運営委員会	 18:10 ～	18:30	 第 1 会場（ホールA）
コメディカル幹事会	 9:00 ～	10:20	 ルーム 5
コメディカル運営委員会	 16:30 ～	17:00	 第 6 会場（ルーム 7）
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プログラム一覧表
ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

開会の辞

座長： 岡田  正治
演者： 福原  怜

座長： 田村 俊寛　演者： 木村 剛 座長： 小林 智子　演者： 片岡 有 座長： 西野 雅巳　演者： 高島 弘行、臼井 公人 座長： 上月 周　演者： 加藤 拓

 座長： 坂上  祐司
  上田  恭敬
 コメンテーター： 廣岡  慶治
  渡邉  真言

 座長： 武田  吉弘
  辻  貴史
 コメンテーター： 石原  昭三
  渡辺  大基

 座長： 角辻  暁
  浜中  一郎
 コメンテーター： 松尾  浩志
  田崎  淳一

 座長： 当麻  正直
  木下  愼
 コメンテーター： 高橋  由樹
  樋上  裕起

 座長： 阿部  充
 演者： 西内  英
  三宅  誠
  野口  輝夫

 座長： 中村  猛
  江原  夏彦
 コメンテーター： 大竹  寛雅
  塩見  紘樹

 座長： 森岡  信行
  仲川  将志
 コメンテーター： 今井  逸雄
  松岡  俊三

 座長： 西野  雅巳
  中川  義久
 コメンテーター： 浅海  泰栄
  田巻  庸道

 座長： 志手  淳也
  藤田  博
 コメンテーター： 樋口  義治
  阿部  充

 座長： 成子  隆彦
  藤田  博
 コメンテーター： 河田  正仁
  習田  龍

 座長： 岡田  正治
  片岡  亨
 コメンテーター： 兵庫  匡幸
  榎本  操一郎

 座長： 笠行  典章
  上林  大輔
 コメンテーター： 高島  弘行
  椿本  恵則

座長： 江原 夏彦　演者： 樋上 裕起 座長： 高橋玲比古  演者： 高谷 具史 座長： 今井 逸雄　演者： 赤木 禎治

 座長： 角谷  誠
  川尻  健司
 コメンテーター： 舛田  一哲
  石原  隆行

 座長： 松室  明義
  猪子  森明
 コメンテーター： 伊達  基郎
  横井  宏和

 座長： 久保  隆史
  森田  孝
 コメンテーター： 松本  大典
  添田  恒有

 座長： 井上  文隆
  市川  稔
 コメンテーター： 白石  淳
  渡邉  真

 座長： 中上  拓男
  川﨑  大三
 コメンテーター： 野村  哲矢
  益永  信豊

 座長： 木下  法之
  武田  輝規
 コメンテーター： 臼井  公人
  下司  徹

 座長： 江原  夏彦
  山本  孝
 コメンテーター： 斎藤  成達
  市堀 泰裕

 座長： 宮本  忠司
  中野  顯
 コメンテーター： 林  富士男
  谷川  淳

座長： 榎本操一郎  演者： 椿本 恵則

 座長： 浅輪  浩一郎
  秋田  雄三
 コメンテーター： 長谷川  勝之
  今井  雄太

座長： 市川 稔　演者： 坂本 二郎

座長： 角谷  誠、 片岡 亨
演者： 米田 秀一、 岡本 直高

座長： 田村  俊寛
演者： 当麻  正直、 泉  知里

座長： 林  秀隆
演者： キヤノンメディカルシステムズ

座長： 浜中｠ 一郎
演者： 中川  義久

座長： 城谷  学
演者： 中澤  学

一般口演1
ACS1

一般口演2
Coronary debulking 1

一般口演3
EVT1

一般口演12
Coronary debulking 2

一般口演6
Imaging

一般口演7
冠動脈瘤

Young Investigator Award
(YIA) 臨床研究

ランチョンセミナー4ランチョンセミナー1

特別講演

バイエル薬品株式会社 エドワーズライフサイエンス株式会社

ランチョンセミナー6

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

一般口演5
ACS-2

一般口演10  CTO 1

一般口演18
ステント血栓症

一般口演13  SHD

アボット バスキュラー ジャパン株式会社

特別セミナー1

ニプロ株式会社 株式会社カネカメディックス

特別セミナー2 特別セミナー3

日本メドトロニック株式会社

一般口演11  Impella

一般口演8
EVT2

Young Investigator Award
(YIA) 症例検討1

Young Investigator Award
(YIA) 症例検討2

一般口演14  CTO 2

一般口演16
EVT3

一般口演19  Others 一般口演20  EVT4 一般口演21  合併症 2

研修医セッション

ランチョンセミナー3ランチョンセミナー2

日本ライフライン株式会社 アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社

日本メドトロニック株式会社 メディキット株式会社 アボットメディカルジャパン

　　　　　一般口演15
Coronary debulking 3

一般口演4
TAVI

一般口演9
合併症 1

株式会社メディコン

一般口演17
ベイルアウト

コーヒーブレイクセミナー1 コーヒーブレイクセミナー2 コーヒーブレイクセミナー3 コーヒーブレイクセミナー4 コーヒーブレイクセミナー5

ブリストル・マイヤーズ  スクイブ株式会社/ファイザー株式会社

ランチョンセミナー5

第一三共株式会社

 座長： 山田  愼一郎
  小林  智子
 コメンテーター： 高谷  具史
  福原  怜

 座長： 山本  克浩
  林  泰
 コメンテーター： 猪野  靖
  渡部  宏俊

 座長： 元廣  将之
  谷口  良司
 コメンテーター： 高畑  昌弘
  天野  雅史

 座長： 滝内  伸
  飯田  修
 コメンテーター： 吉田  律
  木村  雅喜

 座長： 豊福  守
  赤羽目  聖史
 コメンテーター： 名越  良治
  成  智熙

座長：  岡村篤徳、吉川糧平
特別コメンテーター：
 大辻  悟、西田育功
演者： 田崎淳一、榎本操一郎
 石原隆行、福原怜

教育セッション特別企画

表彰式、閉会の辞
17:50～18:10

メディカル運営委員会
18:10～18:30

関東甲信越ジョイントセッション
座長： 田邉健吾、田村俊寛
若手コメンテーター： 
 石橋健太、小林範弘
 土井康佑、宮田昭彦
演者： 塩見紘樹、坂倉建一
 添田恒有、中田 淳

11:00～12:00 11:00～12:00 11:00～12:00 11:00～12:00 11:00～12:00

9:00～10:20 9:00～10:20 9:00～10:20

13:00～13:50 13:00～13:50

9:00～10:20

12:10～13:0012:10～13:00

10:30～11:00

12:10～13:00

13:50～14:30

15:10～16:40

13:00～14:30

16:10～17:10

13:40～14:30

10:30～11:00 10:30～11:00 10:30～11:00

13:00～13:40

16:50～17:50

15:10～16:10 15:10～16:1015:10～16:10

16:10～17:00 16:10～17:00 16:10～17:00

13:00～14:30

12:10～13:0012:10～13:00

14:40～15:10 14:40～15:10 14:40～15:10

13:50～14:30

14:40～15:10

9:00～10:20

15:10～16:10

14:40～15:10

12:10～13:00

コメディカルプログラム
一般口演

臨床工学部門

コメディカルプログラム
看護・リハビリ部門

コメディカル運営委員会

10:30～11:40

13:10～14:00

コメディカルプログラム
合同セッション

15:20～16:20

14:00～14:30

16:30～17:00

16:20～16:30

コメディカルプログラム
一般口演　放射線部門

座長： 岡田 忠久　演者： 倉田 直哉
テルモ株式会社

コーヒーブレイクセミナー6
14:40～15:10

座長： 当麻 正直　演者： 浅海 泰栄
特別セミナー4

ゼオンメディカル株式会社／日本ライフライン株式会社

10:30～11:00

 座長： 岡  佳伴
  野田  修司

 座長： 騰  由香
  中村  佳奈

座長： 小川 亮、 柳川 康洋

 座長： 木下 博子
  中西 基修

表彰式
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第1会場（ホールA）

開会の辞
第 34 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　田村 俊寛（公益財団法人　天理よろづ相談所病院）

一般口演 1：ACS1（9:00 ～ 10:20）
座長　大阪労災病院　循環器内科 西野 雅巳
　　　滋賀医科大学　循環器内科 中川 義久

コメンテーター　国立循環器病研究センター　心臓血管内科　心臓血管系集中治療科 浅海 泰栄
　　　公益財団法人　天理よろづ相談所病院　循環器内科 田巻 庸道

 1  当院における PCI を施行した 90 歳以上の急性心筋梗塞症例について
医療法人　川崎病院　循環器内科
○�藤田�幸一，河合�弘幸，芳川�史嗣，高橋�怜嗣，高田�昌紀，西堀�祥晴，丸山�貴生

 2  初療時に発見が遅れた広範前壁心筋梗塞の一例
富永病院　循環器内科
○�桑木�恒，竹田�光男，河野�慎吾，米澤�竹一，氏野�経士，稲垣�正司

 3  右冠動脈左冠尖起始異常を伴った急性心筋梗塞の 1 例
兵庫医科大学　内科学　循環器・腎透析内科
○�保科�凛，木村�俊雄，田中�孝昌，谷仲�厚治，吉原�永貴，三木�孝次郎，今仲�崇裕，�
赤堀�宏州，石原�正治

 4  胸骨圧迫による肝損傷を合併した急性心筋梗塞に対し、動脈塞栓術と二期的血行再建で治療
し得た一例
国立病院機構　大阪医療センター
○�松村�未紀子，小杉�隼平，家原�卓史，上田�泰大，佐々木�駿，中村�雅之，大橋�拓也，
飯田�吉則，鳥山�智恵子，尾崎�立尚，高安�幸太郎，篠内�和也，三嶋�剛，安部�晴彦，
伊達�基郎，上田�恭敬，上松�正朗，是恒�之宏

 5  血栓吸引療法のみで再灌流に成功した左主幹部分岐部の冠動脈塞栓症の一例
大阪回生病院　循環器内科
○�福本�大介，吉野�知秀，大平�直人，筒井�崇

 6  左冠動脈主幹部塞栓症の 1 例　―当院における冠動脈塞栓症の実態を踏まえて―
京都中部総合医療センター
○�田坂�聡，小野�拳史，坂上�雄，和田�直敏，野村�哲矢，計良�夏哉，辰巳�哲也
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 7  Primary PCI 中に blow-out 型心破裂をきたした急性心筋梗塞の一例
国立病院機構　京都医療センター
○�藤野�明子，阿部�充，石上�健二郎，池田�周平，青野�佑哉，土井�康佑，濱谷�康弘，�
安�珍守，石井�充，井口�守丈，小川�尚，益永�信豊，赤尾�昌治

 8  心筋梗塞に合併した自由壁心破裂で救命しえた 2 例
日本赤十字社　和歌山医療センター
○�柴森�裕一郎，豊福�守，木村�友哉，伊勢田�高寛，稲田�訓子，辰島�正二郎，渡邊�大基，
花澤�康司，北田�雅彦，田村�崇

特別講演　冠動脈疾患患者の至適な診断治療フローと抗血栓療法
（10:30 ～ 11:00）

座長　公益財団法人　天理よろづ相談所病院　循環器内科 田村 俊寛
演者　京都大学医学部附属病院　循環器内科 木村 剛

共催　アボット バスキュラー ジャパン株式会社

一般口演 5：ACS2（11:00 ～ 12:00）
座長　清仁会洛西ニュータウン病院　循環器内科 松室 明義
　　　北野病院　循環器内科 猪子 森明

コメンテーター　国立病院機構大阪医療センター　循環器内科 伊達 基郎
　　　洛和会音羽病院 心臓内科 横井 宏和

 9  血栓の処理に難渋した急性下壁心筋梗塞の一例
大坂回生病院
○�吉野�知秀，筒井�崇，大平�直人，福本�大介

 10  高度石灰化病変を伴う急性下壁心筋梗塞に対して二期的に血行再建を実施した 1 例
奈良県西和医療センター　循環器内科
○�小池�脩平，中井�健仁，服部�悟治，豊川�望，阪井�諭史，岩井�篤史，藤本�源，�
藤木�健吾，安�基鉉，鈴木�恵，土肥�直文

 11  石灰化病変のためにデバイス通過に難渋した亜急性心筋梗塞の一例
ベルランド総合病院　心臓病センター　循環器内科
○�梅村�孟司，谷�賢一，吉迫�祐太，山田�貴之，柳下�知哉，松本�翔平，呉�裕介，松下�司，
佐々木�加弥，中逵�誉，竹中�淑夏，坂本�祥吾，田村�謙次，井口�朋和，片岡�亨

 12  Calcified nodule(CN) による STEMI に対し Rotational Atherectomy(RA) を要した 2
症例
国立循環器病研究センター病院　心臓内科　冠疾患科
○�米田�秀一，土井�貴仁，真玉�英生，藤野�雅史，本田�怜史，細田�勇人，中島�啓裕，�
中尾�一泰，片岡�有，大塚�文之，浅海�泰栄，野口�輝夫，安田�聡

― 4 ―



 13  2 枝同時に everolimus eluting stent の超遅発性ステント血栓症を発生した一例
天理よろづ相談所病院
○�小島�秀規，榎本�操一郎，濱口�侑大，濱崎�眞希，美馬�響，山崎�誠太，大林�祐樹，�
田村�章憲，岡本�寛樹，黒田�真衣子，西内�英，張田�健志，坂本�二郎，田巻�庸道，�
三宅�誠，近藤�博和，田村�俊寛

 14  急性心筋梗塞に合併した一過性の完全房室ブロックが遷延し temporary pacing の離脱時
期に難渋した一例
日本赤十字社　和歌山医療センター
○�木村�友哉，豊福�守，柴森�裕一郎，伊勢田�高寛，稲田�訓子，辰島�正二郎，花澤�康司，
渡辺�大基，北田�雅彦，田村�崇

ランチョンセミナー 1　To simplify antithrombotic regimen after PCI
（12:10 ～ 13:00）

座長　滋賀県立総合病院　循環器内科 岡田 正治
演者　兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科 福原 怜

共催　バイエル薬品株式会社

一般口演 10：CTO 1（13:00 ～ 13:50）
座長　りんくう総合医療センター 循環器内科 武田 吉弘
　　　草津ハートセンター 循環器科 辻 貴史

コメンテーター　耳原総合病院　循環器センター 石原 昭三
　　　日本赤十字社和歌山医療センター　循環器内科 渡辺 大基

 15  糖尿病性腎症によるステージ A3G4 の慢性腎臓病を有する患者の、ステント内完全閉塞病
変に対し、少量造影剤で治療成功した一例
大阪赤十字病院　心臓血管センター　循環器内科
○�湯川�弘，林�富士男，今本�量充，松任�健一，丸一�栞里，相田�健次，金沢�武哲，�
小林�洋平，高橋�由樹，長央�和也，伊藤�晴康，稲田�司

 16  LAD の CTO に対する PCI 予定中に、collateral source の血管に ACS を発症した一例
関西電力病院循環器内科
○�本出�圭，浅田�聡，澤田�賢一郎，宇佐美�俊輔，早野�護，宮川�浩太郎，多田�英司，�
石井�克尚

 17  左回旋枝・右冠動脈の二枝 CTO 病変に対しステントレス治療を行った一例
愛仁会高槻病院
○�佐々木�諭，安部�博昭，高岡�秀幸，中島�健爾，村井�直樹，松寺�亮，佐野�浩之，�
湯口�賢
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 18  冠動脈慢性完全閉塞病変に対してロータブレーターが有効であった一例
宇治徳洲会病院　心臓血管内科
○�中島�貫太，嘉祥�敬国，田村�淳史，自閑�昌彦，舛田�一哲，中井�健太郎，平井�英基，
松岡�俊三

 19  心室頻拍による心肺停止で来院した高度石灰化 CTO 病変を含む虚血性心筋症の 1 例
兵庫県立姫路循環器病センター　循環器内科
○�大隅�祐人，澤田�隆弘，宮田�大嗣，山本�哲也，高谷�具史，谷口�泰代，川合�宏哉

一般口演 14：CTO 2（13:50 ～ 14:30）
座長　大阪大学医学部　国際循環器学寄附講座 角辻 暁
　　　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

コメンテーター　八尾徳洲会総合病院　循環器内科 松尾 浩志
　　　京都大学大学院医学研究科　循環器内科学 田崎 淳一

 20  デバイス通過に工夫を要した RCA-CTO の 1 例
大津赤十字病院
○�樋上�裕起，野村�真之介，見保�充則，小林�孝安，岡林�真梨恵，東谷�暢也，�
小山田�尚史，陣内�俊和，貝谷�和昭

 21  デバイス通過に難渋し別ルートを作成した右冠動脈 CTO の 1 例
京都第二赤十字病院　循環器内科
○�椿本�恵則，桐井�陽祐，白神�彬子，岩谷�拓馬，藤本�智貴，笠原�武，入江�大介，�
有吉�真，五十殿�弘二，坂谷�知彦，松尾�あきこ，井上�啓司，藤田�博

 22  AnteOwl WR IVUS を用いた Tip detection 法により PCI を施行した CTO 症例
桜橋渡辺病院　内科
○�岩本�睦，岡村�篤徳，田中�宏和，鈴木�智詞，田中�康太，住吉�晃典，石川�正人，�
永井�宏幸，渡邉�哲史，岩倉�克臣，藤井�謙司

 23  Navifocus WR ガ イ ド で 不 通 過 で あ っ た CTO 病 変 に、AnteOwl WR ガ イ ド で Tip 
detection 法 を行い再疎通に成功した 1 症例
桜橋渡辺病院
○�鈴木�智詞，岡村�篤徳，田中�宏和，田中�康太，石川�正人，住吉�晃典，永井�宏幸，�
渡邉�哲史，岩本�睦，岩倉�克臣，藤井�謙司

コーヒーブレイクセミナー 1　高出血リスク患者に対する Resolute Onyx
（14:40 ～ 15:10）

座長　地方独立行政法人　神戸市民病院機構　神戸市立医療センター中央市民病院　循環器内科 江原 夏彦
演者　日本赤十字社　大津赤十字病院　循環器内科 樋上 裕起

共催　日本メドトロニック株式会社
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Young Investigator Award（YIA）：症例検討 2（15:10 ～ 16:40）
座長　大阪市立総合医療センター　循環器内科 成子 隆彦
　　　京都第二赤十字病院　循環器内科 藤田 博

コメンテーター　明石医療センター　循環器内科 河田 正仁
　　　大阪労災病院　循環器内科 習田 龍

 Y-1  Amplatz 型ガイディングカテーテルにより右冠動脈入口部のステントを損傷した一例
国立病院機構　大阪医療センター　循環器内科
○�上田�泰大，篠内�和也，家原�卓史，佐々木�駿，中村�雅之，飯田�吉則，大橋�拓也，�
鳥山�智恵子，尾崎�立尚，高安�幸太郎，小杉�隼平，三嶋�剛，安部�晴彦，伊達�基郎，
上田�恭敬，上松�正朗，是恒�之宏

 Y-2  左冠動脈前下行枝中間部の閉塞を合併した急性上行大動脈解離の一例
国立病院機構　京都医療センター　循環器内科
○�青野�佑哉，石井�充，池田�周平，土井�康佑，濱谷�康弘，藤野�明子，安�珍守，�
井口�守丈，小川�尚，益永�信豊，阿部�充，赤尾�昌治

 Y-3  腹部主要血管を巻き込んだ胸腹部大動脈瘤に対して sandwich 法を用いた TEVAR により
腹部臓器血流を温存し血管内治療に成功した一例
兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科
○�中山�寛之，当麻�正直，瀬尾�英信，小林�泰士，今井�逸雄，福原�怜，吉谷�和泰，�
谷口�良司，宮本�忠司，佐藤�幸人

 Y-4  右浅大腿動脈に留置した VIABAHN に MRI にて Peri-graft inflammatory reaction を確
認し、ステロイドによる改善を認めた 1 例
兵庫県立姫路循環器病センター
○�山本�哲也，澤田�隆弘，築山�義朗，宇津�賢三，宮田�大嗣，高谷�具史

 Y-5  血管内治療時の内腸骨動脈閉塞が急性下肢虚血を引き起こした一例
兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科
○�高橋�直也，西本�裕二，福原�怜，今井�逸雄，谷口�良司，当麻�正直，宮本�忠司，�
佐藤�幸人

 Y-6  循環器内科・心臓血管外科のハイブリッド治療で救肢しえた急性下肢虚血の 1 例
大阪労災病院　循環器内科
○�野原�大彰，習田�龍，豊島�拓，東野�菜生子，浮田�康平，河村�明希登，柳川�恭佑，�
中村�仁，松廣�裕，安元�浩司，津田�真希，岡本�直高，田中�彰博，松永�泰治，�
矢野�正道，山戸�昌樹，江神�康之，西野�雅巳，田内�潤
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 Y-7  Sigmoid septum に伴う左室流出路狭窄に対して経皮的中隔心筋焼灼術 (PTSMA) が著効
した一例
兵庫県立淡路医療センター　循環器内科
○�濱名�智世，岩崎�正道，古川�達也，福石�悠太，小田島�進，藤本�恒，黒田�浩史，�
羽渓�優，井上�琢海，岡本�浩，奥田�正則，林�孝俊

 Y-8  経皮的中隔心筋焼灼術においてプレッシャーワイヤーが有用であった閉塞性肥大型心筋症の
一例
神戸大学医学部附属病院　循環器内科
○�中野�槙介，鳥羽�敬義，大竹�寛雅，田中�秀和，松本�賢亮，川森�裕之，長澤�智，�
大西�裕之，竹重�遼，杉崎�陽一郎，松岡�庸一郎，谷村�幸亮，横田�駿，高橋�悠，�
福山�裕介，柿崎�俊介，藤本�大地，中村�公一，平田�健一

 Y-9  InLine シース挿入時に剥離しカテーテルに付着した血管内膜組織を、経食道心エコーで確
認し得た TAVR の 1 例
京都府立医科大学附属病院　循環器内科
○�角谷�慶人，全�完，山野�倫代，山野�哲弘，中村�猛，的場�聖明

関東甲信越ジョイントセッション
若手冠動脈インターベンション医が知っておきたい ! 知っておくべき！ ACS 症例
 （16:50 ～ 17:50）

座長　三井記念病院　循環器内科 田邉 健吾
　　　公益財団法人　天理よろづ相談所病院　循環器内科 田村 俊寛
若手コメンテーター
　　　東京ベイ浦安市川医療センター　循環器内科 石橋 健太
　　　済生会横浜市東部病院　循環器内科 小林 範弘
　　　京都医療センター　循環器内科 土井 康佑
　　　兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科 宮田 昭彦
演者
　　　京都大学附属病院　循環器内科 塩見 紘樹
　　　自治医科大学附属さいたま医療センター　循環器内科 坂倉 建一
　　　奈良県立医科大学　循環器内科学 添田 恒有
　　　日本医科大学附属病院　循環器内科 中田 淳

Young Investigator Award（YIA）、一般口演（メディカル）、研修医　表彰式
（17:50 ～ 18:10）

閉会の辞
第 34 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　田村 俊寛（公益財団法人　天理よろづ相談所病院）

― 8 ―



第2会場（ホールB）

Young Investigator Award（YIA）：臨床研究（9:00 ～ 10:20）
座長　大阪府済生会中津病院　循環器内科 志手 淳也
　　　京都第二赤十字病院　循環器内科 藤田 博

コメンテーター　大阪警察病院　循環器内科 樋口 義治
　　　国立病院機構京都医療センター　循環器内科 阿部 充

 Y-10  ST 上昇のない院外心停止患者における急性冠症候群早期スクリーニングのための冠動脈石
灰化の有用性
関西医科大学　第二内科
○�松村�光一郎，太田垣�宗光，藤井�健一，朴�幸男，山本�克浩，塩島�一朗

 Y-11  4 種類の第 2、3 世代 薬剤溶出性ステントの血管内修復過程の違いについて
大阪労災病院
○�松廣�裕，習田�龍，津田�真希，岡本�直高，田中�彰博，松永�泰治，矢野�正道，山戸�昌樹，
江神�康之，西野�雅巳，田内�潤

 Y-12  遠位橈骨動脈穿刺の失敗及び予後との関連の検討
ツカザキ病院　循環器内科 1，ツカザキ病院　臨床研修医 2

○�萩倉�新 1，山本�悟 2，盧�山 2，河相�優 1，木村�紀之 1，河野�浩明 1，楠山�貴教 1

 Y-13  末梢動脈疾患に合併した大腿膝窩動脈領域に対するに Zilver PTXTM と ViabahnTM の 2 年
臨床成績比較
関西労災病院　循環器内科
○�中尾�匠，飯田�修，浅井�光俊，増田�正晴，岡本�慎，石原�隆行，南都�清範，神田�貴史，
辻村�卓也，奥野�翔太，松田�祥宏，畑�陽介，真野�敏昭

 Y-14  大腿膝窩動脈病変に対する IN.PACT Drug Coated Balloon と LUTONIX Drug Coated 
Balloon を用いた血管内治療の 1 年後成績の比較検討
森之宮病院　循環器内科
○�山田�雄大，川崎�大三，西庵�邦彦，山上�将央，福永�匡史，名方�剛

 Y-15  Impact of instantaneous wave-free ratio on graft failure after coronary artery 
bypass graft surgery
和歌山県立医科大学　循環器内科 1，和歌山県立医科大学　心臓血管外科 2

○�和田�輝明 1，塩野�泰紹 1，寺田�幸誠 1，東岡�大輔 1，江守�裕紀 1，片山�陽介 1，高畑�昌弘 1，
藤田�澄吾子 1，柏木�学 1，嶋村�邦宏 1，黒井�章央 1，湯崎�充 2，本田�賢太朗 2，谷本�貴志 1，
松尾�好記 1，久保�隆史 1，田中�篤 1，穂積�健之 1，西村�好晴 2，赤阪�隆史 1
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 Y-16  Optical coherence tomography による病変評価とステント留置後最適化の関連性
大阪労災病院　循環器内科
○�東野�奈生子，習田�龍，野原�大彰，豊島�拓，浮田�康平，河村�明希登，柳川�恭佑，�
中村�仁，松廣�裕，安元�浩司，津田�真希，岡本�直高，田中�彰博，松永�泰治，�
矢野�正道，山戸�昌樹，江神�康之，西野�雅巳，田内�潤

 Y-17  急性心筋梗塞後の重大心血管イベントと出血イベントの予測因子：Shiga AMI registry
大津赤十字病院 1，湖東記念病院 2，草津ハートセンター 3，滋賀県立総合病院 4，�
済生会滋賀県病院 5，長浜赤十字病院 6，草津総合病院 7，彦根市立病院 8，琵琶湖大橋病院 9，
近江八幡市立総合医療センター 10

○�樋上�裕起 1，武田�輝規 2，西尾�壮示 3，関�淳也 4，今井�雄太 5，道智�賢市 6，�
谷口�晋 7，下司�徹 8，明石�加都子 9，中上�拓男 10，許�永勝 3

特別セミナー 1
PCI ならびに PCI 後二次予防における NIRS/IVUS の可能性を考える

（10:30 ～ 11:00）
座長　京都桂病院　心臓血管センター 小林 智子
演者　国立循環器病研究センター　心臓血管内科 片岡 有

共催　ニプロ株式会社

一般口演 6：Imaging（11:00 ～ 12:00）
座長　和歌山県立医科大学　循環器内科 久保 隆史
　　　大阪急性期・総合医療センター　心臓内科 森田 孝

コメンテーター　淀川キリスト教病院　循環器内科 松本 大典
　　　奈良県立医科大学附属病院　循環器内科 添田 恒有

 24  胸痛で来院した 40 代男性の LAD 起始部に病変を認めたが、主幹部 stenting を避け DCB
で治療し良好な結果を得た一例
北播磨総合医療センター　循環器内科
○�田頭�達，山田�愼一郎，松濱�孝志，藤田�文香，浪花�祥太，寺下�大輔，津田�成康，�
平石�真奈，山脇�康平，高見�薫，吉田�昭弘，粟野�孝次郎

 25  左冠動脈前下行枝分岐部の急性心筋梗塞に Balloon push 法を施行した一例
大阪府済生会中津病院　循環器内科
○�太田�絵里，志手�淳也，木島�洋一，名越�良治，上月�周，藤原�竜童，柴田�浩遵，�
鈴木�敦，曽我�文隆，許�正翰，宮田�智弘，坂本�優樹，清水�雅大，瀬尾�英伸，麻田�裕之，
岩佐�浩平，樋口�功太郎
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 26  iFR の tandem 病変への有効性とイベント予測の限界
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，浅田�紘平，八木�典章，福山�恵，宮本�証，酒井�宏，中川�義久

 27  中枢側からコレステロールクリスタルを含めたプラーク内容物の飛散による下肢閉塞を来し
た可能性が示唆された一例
大阪警察病院　循環器内科
○�安永�元樹，森�直己，井戸�允清，安達�賢太郎，福島�貴嗣，堀内�恒平，大野�純一，�
尾松�卓，筒井�悠美，濱中�佑馬，小林�知晃，網屋�亮平，松崎�七緒，外海�洋平，�
市堀�康裕，林�隆治，牧野�信彦，平田�明生，平山�篤志，樋口�義治

 28  弾性繊維性仮性黄色腫を背景とした狭心症患者における初期の動脈硬化像を観察しえた一
例：OCT と NIRS-IVUS による観察
京都府立医科大学附属病院　循環器内科
○�若菜�紀之，杉山�裕章，矢西�賢次，中西�直彦，中村�猛，全�完，的場�聖明

 29  ステント内に突出する急速進行性の隆起性病変が急性冠症候群を呈した維持透析患者の 1
例
京都中部総合医療センター　循環器内科
○�坂上�雄，野村�哲矢，田坂�聡，小野�拳史，和田�直敏，計良�夏哉，辰巳�哲也

ランチョンセミナー 2　
Orsiro DES: Clinical Evidence Update and Future Clinical Perspective

（12:10 ～ 13:00）
座長　加古川中央市民病院　循環器内科 角谷 誠
　　　ベルランド総合病院　循環器内科 片岡 亨

病変別にみる Orsiro ステントの有用性
国立循環器病研究センター　冠疾患科

○米田 秀一

Orsiro のステント構造から見える STEMI 病変での有用性
大阪労災病院　循環器内科

○岡本 直高
共催　日本ライフライン株式会社
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Young Investigator Award（YIA）：症例検討１（13:00 ～ 14:30）
座長　東住吉森本病院　循環器内科 坂上 祐司
　　　国立病院機構大阪医療センター　循環器内科 上田 恭敬

コメンテーター　大阪府済生会千里病院　循環器内科 廣岡 慶治
　　　奈良県立医科大学　循環器内科 渡邉 真言

 Y-18  クロピドグレルを使用した抗血小板剤 2 剤併用下で PCI 直後にステント血栓症を来した 1
例
府中病院　循環器内科
○�平山�駿，入潮�壮俊，岡本�彬裕，梶尾�剛，戎野�和之，山下�智子，蒔田�直記，�
竹下�宏明，堂上�友紀，田口�晴之，花谷�彰久，柳�志郎

 Y-19  冠動脈瘤を背景に急性心筋梗塞を繰り返し、治療方針に苦慮した若年女性の一例
京都第一赤十字病院　心臓センター　循環器内科
○�西村�哲朗，中川�裕介，小澤�孝明，片岡�瑛亮，池村�奈利子，松原�勇樹，伊藤�大輔，
小島�章光，木村�雅喜，木下�英吾，白石�淳，兵庫�匡幸，沢田�尚久

 Y-20  急性冠症候群における非責任血管の NIRS-IVUS によるプラークリスク評価の可能性
大阪警察病院
○�尾松�卓，外海�洋平，濱中�佑馬，安永�元樹，小林�知晃，森�直己，市堀�泰裕，�
林�隆治，牧野�信彦，平田�明生，平山�篤志，樋口�義治

 Y-21  BVS 留置後 6 年間の経時的変化を OCT により観察しえた一例
天理よろづ相談所病院　循環器内科
○�田村�章憲，榎本�操一郎，濱口�侑大，濱崎�眞希，小島�秀規，美馬�響，山崎�誠太，�
大林�祐樹，岡本�寛樹，黒田�真衣子，西内�英，張田�健志，坂本�二郎，田巻�庸道，�
三宅�誠，近藤�博和，田村�俊寛

 Y-22  OFDI stuck の解除に苦慮した一例
京都第一赤十字病院　心臓センター　循環器内科
○�池村�奈利子，木下�英吾，小澤�孝明，片岡�瑛亮，西村�哲朗，松原�勇樹，伊藤�大輔，
小島�章光，木村�雅喜，中川�裕介，白石�淳，兵庫�匡幸，沢田�尚久

 Y-23  MRSA 菌血症透析患者の複雑冠動脈病変に対して方向性冠動脈粥腫切除術が有効であった
1 例
兵庫県立姫路循環器病センター
○�山本�裕之，高谷�具史，岩井�秀浩，大隅�祐人，庄田�光彦，綱本�浩志，山本�哲也，�
松尾�晃樹，岩根�成豪，築山�義朗，宇津�賢三，高橋�伸幸，宮田�大嗣，大石�醒悟，�
井上�智裕，澤田�隆弘，川合�宏哉
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 Y-24  石灰化結節を伴う RCA 病変に対して 2 つのルートを Rotablation することにより良好な
拡張が得られた 1 例
京都桂病院　心臓血管センター
○�吉田�律，西浦�崇，平野�正二郎，小池�淳平，岩崎�義弘，時政�聡，黄�俊憲，�
溝渕�正寛，舩津�篤史，小林�智子，中村�茂

 Y-25  急峻な分岐部病変に対しバルーン封鎖によりワイヤークロスに成功した 1 例
関西ろうさい病院　循環器内科
○�川浪�翔大，石原�隆行，飯田�修，浅井�光俊，増田�正晴，岡本�慎，南都�清範，�
神田�貴史，辻村�卓也，奥野�翔太，松田�祥宏，畑�陽介，上松�弘幸，佐藤�由季，�
菅江�宏樹，中尾�匠，真野�敏明

 Y-26  vulnerable plaque に対する plaque debulking の有用性が示唆される 1 例
兵庫県立姫路循環器病センター
○�岩井�秀浩，宇津�賢三，澤田�隆弘，大隅�祐人，庄田�光彦，綱本�浩志，山本�哲也，�
松尾�晃樹，岩根�成豪，山本�裕之，高橋�伸幸，宮田�大嗣，大石�醒悟，井上�智裕，�
高谷�具史，谷口�泰代，川合�宏哉

コーヒーブレイクセミナー 2　Diamondback360 をうまく使う！！
（14:40 ～ 15:10）

座長　さくら会高橋病院 高橋 玲比古
演者　兵庫県立姫路循環器病センター　循環器内科 高谷 具史

共催　メディキット株式会社
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特別企画
この症例どうする？　～複雑冠動脈病変への挑戦～ （15:10 ～ 16:10）

座長　桜橋渡辺病院　内科 岡村 篤徳
　　　三田市民病院　循環器内科 吉川 糧平
特別コメンテーター
　　　東宝塚さとう病院　循環器内科 大辻 悟
　　　高清会高井病院　循環器内科 西田 育功

CTO PCI 中に coronary perforation を合併した症例
京都大学大学院医学研究科　循環器内科

○田崎 淳一

LAD CTO を含む多枝病変の一例
公益財団法人　天理よろづ相談所病院　循環器内科

○榎本 操一郎

Bentall 手術後 1 週間以内に発症した右冠動脈の完全閉塞に対し逆行性アプローチに
て血行再建に成功した 1 例

関西ろうさい病院　循環器内科
○石原 隆行

Symptomatic severe AS with severe calcified coronary artery 
disease

兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科
○福原 怜

一般口演 18：ステント血栓症（16:10 ～ 17:10）
座長　関西医科大学総合医療センター　循環器腎内分泌代謝内科 山本 克浩
　　　和歌山ろうさい病院　循環器内科 林 泰

コメンテーター　新宮市立医療センター 循環器内科 猪野 靖
　　　京都大学医学部附属病院　循環器内科 渡部 宏俊

 30  留置した直後からステント内に繰り返し血栓を認め、急性冠閉塞を来たした不安定狭心症の
1 例
兵庫県立姫路循環器病センター　循環器内科
○�庄田�光彦，井上�智裕，高谷�具史，岩井�秀浩，山本�哲也，宇津�賢三，澤田�隆弘，�
谷口�泰代，川合�宏哉
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 31  右冠動脈末梢分岐部病変における急性冠症候群に対し経皮的冠動脈形成術を施行後、二度の
急性閉塞を認めた一例
兵庫県立淡路医療センター
○�古川�達也，羽渓�優，黒田�浩史，福石�悠太，濱名�智世，小田島�進，藤本�恒，�
岩崎�正道，井上�琢海，岡本�浩，奥田�正則，林�孝俊

 32  超遅発性ステント血栓症による不安定病変に対するバルーン拡張で neoatherosclerosis
が血管壁から剥離し末梢塞栓をきたした一例
りんくう総合医療センター　循環器内科
○�中谷�佳裕，武田�吉弘，岡田�健助，田中�啓介，本池�悠，義間�昌平，村木�良輔，�
永井�義幸

 33  DES 留置直後に見られた多量の in-stent protrusion に対する Ryusei の効果を OCT で観
察した 1 例
彦根市立病院　循環器内科
○�辻�俊比古，下司�徹，宮澤�豪，椙本�晃，高橋�宏輔，中野�顯

 34  ES 留置 5 年後に発症した very late stent thrombosis を複数の血管内イメージングで観
察した一例
洛和会音羽病院　心臓内科 1，洛和会音羽病院　不整脈科 2

○�花房�克行 1，横井�宏和 1，藪田�順紀 1，太田�悠太郎 1，駒井�翼 1，山崎�真也 1，�
柳内�隆 1，牛丸�俊平 1，栗本�律子 1，加藤�拓 1，万井�弘基 2

 35  CT で偶発的に指摘し得た無症候性左主幹部ステント内血栓の 1 例
大阪医科大学附属病院　循環器内科
○�津田�浩佑，谷川�淳，山内�洋平，坂根�和志，大関�道薫，武田�義弘，森田�英晃，�
星賀�正明
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第3会場（ルーム1）

一般口演 2：Coronary debulking 1（9:00 ～ 10:20）
座長　滋賀県立総合病院　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

コメンテーター　京都第一赤十字病院　心臓センター　循環器内科 兵庫 匡幸
　　　公益財団法人　天理よろづ相談所病院　循環器内科 榎本 操一郎

 36  高 度 石 灰 化 病 変 に 対 し て、Optical Coherence Tomography を 併 用 し た Orbital 
Atherectomy が有効であった一例
大阪労災病院　循環器内科
○�豊島�拓，習田�龍，野原�大彰，東野�奈生子，河村�明希登，浮田�康平，柳川�恭佑，�
中村�仁，松廣�裕，安元�浩司，津田�真希，岡本�直高，田中�彰博，松永�泰治，�
矢野�正道，山戸�昌樹，江神�康之，西野�雅巳，田内�潤

 37  Debulking device による手技関連心筋障害を避けるため二期的治療を行った高度石灰化病
変の一例
兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科
○�河野�直樹，福原�怜，宮田�昭彦，堀田�幸造，中山�寛之，蔵垣内�敬，西本�裕二，�
小林�泰士，佐賀�俊介，今井�逸雄，吉谷�和泰，谷口�良司，当麻�正直，宮本�忠司，�
佐藤�幸人

 38  IVUS では確認できなかった断裂した Cutting balloon(Wolverine) を OCT にてその位置
を確認し、bail out に成功した 1 例
日本赤十字社和歌山医療センター　循環器内科
○�伊勢田�高寛，渡辺�大基，柴森�裕一郎，木村�友哉，稲田�訓子，辰島�正二郎，�
花澤�康司，北田�雅彦，豊福�守，田村�崇

 39  左回旋枝入口部の Rotablation 中に Rota burr が断裂し回収に難渋した 1 例
兵庫県立淡路医療センター　循環器内科
○�岩崎�正道，古川�達也，福石�悠太，濱名�智世，小田島�進，藤本�恒，黒田�浩史，�
羽溪�優，井上�琢海，岡本�浩，奥田�正則，林�孝俊

 40  Rotablator burr stuck の 1 例
関西医科大学第二内科
○�横井�満，松本�宙士，吉岡�慶，朴�幸男，山本�克浩，塩島�一朗

 41  ガイディングエクステンションカテーテルを通ってロータブレーターを持ち込む制限につい
て
県立尼崎総合医療センター
○�高橋�直也，福原�怜，西本�裕二，今井�逸雄，吉谷�和泰，谷口�良司，当麻�正直，�
宮本�忠司，佐藤�幸人
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 42  LAD 入口部の Wiktor stent の focal 再狭窄病変に対し DCA を用いて stentless で治療し
得た一例
兵庫県立姫路循環器病センター
○�築山�義朗，澤田�隆弘，庄田�光彦，綱本�浩志，岩根�成豪，山本�哲也，山本�裕之，�
宇津�賢三，高橋�伸幸，宮田�大嗣，大石�醍悟，井上�智裕，伊藤�光哲，横井�公宣，�
大西�哲存，高谷�具史，嶋根�章，谷口�泰代，矢坂�義則，川合�宏哉

 43  大動脈炎症候群を合併した不安定狭心症に対して DCA で PCI を行った一例
大阪市立総合医療センター
○�齋藤�聡男，豊田�なつみ，加島�裕美，野村�菜々香，藤澤�直輝，加川�俊介，中逵�賢一，
林�雄介，仲川�将志，占野�賢司，松本�亮，松村�嘉起，阿部�幸雄，成子�隆彦

特別セミナー 2　RYUSEI　Perfusion Balloon の活用
（10:30 ～ 11:00）

座長　大阪労災病院　循環器内科 西野 雅巳

Ryusei の臨床使用経験
市立長浜病院　循環器内科

○高島 弘行

当院における Ryusei の使用経験
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 7：冠動脈瘤（11:00 ～ 12:00）
座長　大和橿原病院 循環器内科 井上 文隆
　　　市立東大阪医療センター　循環器内科 市川 稔

コメンテーター　京都第一赤十字病院 循環器内科 白石 淳
　　　京都大学　循環器内科 渡邉 真

 44  労作時胸部圧迫感で発見された単冠動脈症に対し PCI で血行再建を行った一例
愛仁会　高槻病院　循環器内科
○�佐久間�大輝，松寺�亮，神末�真由，竹内�仁一，上村�航也，瀬戸�悠太郎，田中�友望，�
佐々木�論，湯口�賢，佐野�浩之，村井�直樹，中島�健爾，安部�博昭，高岡�秀幸

 45  川崎病慢性期の高度石灰化冠動脈病変に対して FFR で虚血を同定し、ステントレスでの治
療を行った若年症例
兵庫県立尼崎総合医療センター
○�中山�寛之，当麻�正直，蔵垣内�敬，小林�泰士，西本�裕二，佐賀�俊介，今井�逸雄，�
福原�怜，吉谷�和泰，谷口�良司，宮本�忠司，佐藤�幸人
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 46  エベロリムス溶出ステント留置後に Peri-stent contrast staining を認め複数のイメージ
ングで評価した一例
近畿大学　医学部　循環器内科
○�筧�和剛，河村�尚幸，奥根�真楠，杉本�啓史郎，安田�昌和，高瀬�徹，山治�憲司，�
上野�雅史，岩永�善高，栗田�隆志

 47  急速進行性の巨大冠動脈瘤に対し、Graft master を用いて治療し得た一例
広島市立広島市民病院　循環器内科
○�大井�邦臣，塩出�宣雄

 48  バイパス術後の右冠動脈の巨大冠動脈瘤に対して Covered stent で治療した一例
京都第二赤十字病院　循環器内科
○�藤本�智貴，椿本�恵則，桐井�陽介，白神�彬子，岩谷�拓馬，笠原�武，有吉�真，入江�大介，
五十殿�弘二，坂谷�知彦，松尾�あきこ，井上�啓司，藤田�博

 49  Long On-ray patch による冠動脈瘤切除再検術半年後に patch 内で高度狭窄を来たし不
安定狭心症を呈した症例
市立福知山市民病院
○�中岡�幹彦，上林�大輔，中村�俊輔，阪本�貴

ランチョンセミナー 3　Stent Save a Life & After Heart Attack
（12:10 ～ 13:00）

座長　洛和会丸太町病院　洛和会京都血管内治療センター・心臓内科 浜中 一郎
演者　滋賀医科大学 内科学講座 循環器内科 中川 義久

共催　アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社

一般口演 11：Impella（13:00 ～ 13:40）
座長　岸和田徳洲会病院 循環器内科 森岡 信行
　　　大阪市立総合医療センター 循環器内科 仲川 将志

コメンテーター　兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科 今井 逸雄
　　　宇治徳洲会病院　心臓センター 松岡 俊三

 50  Impella と MitraClip が奏功した高度僧帽弁閉鎖不全を伴う亜急性心筋梗塞の 1 例
京都府立医科大学附属病院　循環器内科 1，京都府立医科大学附属病院　心臓血管外科 2

○�高松�一明 1，全�完 1，彌重�匡輝 1，伊藤�之康 1，角谷�慶人 1，桑原�謙典 1，山野�倫代 1，
山野�哲弘 1，中村�猛 1，沼田�智 2，岡�克彦 2，夜久�均 2，的場�聖明 1
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 51  手術への bridging としての重症虚血性僧帽弁逆流に対する経皮的左室循環補助装置
(Impella) の有効性
りんくう総合医療センター　循環器内科
○�義間�昌平，武田�吉弘，岡田�健助，本池�悠，田中�啓介，中谷�佳裕，村木�良輔，�
増田�大作，永井�義幸，山下�静也

 52  Impella 挿入下に治療を行い血行再建に成功した急性前壁心筋梗塞の 1 例
姫路循環器病センター
○�岩根�成豪，宇津�賢三，山本�哲也，高橋�伸幸，宮田�大嗣，大石�醒悟，澤田�隆弘，�
高谷�具史，川合�宏哉

 53  腹部外科手術直後の心原性ショックを伴う ACS 症例に対して、インペラサポートにて PCI
施行した 1 例
京都大学医学部附属病院
○�田崎�淳一，山下�侑吾，山本�絵里香，渡部�宏俊，塩見�紘樹，渡邊�真，齋藤�成達，�
木村�剛

一般口演 13：SHD（13:40 ～ 14:30）
座長　京都府立医科大学附属病院　循環器内科 中村 猛
　　　神戸市立医療センター中央市民病院　循環器内科 江原 夏彦

コメンテーター　神戸大学医学部附属病院 循環器内科 大竹 寛雅
　　　京都大学　循環器内科 塩見 紘樹

 54  大動脈弁狭窄症を合併した閉塞性肥大型心筋症に対し PTSMA が奏功した 1 例
近江八幡市立総合医療センター
○�戸村�暢成，中上�拓男，木村�英希，宗像�潤，安土�佳大，後藤�大輝，金子�優作，�
西川�真理恵，鬼界�雅一，濱岡�哲郎，深井�邦剛，山口�真一郎，立川�弘孝，塚本�学

 55  ECMO 導入後に緊急 BPA を施行した CTEPH の一例
北播磨総合医療センター　循環器内科 1，神戸大学大学院医学研究科　循環器内科学分野 2

○�平石�真奈 1，山田�愼一郎 1，松濱�孝志 1，浪花�祥太 1，藤田�文香 1，寺下�大輔 1，�
津田�成康 1，田頭�達 1，山脇�康平 1，高見�薫 1，吉田�明弘 1，粟野�孝次郎 1，谷口�悠 2

 56  著明な心房中隔瘤を有し治療に難渋した経皮的心房中隔欠損症閉鎖術にステラブルシースを
使用し治療に成功した一例
兵庫県立尼崎総合医療センター
○�佐賀�俊介，今井�逸雄，宮田�昭彦，蔵垣内�敬，当麻�正直，宮本�忠司，佐藤�幸人

 57  肺高血圧症と著明な肺動脈拡大を呈した心房中隔欠損症に対して経カテーテル心房中隔閉鎖
術を施行した一例
国立循環器病研究センター　心臓血管内科
○�天野�雅史，加島�裕美，浅野�遼太郎，長谷川�拓也，泉�知里，大郷�剛，安田�聡
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 58  重症三尖弁閉鎖不全を伴う重症心房性機能性僧帽弁不全症に対して MitraClip による治療を
行った 1 例
兵庫県立尼崎総合医療センター
○�宮田�昭彦，今井�逸雄，小島�秀規，蔵垣内�敬，中山�寛之，小林�泰士，西本�裕二，�
佐賀�俊介，福原�怜，吉谷�和泰，谷口�良司，当麻�正直，宮本�忠司，佐藤�幸人

コーヒーブレイクセミナー 3　
Structure Intervention の新領域：経皮的卵円孔開存閉鎖術をいかに実施していくか

（14:40 ～ 15:10）
座長　兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科 今井 逸雄
演者　岡山大学病院　循環器内科 赤木 禎治

共催　アボットメディカルジャパン

教育セッション
冠動脈インターベンション医が知っておくべき虚血性心疾患のあれこれ
 （15:10 ～ 16:10）

座長　京都医療センター　循環器内科 阿部 充

虚血性心疾患に合併する致死的不整脈へのマネージメント
公益財団法人　天理よろづ相談所病院　循環器内科

○西内 英

虚血性心疾患における心エコーの役割
公益財団法人　天理よろづ相談所病院　循環器内科

○三宅 誠

虚血性心疾患の診断に役立つ心筋シンチと心臓 MRI の基本
国立循環器病研究センター病院　冠疾患科

○野口 輝夫
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一般口演 19：Others（16:10 ～ 17:00）
座長　関西医科大学附属病院　循環器内科 元廣 将之
　　　兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科 谷口 良司

コメンテーター　和歌山県立医科大学　循環器内科 高畑 昌弘
　　　国立循環器病研究センター　心臓血管内科 天野 雅史

 59  腎アブレーションにおける解剖学的適応の問題点
岸和田徳洲会病院
○�横井�良明，東森�亮博，築澤�智文，藤原�昌彦，福田�圭祐，塩谷�慎治，森岡�信行

 60  大動脈内バルーンパンピング抜去時の止血における体外式圧迫デバイスの有効性・安全性の
検討
関西労災病院　循環器内科
○�佐藤�由季，辻村�卓也，石原�隆行，浅井�光俊，飯田�修，増田�正晴，岡本�慎，南都�清範，
神田�貴史，奥野�翔太，松田�祥宏，畑�陽介，上松�弘幸，川浪�翔大，菅江�宏樹，中尾�匠，
真野�敏昭

 61  冠動脈 CT において low attenuation plaque と positive remodeling が 3 年後に労作性
狭心症の責任病変となった 1 例
奈良県立医科大学附属病院　循環器内科
○�佐藤�友啓，添田�恒有，岩井�紗希，橋本�行弘，上田�友哉，西田�卓，尾上�健児，�
岡山�悟志，渡邉�真言，川上�利香，斎藤�能彦

 62  胸痛の原因として弁膜症か冠動脈疾患か原因検索に難渋した症例
富永病院
○�桑木�恒，竹田�光男，河野�慎吾，米澤�竹一，氏野�経士，稲垣�正司

 63  ヨード造影剤によるアナフィラキシーショックを呈した不安定狭心症患者にガドリニウム造
影剤を使用して PCI を行った一例
京都大学医学部附属病院
○�北野�一樹，田崎�淳一，渡部�宏俊，加藤�貴雄，木村�剛
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第4会場（ルーム2）

一般口演 3：EVT1（9:00 ～ 10:20）
座長　石切生喜病院　循環器内科 笠行 典章
　　　市立福知山市民病院　循環器科 上林 大輔

コメンテーター　市立長浜病院　循環器内科 高島 弘行
　　　京都第二赤十字病院　循環器内科 椿本 恵則

 64  繰り返す FP バイパス後の吻合部再狭窄に対して DCB による EVT が有用であった 1 症例
加古川中央市民病院　循環器内科
○�嘉悦�泰博，中村�浩彰，米原�昇吾，中西�祐介，梶浦�あかね，藤井�寛之，市川�靖士，
辻本�誠長，寺尾�侑也，中岡�創，岡嶋�克則，角谷�誠，大西�祥男

 65  病理学的視点から石灰化病変に対しての薬剤コーテッドバルーンの限界を感じた症例
関西労災病院　循環器内科 1，小倉記念病院　研究部 2

○�畑�陽介 1，飯田�修 1，浅井�光俊 1，増田�正晴 1，岡本�慎 1，石原�隆行 1，南都�清範 1，
神田�貴史 1，辻村�卓也 1，奥野�翔太 1，松田�祥宏 1，上松�弘幸 1，佐藤�由季 1，�
川浪�翔大 1，菅江�宏樹 1，中尾�匠 1，井上�勝美 2，真野�敏昭 1

 66  浅大腿動脈偏心性石灰化病変に対し ARCADIA technique を用いて、よりステント内腔を
確保できた 1 例
大阪医科大学　循環器内科
○�山内�洋平，森田�英晃，蓬莱�亮斗，津田�浩佑，前田�大智，渡辺�智彦，大関�道薫，�
坂根�和志，柴田�兼作，武田�義弘，谷川�淳，星賀�正明

 67  高度石灰化を伴う BK 病変に対する EVT 中に断裂した 0.014 ガイドワイヤーの回収にス
ネアカテが有用であった症例
大阪急性期・総合医療センター　心臓内科
○�中村�淳，渡部�徹也，山田�貴久，森田�孝，古川�善郎，玉置�俊介，川崎�真佐登，�
菊池�篤志，河合�努，瀬尾�昌裕

 68  診断造影にてアナフィラキシーとなり、CO2 造影にて EVT 施行した Pop CTO の 1 例
京都大学医学部附属病院
○�米田�史哉，田崎�淳一，山下�侑吾，渡部�宏俊，塩見�紘樹，渡邉�真，齋藤�成達，�
加藤�貴雄，木村�剛

 69  血栓吸引で完全血行再建を得た左上腕動脈急性閉塞の一例
天理よろづ相談所病院　循環器内科 1，天理よろづ相談所病院　脳神経外科 2

○�大林�祐樹 1，榎本�操一郎 1，濱口�侑大 1，濱崎�眞希 1，小島�秀規 1，美馬�響 1，山崎�誠太 1，
岡本�寛樹 1，田村�章憲 1，黒田�真衣子 1，西内�英 1，張田�健志 1，坂本�二郎 1，田巻�庸道 1，
三宅�誠 1，近藤�博和 1，井谷�理彦 2，秋山�義典 2，田村�俊寛 1
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 70  短期間に 2 度の急性下肢動脈閉塞症を来した 1 症例
京都中部総合医療センター　循環器内科
○�小野�拳史，田坂�聡，坂上�雄，和田�直敏，野村�哲矢，計良�夏哉，辰巳�哲也

 71  上腸間膜動脈血栓閉塞に対し、Fogarty カテーテルによる血栓除去を行った 1 例
大津赤十字病院
○�野村�真之介，樋上�裕起，見保�充則，小林�孝安，岡林�真梨恵，大井�磨紀，大西�尚昭，
東谷�暢也，西城�さやか，小山田�尚史，陣内�俊和，貝谷�和昭

特別セミナー 3　DCB の使用経験～これまでとこれからと～（10:30 ～ 11:00）
座長　大阪府済生会中津病院　循環器内科 上月 周
演者　洛和会音羽病院　心臓内科 加藤 拓

共催　日本メドトロニック株式会社

一般口演 8：EVT2（11:00 ～ 12:00）
座長　近江八幡市立総合医療センター　循環器内科 中上 拓男
　　　森之宮病院　循環器内科 川﨑 大三

コメンテーター　京都中部総合医療センター　循環器内科 野村 哲矢
　　　国立病院機構京都医療センター　循環器内科 益永 信豊

 72  浅大腿動脈ステントグラフト閉塞病変に対して術前 2 ヶ月間直接作用型経口抗凝固薬を使
用し血栓がコントロールできた 1 症例
大阪赤十字病院　循環器内科
○�松任�健一，高橋�由樹，今本�量允，丸一�栞里，湯川�弘，相田�健次，金沢�武哲，�
小林�洋平，長央�和也，伊藤�晴康，林�富士男，稲田�司

 73  Viabahn 再狭窄に対する EVT で、剥離した壁在血栓による slow flow 現象を生じた 1 例
京都府立医科大学附属病院　循環器内科
○�堀�友亮，角谷�慶人，全�完，若菜�紀之，矢西�賢次，中西�直彦，中村�猛，白石�裕一，
白山�武司，的場�聖明

 74  大腿膝窩動脈病変における薬剤溶出ステント留置後早期の血管内視鏡的検討
関西労災病院　循環器内科
○�辻村�卓也，飯田�修，浅井�光俊，増田�正晴，岡本�慎，石原�隆行，南都�清範，神田�貴史，
奥野�翔太，松田�祥宏，畑�陽介，真野�敏昭

 75  EVT 施行時に自己拡張型ステントが血管外に露出し、心臓血管外科とのハイブリッド治療
により bail out に成功した一例
大阪警察病院　循環器内科 1，大阪警察病院　心臓血管外科 2

○�浜中�佑馬 1，森�直己 1，堂前�圭太郎 2，山名�史男 2，外海�洋平 1，市堀�泰裕 1，�
林�隆治 1，牧野�信彦 1，平田�明生 1，白川�幸俊 2，平山�篤志 1，樋口�善治 1
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 76  SFA CTO を有する re-do 困難な FP bypass 閉塞症例に対し、大腿近位部の distal 
puncture を加えて成功し得た CLI の一例
兵庫県立尼崎総合医療センター
○�小林�泰士，谷口�良司，今井�逸雄，福原�怜，吉谷�和泰，当麻�正直，宮本�忠司，�
佐藤�幸人

 77  デバイス通過に難渋し工夫を要した膝下 3 枝閉塞を伴う CLI の 1 例
京都第二赤十字病院　循環器内科
○�椿本�恵則，桐井�陽祐，岩谷�拓馬，白神�彬子，藤本�智貴，笠原�武，入江�大介，�
有吉�真，五十殿�弘二，坂谷�知彦，松尾�あきこ，井上�啓司，藤田�博

ランチョンセミナー 4　AS の診断から TAVI 術後について知っておきたいこと
（12:10 ～ 13:00）

座長　公益財団法人　天理よろづ相談所病院　循環器内科 田村 俊寛

PCI 医が知っておきたい TAVI 後冠動脈アクセスの基礎知識  
～ TAVI 後症例が ACS で来ても慌てないために～

兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科
○当麻 正直

低流量低圧較差 AS への TAVI
国立循環器病研究センター　心臓血管内科部門　心不全科

○泉 知里
共催　エドワーズライフサイエンス株式会社
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一般口演 12：Coronary debulking 2（13:00 ～ 13:50）
座長　北播磨総合医療センター　循環器内科 山田 愼一郎
　　　京都桂病院　心臓血管センター 小林 智子

コメンテーター　兵庫県立姫路循環器病センター　循環器内科 高谷 具史
　　　兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科 福原 怜

 78  急性冠症候群治療時に解離を形成した左冠動脈回旋枝の高度石灰化病変に対し、待機的に
ロータブレータ施行した 1 例
宇治徳洲会病院　心臓血管内科
○�自閑�昌彦，舛田�一哲，田村�淳史，中島�貫太，中井�健太郎，平井�英基，松岡�俊三

 79  Rotablator による合併症からの考察、冠解離と冠穿孔を来たした 2 症例
国立病院機構　大阪医療センター　循環器内科
○�篠内�和也，上田�恭敬，家原�卓史，上田�泰大，佐々木�駿，中村�雅之，飯田�吉則，�
大橋�拓也，鳥山�智恵子，尾崎�立尚，高安�幸太郎，小杉�隼平，三嶋�剛，安部�晴彦，
伊達�基郎，上松�正朗，是恒�之宏

 80  De novo 病変に対するロータブレーターおよび薬剤溶出性バルーンによるステントレス
PCI の中期成績
京都第一赤十字病院　心臓センター　循環器内科
○�白石�淳，小澤�孝明，片岡�瑛亮，池村�奈利子，西村�哲朗，松原�勇樹，伊藤�大輔，�
小島�章光，木村�雅喜，木下�英吾，中川�祐介，兵庫�匡幸，沢田�尚久

 81  ステント再狭窄にダイアモンドバックが著効した一例
広島市立広島市民病院　循環器内科
○�大井�邦臣，塩出�宣雄

 82  Diamondback 360 が有用であった結節性石灰化を伴うステント内再狭窄の一例
滋賀県立総合病院　循環器内科
○�関�淳也，岡田�正治，回渕�祥太，岸森�健文，灘濱�徹哉，井上�豪，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 15：Coronary debulking 3（13:50 ～ 14:30）
座長　加古川中央市民病院　循環器内科 角谷 誠
　　　松原徳洲会病院　循環器内科 川尻 健司

コメンテーター　宇治徳州会病院　心臓血管内科 舛田 一哲
　　　関西労災病院　循環器内科 石原 隆行

 83  引き抜き時のワイヤバイアスを利用し Orbital Atherectomy を施行した冠動脈 2 枝病変の
1 例
京都第二赤十字病院
○�白神�彬子，椿本�恵則，桐井�陽祐，岩谷�拓馬，藤本�智貴，笠原�武，有吉�真，入江�大介，
五十殿�弘二，坂谷�知彦，松尾�あきこ，井上�啓司，藤田�博

 84  Coronary Orbital Atherectomy System を使用し、Viper wire が断裂した一例
神戸市立医療センター中央市民病院　循環器内科
○�宮脇�規壽，西浦�直紀，舛本�慧子，三好�悠太郎，河野�裕之，辻坂�勇太，朴�美仙，�
豊田�俊彬，佐々木�康博，金�基康，北井�豪，小堀�敦志，江原�夏彦，木下�愼，�
加地�修一郎，古川�裕

 85  OAS 施行中に離断した ViperWire を回収した 1 例
高井病院　循環器内科
○�西田�裕介，上田�博，吉村�浩二郎，前中�基良，石井�英，松久�誠治，吉田�尚弘，�
久我�由紀子，上田�一也，西田�育功

 86  当院における Orbital Atherectomy の初期 10 症例の経験
医療法人藤井会石切生喜病院
○�吉村�隆太郎，笠行�典章，藤原�良亮，中尾�一浩，松岡�雄治郎，阪本�勇也，藤本�浩平

コーヒーブレイクセミナー 4　
見せます！俺の EVT －世界初 .014Lutonix RX 5F の登場とその可能性－

（14:40 ～ 15:10）
座長　公益財団法人　天理よろづ相談所病院　循環器内科 榎本 操一郎
演者　京都第二赤十字病院　循環器内科 椿本 恵則

共催　株式会社メディコン
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一般口演 16：EVT3（15:10 ～ 16:10）
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
　　　神戸市立医療センター中央市民病院　循環器内科 木下 愼

コメンテーター　大阪赤十字病院　循環器内科 高橋 由樹
　　　大津赤十字病院　循環器内科 樋上 裕起

 87  腹部大動脈壁在血栓からの末梢塞栓による急性下肢動脈閉塞に対してバルーン拡張型ステン
トグラフトが有効であった一例
石切生喜病院　循環器内科
○�伊藤�奨悟，阪本�勇也，吉村�隆太郎，藤原�良亮，松岡�雄治郎，中村�治夫，藤本�浩平，
笠行�典章

 88  腎移植 18 年後に腎機能低下と間欠性跛行を認めた高度石灰化を伴う腹部大動脈狭窄に対し
血管内治療が有効だった一例
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　放射線診断科 2

○�津田�成康 1，山田�愼一郎 1，浪花�祥太 1，藤田�文香 1，寺下�大輔 1，平石�真奈 1，�
山脇�康平 1，田頭�達 1，高見�薫 1，宮本�直和 2，吉田�明弘 1，粟野�孝次郎 1

 89  臓器障害を伴う Stanford B 型急性大動脈解離に対して胸部大動脈ステントグラフト内挿術
を施行した一例
大津赤十字病院　循環器科
○�見保�充則，樋上�裕起，野村�真之介，小林�孝安，東谷�暢也，小山田�尚史，陣内�俊和，
貝谷�和昭

 90  急性大動脈閉塞症に対して緊急血管内治療を行った 2 症例
兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科 1，天理よろづ相談所病院　循環器内科 2

○�美馬�響 2，当麻�正直 1，高橋�直也 1，宮本�亮太 1，河野�直樹 1，山口�史隆 1，十倉�大輔 1，
堀田�幸造 1，宮田�昭彦 1，蔵垣内�敬 1，中山�直之 1，小林�泰士 1，西本�裕二 1，佐賀�俊介 1，
福原�怜 1，今井�逸雄 1，谷口�良司 1，宮本�忠司 1，田村�俊寛 2，佐藤�幸人 1

 91  自己作成したガイディングカテとグースネックスネアを用いて体内遺残した PICC カテーテ
ルを回収し得た 1 例
JCHO　星ヶ丘医療センター　循環器内科 1，同　外科 2，八尾市立病院　循環器内科 3

○�益永�信隆 1，橘�公一 3，河合�健志 1，倉岡�絢野 1，蘆田�健毅 1，菅原�政貴 1，中谷�晋平 1，
松本�専 1，大西�衛 1，鈴木�玲 2，西川�永洋 1，村田�賢 2，木島�祥行 1，増山�理 1

 92  下大静脈フィルターの中枢側が腎静脈に入り込み抜去に難渋した一例
独立行政法人　地域医療機能推進（JCHO）　大阪病院　循環器内科 1，�
独立行政法人　地域医療機能推進（JCHO）　大阪病院　臨床検査科 2

○�廣瀬�江祐 1，小笠原�延行 1，末谷�悠人 1，七條�加奈 1，上野�泰祐 1，江田�優子 1，�
福井�智大 1，蔵本�見帆 1，安村�かおり 1，有田�陽 1，大八木�秀和 1，佐伯�一 1，三好�美和 1，
岡田�昌子 2，長谷川�新治 1
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一般口演 20：EVT4（16:10 ～ 17:00）
座長　東宝塚さとう病院　循環器内科 滝内 伸
　　　関西労災病院　循環器科 飯田 修

コメンテーター　京都桂病院　心臓血管センター 吉田 律
　　　京都第一赤十字病院　心臓センター循環器内科 木村 雅喜

 93  外科手術と血管内治療の Hybrid Therapy を一期的に行い、末梢動脈疾患の治療に成功し
た一例
国家公務員共済組合連合会　大手前病院　循環器科
○�佐藤�芙美，山根�治野，合田�智彦，宮崎�直子，田中�慧，荒木�亮，土井�淳史，�
山田�貴之

 94  大動脈 - 深大腿動脈バイパス閉塞による重症虚血肢に対しネイティブの長区域 CTO 病変の
血管内治療を行い良好な転帰を得た 1 例
京都中部総合医療センター　循環器内科
○�坂上�雄，野村�哲矢，田坂�聡，小野�拳史，和田�直敏，計良�夏哉，辰巳�哲也

 95  外傷後に生じた ALI に対して EVT と外科的治療を組み合わせて救肢に成功した一例
近江八幡市立総合医療センター
○�金子�優作，中上�拓男，木村�英希，宗像�潤，安土�佳大，後藤�大輝，戸村�暢成，�
西川�真里恵，鬼界�雅一，濱岡�哲郎，深井�邦剛，山口�真一郎，立川�弘孝

 96  整形外科手術時の右浅大腿骨動脈損傷に対して VIABAHN による止血と外科的血管修復術
を併用した一例
京都第二赤十字病院　循環器内科 1，心臓血管外科 2

○�藤本�智貴 1，五十殿�弘二 1，椿本�恵則 1，小林�卓馬 2，桐井�陽介 1，岩谷�拓馬 1，�
白神�彬子 1，笠原�武 1，有吉�真 1，入江�大介 1，坂谷�知彦 1，松尾�あきこ 1，井上�啓司 1，
藤田�博 1

 97  右浅大腿動脈瘤切迫破裂に対し VIABAHN での治療後に再破裂を来した 1 例
京都岡本記念病院　循環器内科
○�曽我部�功二，小出�正洋，北田�達矢，小暮�雅哉，福井�健人，加藤�幸範，北嶋�宏樹，
赤羽目�聖史
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第5会場（ルーム3）

一般口演 4：TAVI（9:00 ～ 10:20）
座長　神戸市医療センター中央市民病院　循環器内科 江原 夏彦
　　　滋賀医科大学医学部附属病院　循環器内科 山本 孝

コメンテーター　京都大学医学部附属病院　循環器内科 齋藤 成達
　　　大阪警察病院　循環器内科 市堀 泰裕

 98  塞栓症予防のため、22Fr DrySeal Sheath内でSAPIEN 3 26mm弁のアライメントを行っ
た一例
大阪警察病院　循環器内科
○�森�直己，市堀�泰裕，井戸�允清，堀内�恒平，福島�貴嗣，安達�賢太郎，尾松�卓，�
大野�純一，筒井�悠美，安永�元樹，濱中�佑馬，小林�知晃，網屋�亮平，松崎�七緒，�
外海�洋平，林�隆治，牧野�信彦，平田�明生，平山�篤志，樋口�義治

 99  低左心機能の重症大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル大動脈弁留置術中に血行動態が破綻
し、PCPS 補助下で弁留置を施行した一例
滋賀医科大学医学部附属病院　循環器内科 1，�
滋賀医科大学医学部附属病院　心臓血管外科 2，�
滋賀医科大学医学部附属病院　麻酔科 3

○�八木�典章 1，山本�孝 1，奥山�雄介 1，澤山�裕一 1，木下�武 2，近藤�康生 2，水野�隆芳 3，
清水�盛浩 3，中川�義久 1

 100  狭小 STJ、左冠動脈高位起始を伴う Type0 の二尖弁 AS に対する TAVI
兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科 1，�
兵庫県立尼崎総合医療センター　心臓血管外科 2

○�蔵垣内�敬 1，当麻�正直 1，宮本�忠司 1，中山�寛之 1，小林�泰士 1，佐賀�俊介 1，今井�逸雄 1，
佐藤�幸人 1，大野�暢久 2

 101  左室 - 大動脈圧モニタリング下で大動脈弁バルーン形成術を施行し Suicide ventricle を回
避した 1 例
兵庫県立淡路医療センター　循環器内科
○�福石�悠太，岩崎�正道，古川�達也，濱名�智世，小田島�進，藤本�恒，黒田�浩史，�
羽溪�優，井上�琢海，岡本�浩，奥田�正則，林�孝俊

 102  術翌日に生じた弁輪部 oozing rupture が疑われた自己拡張型生体弁を用いた TF-TAVI の
一例
京都府立医科大学附属病院　循環器内科 1，京都府立医科大学　心臓血管外科 2

○�彌重�匡輝 1，全�完 1，高松�一明 1，伊藤�之康 1，角谷�慶人 1，桑原�謙典 1，山野�倫代 1，
山野�哲弘 1，中村�猛 1，井上�知也 2，沼田�智 2，岡�克彦 2，夜久�均 2，的場�聖明 1
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 103  DA-TAVI 終了間際に左室流出路の高輝度腫瘤が消失し脾梗塞を発症した一例
天理よろづ相談所病院　循環器内科 1，天理よろづ相談所病院　心臓血管外科 2

○�濱崎�眞希，大林�祐樹，三宅�誠，濱口�侑大，小島�秀規，美馬�響，山崎�誠太，岡本�寛樹，
田村�章憲，黒田�真衣子，西内�英，張田�健志，坂本�二郎，田巻�庸道，榎本�操一郎，
近藤�博和，田村�俊寛，上田�遼馬 2，阪口�仁寿 2，岩倉�篤 2

 104  心肺停止に至った左回旋枝高度狭窄合併高度大動脈弁狭窄に対し緊急 BAV/PCI 後、TAVI
を施行し救命できた 1 例
神戸市立医療センター中央市民病院　循環器内科
○�西浦�直紀，江原�夏彦，宮脇�規壽，舛本�慧子，三好�悠太郎，河野�裕之，辻坂�勇太，
朴�美仙，豊田�俊彬，佐々木�康博，金�基泰，北井�豪，小堀�敦志，木下�愼，加地�修一郎，
古川�裕

 105  TAVI 時の preBAV で stuck valve を生じ、急性大動脈逆流によるショック状態に陥るも、
TAVI 弁が総腸骨動脈の通過に難渋した一例
兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科 1，兵庫県立尼崎総合医療センター　心臓血
管外科 2，天理よろづ相談所病院 3

○�小島�秀規 1,3，当麻�正直 1，蔵垣内�敬 1，中山�寛之 1，小林�泰士 1，佐賀�俊介 1，宮本�忠司 1，
佐藤�博文 2，植野�剛 2，岡田�達治 2，大野�暢久 2，田村�俊寛 3，佐藤�幸人 1

特別セミナー 4　
心筋虚血評価に基づいた冠血行再建術適応の選択：OptoWire®システムを用いて

（10:30 ～ 11:00）
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
演者　国立循環器病研究センター　冠疾患科 浅海 泰栄

共催　ゼオンメディカル株式会社／日本ライフライン株式会社

一般口演 9：合併症 1（11:00 ～ 12:00）
座長　康生会武田病院　循環器センター 木下 法之
　　　湖東記念病院　心臓血管センター 武田 輝規

コメンテーター　舞鶴共済病院　循環器科 臼井 公人
　　　彦根市立病院　循環器内科 下司 徹

 106  左内胸動脈に迷入した 0.035inch Radiocus Guidewire により起こった分枝血管の
perforation に対してコイル塞栓術で止血した一例
兵庫県立尼崎総合医療センター
○�宮本�亮太，宮田�昭彦，福原�怜，堀田�幸造，中山�寛之，蔵垣内�敬，西本�裕二，�
小林�泰士，佐賀�俊介，今井�逸雄，谷口�良司，当麻�正直，宮本�忠司，佐藤�幸人
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 107  永久ペースメーカー植込み時に腋窩動脈分枝損傷から胸腔外血腫生じ、VIABAHN ステン
トグラフト留置により止血しえた 1 例
岸和田徳洲会病院　循環器科
○�森岡�信行，築澤�智文，福田�圭祐，東森�亮博，藤原�昌彦，塩谷�慎治，田中�一司，�
横井�良明

 108  外腸骨動脈の EVT 後に同側の浅大腿動脈からの多発性出血を合併した 1 症例
関西医大総合医療センター 1，関西医科大学枚方病院 2

○�寺中�若菜 1，太田垣�宗光 1，松村�光一郎 1，向井�悠 1，横井�満 1，朴�幸男 1，山本�克浩 1，
塩島�一朗 2

 109  PCI 直後、骨盤内静脈内にて断裂した断端シースを、EVT にて回収し得た一例
琵琶湖大橋病院　循環器内科 1，京都府立医科大学　循環器内科 2

○�森�厚輔 1，桑原�謙典 2，若菜�紀之 2，中西�直彦 2，明石�加都子 1，小椋�英司 1

 110  穿刺関連トラブルに対する血管内治療
兵庫県立尼崎総合医療センター
○�宮田�昭彦，当麻�正直，堀田�幸造，蔵垣内�敬，中山�寛之，小林�泰士，西本�裕二，�
佐賀�俊介，福原�怜，今井�逸雄，吉谷�和泰，谷口�良司，宮本�忠司，佐藤�幸人

 111  狭心症に対する待機的 PCI 後に Post-cardiac Injury Syndrome を発症した一例
京都大学医学部附属病院
○�米田�史哉，山本�航，塩見�紘樹，木村�剛

ランチョンセミナー 5　ステント留置後の抗血小板療法のトレンド
（12:10 ～ 13:00）

座長　近畿大学奈良病院　循環器内科 城谷 学
演者　近畿大学医学部　循環器内科 中澤 学

共催　第一三共株式会社

研修医セッション（13:00 ～ 14:30）
座長　兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科 宮本 忠司
　　　彦根市立病院　循環器内科 中野 顯

コメンテーター　大阪赤十字病院　循環器内科 林 富士男
　　　大阪医科大学　循環器内科 谷川 淳

 K-1  遠位橈骨動脈穿刺における研修医と上級医の合併症の比較検討
ツカザキ病院　循環器内科
○�山本�悟，萩倉�新，盧�山，河相�優，木村�紀之，河野�浩明，楠山�貴教
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 K-2  EVAR 術後 5 年目に Type II エンドリークを起こし、re-intervention を必要とした一例
大津赤十字病院
○�谷口�大樹，樋上�裕起，野村�真之介，見保�充則，小林�孝安，岡林�真梨恵，大井�磨紀，
大西�尚昭，東谷�暢也，西城�さやか，小山田�尚史，陣内�俊和，貝谷�和昭

 K-3  CV ポートの断裂したチューブの心内遺残に対してスネアカテーテルによる除去術を行った
一例
京都大学医学部附属病院　循環器内科
○�山添�紗希，渡部�宏俊，渡邉�真，塩見�紘樹，田崎�淳一，齋藤�成達，加藤�貴雄，�
尾野�亘，木村�剛

 K-4  急性大動脈閉塞の一例
大津赤十字病院
○�三輪�駿太，樋上�裕起，野村�真之介，見保�充則，小林�孝安，岡林�真梨恵，大井�磨紀，
中関�典子，西城�さやか，大西�尚昭，東谷�暢也，小山田�尚史，陣内�俊和，貝谷�和昭

 K-5  重症僧帽弁閉鎖不全症 (MR）を伴った重症大動脈弁狭窄症 (AS) に対して緊急バルーン大動
脈弁形成術 (BAV) が有効であった 1 例
兵庫県立淡路医療センター　循環器内科
○�古畑�博史，藤本�恒，濱名�智世，小田島�進，黒田�浩史，羽渓�優，岩崎�正道，�
井上�琢海，岡本�浩，奥田�正則，林�孝俊

 K-6  心筋梗塞急性期に plaque rupture 後と考えられる非責任病変を複数の血管内画像で観察し
た一例
京都府立医科大学附属病院　循環器内科
○�山崎�皓亮，庄司�圭佑，若菜�紀之，矢西�賢次，中西�直彦，谷口�琢也，全�完，�
中村�猛，白山�武司，的場�聖明

 K-7  真性赤血球増加症に起因する血栓症が原因と考えられた無症候性心筋虚血の 1 例
奈良県立医科大学　循環器内科
○�林�潤，野木�一孝，岩井�紗希，岡村�昭彦，経堂�篤史，寺崎�智志，阪上�亜津佐，�
橋本�行弘，上田�友哉，添田�恒有，渡邉�真言，川上�利香，斎藤�能彦

 K-8  血栓を伴う冠動脈拡張症で急性心筋梗塞を発症した 1 例
紀南病院　循環器科
○�勝谷�礼子，岩畔�哲也，浅江�仁則，宮本�芳行，宮本�正興，奥本�泰士，木村�桂三

 K-9  単冠動脈症の急性心筋梗塞に対する PCI 後の急性ステント血栓症の一例
市立奈良病院　臨床研修センター 1，市立奈良病院　循環器内科 2

○�毛利�響香 1，杉浦�純一 2，汪�洋 2，押田�裕喜 2，榎本�理史 2，山本�雄太 2，松島�明彦 2，
堀井�学 2
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コーヒーブレイクセミナー 5　がん関連静脈血栓塞栓症の診療 （14:40 ～ 15:10）
座長　市立東大阪医療センター　循環器内科 市川 稔
演者　公益財団法人　天理よろづ相談所病院　循環器内科 坂本 二郎

共催　ブリストル・マイヤーズ　スクイブ株式会社／ファイザー株式会社

一般口演 17：ベイルアウト（15:10 ～ 16:10）
座長　守口生野記念病院　循環器内科 浅輪 浩一郎
　　　大阪府済生会泉尾病院　循環器内科 秋田 雄三

コメンテーター　東宝塚さとう病院　循環器内科 長谷川 勝之
　　　済生会滋賀県病院　循環器内科 今井 雄太

 112  留置したステント近位端の変形によって、後拡張目的のバルーンが通過困難となり、治療に
難渋した一例
宇治徳洲会病院　心臓血管内科
○�田村�淳史，松岡�俊三，平井�英基，舛田�一哲，中井�健太郎，中島�貫太，自閑�昌彦，
嘉祥�敬国，末吉�敦

 113  Balloon 通過に難渋した Stent jail された高度狭窄病変に対し、Corsair と 0.010 inch ガ
イドワイヤーシステムが有用であった一例
京都府立医科大学附属病院　循環器内科
○�津端�英雄，全�完，若菜�紀之，矢西�賢次，中西�直彦，中村�猛，白山�武司，�
的場�聖明

 114  SUOH03 が病変通過に有効であった症例
北播磨総合医療センター
○�浪花�祥太，山田�愼一郎，藤田�文香，寺下�大輔，津田�成康，平石�真奈，田頭�達，�
山脇�康平，高見�薫，吉田�明弘，粟野�孝次郎

 115  血管内異物回収バスケットワイヤー (Parachute) 抜去時に stent deformation を認めた 1
例
JCHO神戸中央病院　循環器内科
○�田谷�俊彦，下田�義晃，大岡�順一，馬崎�徹，田中�麻里子，田中�哲也，近藤�盛彦，�
大友�敏行

 116  屈曲蛇行の強い回旋枝に対するガイディングエクステンション使用下の PCI 中にステント
脱落をきたした一例
京都第一赤十字病院　循環器内科部 1，健診部 2

○�片岡�瑛亮 1，木村�雅喜 1，小澤�孝明 1，池村�奈利子 1，西村�哲朗 1，松原�勇樹 1，�
伊藤�大輔 1，小島�章光 1，木下�英吾 1，中川�裕介 1，白石�淳 1，兵庫�匡幸 1，島�孝友 2，
沢田�尚久 1
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 117  Stack した Wire に対して Rotablator を使用することで Bailout 出来た一例
桜橋渡辺病院　心臓・血管センター
○�田中�康太，岡村�篤徳，岩本�睦，渡邊�哲史，石川�正人，住吉�晃典，鈴木�智詞，�
田中�宏和，岩倉�克臣，藤井�謙司

一般口演 21：合併症 2（16:10 ～ 17:00）
座長　日本赤十字社和歌山医療センター　循環器内科 豊福 守
　　　京都岡本記念病院　循環器内科 赤羽目 聖史

コメンテーター　大阪府済生会中津病院　循環器内科 名越 良治
　　　奈良県総合医療センター　循環器内科 成 智熙

 118  左冠動脈前下行枝に対する PCI 中に原因不明の左冠動脈全虚血を生じるも V-A ECMO を
導入して bail-out に成功した 1 例
京都中部総合医療センター
○�田坂�聡，野村�哲矢，小野�拳史，坂上�雄，和田�直敏，計良�夏哉，辰巳�哲也

 119  右冠動脈の中等度狭窄に FFR を施行した後に STEMI を発症した 1 例
関西医科大学附属病院
○�橋本�健太，元廣�将之，杉田�洋，辻本�悟史，塩島�一朗

 120  冠動脈内でコア断裂した guide-wire を CorsairPro を用いて回収した一例
近江八幡市立総合医療センター　循環器内科
○�安土�佳大，中上�拓男，宗像�潤，木村�英希，後藤�大輝，金子�優作，戸村�暢成，�
鬼界�雅一，濱岡�哲郎，深井�邦剛，西川�真理恵，山口�真一郎，塚本�学

 121  血栓吸引カテーテルで解離を生じた回旋枝 STEMI の一例
京都第一赤十字病院　心臓センター　循環器内科
○�松原�勇樹，小澤�孝明，片岡�瑛亮，池村�奈利子，西村�哲朗，伊藤�大輔，小島�章光，
木村�雅喜，木下�英吾，中川�祐介，白石�淳，兵庫�匡幸，沢田�尚久

 122  高度蛇行を呈する右冠動脈へのステント留置後に遠位側へ血腫が進展し bailout に難渋した
1 例
国立病院機構大阪医療センター
○�松村�未紀子，小杉�隼平，家原�卓史，上田�泰大，佐々木�駿，中村�雅之，飯田�吉則，
大橋�拓也，鳥山�智恵子，尾崎�立尚，高安�幸太郎，篠内�和也，三嶋�剛，安部�晴彦，
伊達�基郎，上田�恭敬，上松�正朗，是恒�之宏
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第6会場（ルーム7）

 コメディカルプログラム

臨床工学部門（10:30 ～ 11:40）
座長　加古川中央病院 岡 佳伴
　　　耳原総合病院 野田 修司

C-1  Impella CP 挿入により起こった右下肢虚血に対してシースを用いた左総大腿 - 右浅大腿動
脈バイパスを行い対処した一例
大阪労災病院　臨床工学室 1，大阪労災病院　循環器内科 2

○�山本�敬二 1，習田�龍 2，欅田�智大 1，矢岡�真一 1，河村�明希登 2，浮田�康平 2，柳川�恭佑 2，
中村�仁 2，松廣�裕 2，安元�浩司 2，津田�真希 2，田中�彰博 2，岡本�直高 2，松永�泰治 2，
矢野�正道 2，山戸�昌樹 2，江神�康之 2，西野�雅巳 2，田内�潤 2

C-2  ペースメーカ植込み患者が前壁梗塞を起こしペーシング閾値上昇を認めた一例
三田市民病院　臨床工学科
○�藤原�祐太，深田�陽平，小島�友栄，本谷�拓也，北原�茜，椿本�一樹，田中�敬士，�
北�慎也，三宅�佐和

C-3  OFDI を用いたステント留置後のステント長変化の検証
大津赤十字病院　臨床工学技術課
○�小笠原�悠祐，立山�洸，南田�倫宏，安藤�賢志，樋上�裕起，貝谷�和昭

C-4  PCI 施行時の血管内評価で OFDI が有用だった一例
神戸大学医学部附属病院　医療技術部　臨床工学部門
○�原田�樹，陽川�直子，谷岡�怜，飯島�尚哉，原�直暉，大谷�英旦，西垣�紘基，�
中野�克哉，岩井�謙典，岩崎�一崇，加藤�博史

C-5  当院におけるワイヤーツイストにおける工夫
草津ハートセンター　臨床工学部 1，草津ハートセンター　循環器科 2

○�森本�美沙 1，中西�基修 1，前川�正行 1，藤田�真也 2

C-6  冠動脈末梢血管に対して IVUS と比較し OFDI での画像評価が有用であった 1 例
奈良県立医科大学附属病院　医療技術センター 1，
奈良県立医科大学附属病院　循環器内科 2

○�三浦�晃裕 1，黒川�宗雄 1，小西�康司 1，萱島�道徳 1，渡邊�真言 2，添田�恒有 2，�
上田�友哉 2，橋本�行弘 2，斎藤�能彦 2

C-7  心臓カテーテル検査室における術前合同カンファレンスの取り組み
医療法人愛心会東宝塚さとう病院　臨床工学室 1，放射線室 2，看護部 3

○�岡崎�輝久 1，徳永�政敬 1,2，吉原�幸佑 2，小室�貴司 2，片岡�千恵 3，山田�聡子 3
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ランチョンセミナー 6
キヤノンが目指す Collaborative imaging と最新臨床応用ソフトウェアのご紹介

（12:10 ～ 13:00）
座長　公益財団法人　天理よろづ相談所病院　放射線部 林 秀隆
演者　キヤノンメディカルシステムズ

共催　キヤノンメディカルシステムズ株式会社

 コメディカルプログラム

看護・リハビリ部門（13:10 ～ 14:00）
座長　神戸市立医療センター中央市民病院 騰 由香
　　　桜橋渡辺病院 中村 佳奈

C-8  心臓カテーテル室における急変対応スキルアップを目指すための取り組み
公益財団法人　天理よろづ相談所病院
○�安藤�理裕，森継�知恵美

C-9  橈骨動脈・遠位橈骨動脈穿刺の止血時間は慢性期にも閉塞予防できているか？
医療法人伯鳳会　はくほう会セントラル病院　看護部 1，
医療法人伯鳳会　はくほう会セントラル病院　循環器内科 2

○�杉本�とも子 1，岡�克巳 2，舛谷�元丸 2

C-10  心臓カテーテル治療中に抱く患者の思い～苦痛と不安を抱える患者へのアンギオ室でできる
アプローチの方法～
独立行政法人　地域医療機能推進機構　大阪病院　治療検査外来
○�松枝�治代，高�智美，鶴窪�かおり，土岐�昌世

C-11  血液汚染したスリッパ減少を目指して
岸和田徳洲会病院
○�宮芝�美紀

C-12  認知症により心不全管理が困難であったが外来心臓リハビリテーション導入によって再入院
を防げた 1 例
洛和会丸太町病院　リハビリテーション部 1，洛和会京都血管内治療センター・心臓内科 2，
洛和会丸太町病院　看護部 3

○�吉藤�真優 1，浜中�一郎 2，岩破�俊博 2，坂口�奈央 3
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 コメディカルプログラム

放射線部門（14:00 ～ 14:30）
座長　明石医療センター 小川 亮
　　　大阪大学医学部附属病院 柳川 康洋

C-13  心臓カテーテル検査における上肢穿刺用の固定具の作成について
公益財団法人　天理よろづ相談所病院　放射線部
○�北�宗高，小西�高史，小西�優斗，日野�泰平，山本�大輔，田邊�文衞，�
北川�祥美，奥田�孝直，八倉�健二，西岡�宏之，林�秀隆

C-14  薬剤コーティングバルーン治療後の偽腔開存部を複数の血管内イメージングにて観察できた
一例
桜橋渡辺病院　診療支援部　放射線科 1，循環器内科医局 2

○�水谷�覚 1，住吉�晃典 2，渡邉�哲史 2，川村�克年 1

C-15  X 線射入方向における線量管理の基礎検討について
JR 大阪鉄道病院　画像センター　放射線部
○�山口�志啓夫，秋山�益光，弥栄�将洋

コーヒーブレイクセミナー 6　EVT と PCI における VISICUBE の活用法
（14:40 ～ 15:10）

座長　京都桂病院　臨床工学部門 岡田 忠久
演者　関西労災病院　臨床工学部 倉田 直哉

共催　テルモ株式会社
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合同セッション
安全な検査、治療を受けてもらうために何してる？　～各施設の取り組み～
 （15:20 ～ 16:20）

座長　岸和田徳洲会病院　看護師 木下 博子
　　　草津ハートセンター　臨床工学技士 中西 基修

情報収集のシステム化とその項目内容
京都桂病院　看護師

隅田 幹子
京都桂病院　臨床工学技士

舘 智子

安全に検査・治療を受けてもらうために～神戸大学医学部附属病院　アンギオ室の取
り組み～

神戸大学医学部附属病院　看護師
野間 聰子

神戸大学医学部附属病院　臨床工学技士
陽川 直子

安全な検査・治療を受けてもらうためのコメディカルの役割
康生会武田病院　看護師

赤松 里香
康生会武田病院　臨床工学技士

福田 友規

コメディカル運営委員会（16:30 ～ 17:00）
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