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第 1 会 場
メディカル
8：25〜 8：30　開会挨拶

8：30〜 9：10　ACS1

座長　村上　正明（岡山ハートクリニック　副院長）
　　　福家聡一郎（岡山赤十字病院　循環器内科）

01　 非心臓手術直後，左冠動脈主幹部ステント血栓症から心肺停止を来したが，集学的加療
により救命し得た1例

市立宇和島病院　循環器内科
渡部　勇太、大島　清孝、横本　祐希、河野　珠美、大木元明義

02　 Rotational atherectomyを必要とした高度石灰化病変と右冠動脈起始異常を合併し、
診断・治療に難渋した急性前壁中隔心筋梗塞の1例

国立病院機構岡山医療センター
内藤　貴教、林　　和菜、西原　大裕、辻　　真弘、重歳　正尚、田渕　　勲、 
下川原裕人、宗政　　充、松原　広己

03　 左前下行枝と右冠動脈の２枝同時閉塞を伴った急性心筋梗塞の一例
岡山大学病院
山岡　英功、吉田　雅言、大塚　寛昭、三好　　亨、伊藤　　浩

04　 CPAで発症したA型解離を合併したACSの1症例
香川労災病院　循環器内科
原　　翔平、西部　倫之、上枝　弘雄、藤原　泰和、渡邊　　謙

05　 保存的管理中に急性心筋梗塞を発症した冠動脈瘤の1例
１山口県済生会下関総合病院　循環器科
２山口県済生会下関総合病院　冠疾患治療科
３山口県済生会下関総合病院　心臓血管外科
平野　能文1、濵田　芳夫1、大村　昌人1、白石　宏造1、百名　英二1、山田寿太郎2、
池田　宜孝3
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9：10〜 9：42　ACS2

座長　高石　篤志（三豊総合病院　循環器科）
　　　池田俊太郎（愛媛大学大学院　循環器・呼吸器・腎高血圧内科学講座）

06　 血栓を多量に有する急性冠症候群に対する当院の新たな治療ストラテジー
広島市立広島市民病院　循環器内科
檜垣　忠直、中間　泰晴、駿河　宗城、中野　貴之、竹本　　創、橋本　　悠、 
友森　俊介、臺　　和興、大井　邦臣、川瀬　共治、末成　和義、西岡　健司、 
正岡　佳子、塩出　宣雄

07　 高齢者の3枝病変に対して待機的にPCIを施行した1症例
市立宇和島病院
大島　清孝、渡部　勇太、河野　珠美、横本　祐希、大木元明義

08　 チカグレロルを使用したACSの1例
徳島赤十字病院
吉田　浩一、米田　浩平、奥谷　孔幸、高藤　広弥、泉　　智子、當別當洋平、 
宮島　　等、小倉　理代、弓場健一郎、高橋　健文、細川　　忍、岸　　宏一、 
大谷　龍治、日浅　芳一

09　 Stent留置で回旋枝閉塞を来した左主幹部急性心筋梗塞の一例
鳥取大学医学部付属病院　循環器内科
網崎　良佑、渡部　友視、佐々木直子、矢田貝菜津子、加藤　雅彦、山本　一博
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第 2 会 場
コメディカル
8：30〜 9：10　コメディカル

座長　平田　弥生（倉敷中央病院）
　　　山口　裕司（広島市立安佐市民病院）

9：10〜 9：50　structural�heart�disease

座長　山本　桂三（心臓病センター榊原病院　循環器内科）
　　　福　　康志（倉敷中央病院　循環器内科）

C-01　 左室破裂修復術をカテ室で行ったチーム体制と今後の改善点
１社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院カテーテル室看護師
２社会医療法人社団十全会　心臓病センター榊原病院循環器内科
井伊　信久1、高松　幸子1、廣畑　　敦2

C-02　 中国・四国地区の循環器領域における医療被ばくの実態
医療法人あかね会　土谷総合病院　放射線室
石橋　　徹、山下由香利

C-03　 カテーテル検査中に合併症が出現しアセスメントに苦慮した1例
１心臓病センター榊原病院　カテーテル室
２心臓病センター榊原病院　循環器内科
貝原　大智1、高松　幸子1、井伊　信久1、林田　晃寛2、廣畑　　敦2、山本　桂三2

C-04　 当院における日帰りカテーテル検査止血用押圧器具の安全性の検討
医療法人広島ハートセンター・広島心臓血管クリニック
田中　友貴、越道　香織、園村　美雪、福原　桃子、坂根　有紀、奥原友太郎

C-05　 当院カテーテル室における緊急時シミュレーション実施の取り組み
社団医療法人十全会　心臓病センター榊原病院　カテーテル室
中澤　遼大、中島亜矢子、柴田　　恵、藤澤　拓也、池田　瑞希、高松　幸子、 
井伊　信久

10　 当院におけるMitraClip NTシステムを用いた経カテーテル僧帽弁クリップ術の初期成
績について

倉敷中央病院　循環器内科
久保　俊介、丸尾　　健、佐野　　新、三浦　勝也、天野　秀生、福　　康志、 
門田　一繁
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11　 経カテーテル大動脈弁留置術後早期に血栓弁が疑われた２症例
愛媛県立中央病院　循環器内科
松田　健翔、岡山　英樹、城戸　信輔、青野　哲哉、井関　洋成、田中　佑太、 
小崎　哲也、細川　沙生、川村　　豪、重松　達哉、川田　好高、日浅　　豪、 
山田　忠克、風谷　幸男

12　 TAVI導入から3年間の当院における成績と予後
１香川県立中央病院　循環器内科
２香川県立中央病院　心臓血管外科
３岡山大学　心臓血管外科
野坂　和正1、末澤　孝徳3、山本　圭亮1、林田　智博2、鵜川　聡子1、岡田　知明1、
山本　　修2、土井　正行1

13　 経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)導入前後での当院での大動脈弁狭窄症(severe 
AS)の治療についての変化

１島根大学医学部附属病院　循環器内科
２島根大学医学部附属病院　心臓血管外科
３島根大学医学部附属病院　麻酔科
４島根大学医学部附属病院　検査部
佐藤　寛大1、遠藤　昭博1、森田　祐介1、朴　　美仙1、岡田　大司1、香川　雄三1、
今井　健介2、末廣　章一2、延原　英介3、松田　高志3、吉冨　裕之4、織田　禎二2、
田邊　一明1

14　 当院におけるEvolut Rを使用したTAVIの初期成績
１倉敷中央病院　循環器内科
２倉敷中央病院　心臓血管外科
大家　理伸1、福　　康志1、小坂田皓平1、桑山　明宗1、古市　吉真2、天野　秀生1、
久保　俊介1、三宅　剛司1、丸尾　　健1、島本　　健2、後藤　　剛1、小宮　達彦2、
門田　一繁1
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第 3 会 場
メディカル
8：30〜 9：10　PCI�複雑病変1

座長　沖本　智和（土谷総合病院　循環器内科）
　　　羽原　誠二（倉敷中央病院　循環器内科）

9：10〜 9：42　PCI�複雑病変2

座長　加藤　雅也（広島市立安佐市民病院　循環器内科）
　　　岸　　宏一（徳島赤十字病院　循環器内科）

17　 ガイディングカテーテルのEngage困難症例に4F造影カテーテルとFLEXI wireによる
入換法が有用であった一例

国立病院機構　呉医療センター　循環器内科
岡　　俊治、重原　幹生、兵頭　洋平、宮本　翔伍、下永　貴司、木下　晴之、 
市川　織絵、杉野　　浩

18　 左前下行枝のPCI時に、近位部の高度屈曲病変のため、著明な血圧低下を繰り返した1例
鳥取県立中央病院心臓内科
川上　　健、影島　健二、菅　　敏光、那須　博司、吉田　泰之

19　 マイクロチャネルを有する右冠動脈亜閉塞に対する2nd tryでprimary retrograde 
approachを行った症例

国立病院機構岩国医療センター
片山　祐介、小寺　順久、飯田　倫公、山田　隆史、中島　充貴、森　　淳史、 
小出　祐嗣、和田　匡史、川本　健治、田中屋真智子、櫻木　　悟

15　 CTOへのPCIにおいてAntegrade Dissection Re-entry法を行った2症例
高知医療センター循環器内科
細木　信吾

16　 sumi2gSnareが有用だった一例
岡山大学循環器内科
吉田　雅言

20　 2つの側副血行路を利用しretrograde approachを行った再閉塞を繰り返すRCA 
CTOの一症例

１済生会下関総合病院　冠疾患治療科
２済生会下関総合病院　循環器内科
３山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学
山田寿太郎1、大村　昌人2、平野　能文2、白石　宏造2、濱田　芳夫2、岡村　誉之3、
小田　哲郎3、望月　　守3、立石　裕樹3、内海　仁志3
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10：55〜 11：27　狭心症1

座長　那須　博司（鳥取県立中央病院　心臓内科）
　　　宮川　和也（高知大学医学部　老年病・循環器内科学）

21　 冠動脈3枝病変を有する急性冠症候群に対し2枝同時に経皮的冠動脈インターベンショ
ンを施行した1例

香川県立中央病院
岡田　知明、津島　　龍、多屋　　慧、山本　圭亮、坂本　　愛、十河　将弘、 
鵜川　聡子、野坂　和正、高橋　正彦、大河　啓介、坂根　弘祐、土井　正行

22　 当院で行われたReversed wire techniqueの成績
岡山大学 循環器内科
吉田　雅言

23　 CTO病変に対するPCIにおけるRendez-vous wire法の有用性についての検討
心臓病センター榊原病院　循環器内科
曽根　尚彦、廣畑　　敦、松本　健佑、橘　　元見、西田　　剛、吉田　俊伸、 
吉岡　　亮、林田　晃寛、大原美奈子、伴馬　主一、山本　桂三

25　 冠攣縮性狭心症と労作性狭心症を合併し、薬剤治療に抵抗性を示し、ステント留置を行っ
た1例

１松山市民病院　臨床研修科
２松山市民病院　循環器内科
足立　良太1、高橋　夏来2、松下　純一2

24　 左主幹部のspasmをともなう、左前下行枝近位部に高度狭窄病変を認めた失神の1例
広島赤十字・原爆病院　循環器内科
古谷　元樹、加世田俊一、岡田　武規、大橋　紀彦、出井　尚美、柏原　彩乃

27　 高度屈曲血管のためにステント持ち込みが困難であった1例
徳島赤十字病院　循環器内科
田村　洋人、米田　浩平、日浅　芳一、大谷　龍治、岸　　宏一、細川　　忍、 
高橋　健文、弓場健一郎、宮島　　等、小倉　理代、當別當洋平、泉　　智子、 
高藤　広弥、瀬野　明穂

26　 断裂したRotablatorのburrを経カテーテル的に回収可能であった1例
愛媛県立中央病院　循環器病センター　循環器内科
川村　　豪、岡山　英樹、青野　哲哉、井関　洋成、松田　健翔、田中　佑太、 
細川　沙生、小崎　哲也、重松　達哉、川田　好高、日浅　　豪、山田　忠克、 
松岡　　宏、風谷　幸男
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11：27〜 11：59　狭心症2

座長　高木雄一郎（KKR高松病院　循環器内科）
　　　細木　信吾（高知医療センター　循環器内科）

13：55〜 14：43　PCI�その他1

座長　小田　　強（島根県立中央病院　循環器科）
　　　日浅　　豪（愛媛県立中央病院　循環器内科）

28　 微小血管性狭心症に伴い無症候性心筋梗塞をおこしたと推察された1例
１愛媛県立今治病院　循環器内科
２愛媛県立中央病院　総合診療科
三好　　徹1、大下　　晃1、川上　秀生1、松岡　　宏2

29　 重症大動脈弁狭窄症患者における虚血評価でcontrast FFRの有用性が示唆された１例
愛媛県立中央病院　循環器内科
青野　哲哉、岡山　英樹、城戸　信輔、松田　健翔、井関　洋成、細川　沙生、 
小崎　哲也、川村　　豪、重松　達哉、川田　好高、日浅　　豪、山田　忠克、 
松岡　　宏、風谷　幸男

30　 ステント遠位部狭窄病変の関与が疑われた2枝同時発症の超遅発性ステント血栓症の1
例

徳島大学循環器内科
轟　　貴史、若槻　哲三、山口　浩司、數藤久美子、原田　貴文、上野　理絵、 
西條　良仁、川端　　豊、伊藤　浩敬、伊勢　孝之、飛梅　　威、佐田　政隆

31　 ニトログリセリン投与後の冠攣縮誘発試験にて診断がついた労作時に胸部症状を有する
冠攣縮性狭心症の一例

JR広島病院　循環器内科
白根　　聡、上田　智広、大下　千景、寺川　宏樹

33　 2-linkステントにおいて不適切なJailを生じた場合の側枝拡張手順：PPSP
山口県立総合医療センター　循環器内科
中尾　文昭、池田　安宏、小田　隆将、上田　　亨、上山　　剛、藤井　崇史

34　 2度のPCIにおいて血栓の対処が困難であった一例
独立行政法人　国立病院機構　岩国医療センター
山田　隆史、片山　祐介、小寺　順久、飯田　倫公、中島　充貴、森　　淳史、 
小出　祐嗣、和田　匡史、川本　健治、田中屋真智子、櫻木　　悟

32　 多量血栓性病変に対し、Pulse Infusion Thrombolysis(PIT)が奏功した2例
高知赤十字病院　循環器内科
川田　泰正、高橋　清英、古谷　敏昭、竹中　奈苗、高橋　純一、近藤　史明
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35　 橈骨動脈低形成・閉塞例に対する同側尺骨動脈アプローチ血管造影・インターベンショ
ンは可能か—上肢動脈造影と指尖加速度脈波を用いた検討—

１香川井下病院循環器内科
２香川井下病院放射線技術部
３香川井下病院放射線看護部
４香川井下病院ME/生理検査部
松村憲太郎1、澳本　定一1、田島　茂樹2、小野　　悌2、久保　智美3、牧野　啓子3、
大平　好美3、谷口　令子3、合田美奈子3、高島　克幸3、大西　直樹4、浜田　美樹4

36　 RG3を使用しRotablatorを施行し、Burrがstuckした一例
高知医療センター
尾原　義和、斎藤　映介、山地　達也、飛田　諭志、吉村　由紀、福岡　陽子、 
古川　敦子、宮地　　剛、細木　信吾、山本　克人

37　 ガイドプラスの先端チップが冠動脈内に遺残してしまったRCA CTOへのPCI症例
高知大学医学部　老年病・循環器内科
野口　達哉、竹内　雅音、江渕　康柔、大澤　直人、高橋　　誠、古島　知樹、 
宮川　和也、北岡　裕章

38　 右冠動脈入口部高度狭窄に対してダブルルーメンカテーテルを用いた 
Virtual Bifurcation Wiringが有用であった一例

岩国医療センター　循環器内科
飯田　倫公、片山　祐介、小寺　順久、山田　隆史、中島　充貴、森　　淳史、 
小出　祐嗣、和田　匡史、川本　健治、田中屋真智子、櫻木　　悟

39　 Scoreflexが解離した石灰化病変でstuckしGuideLinerにて回収可能であった1例
愛媛県立中央病院　循環器内科
田中　祐太、岡山　英樹、井関　洋成、青野　哲哉、松田　健翔、細川　沙生、 
小﨑　哲也、川村　　豪、重松　達哉、川田　好高、日浅　　豪、山田　忠克、 
松岡　　宏、風谷　幸男

40　 高度石灰化病変のPCIで冠動脈貫通用カテーテルの先端チップが断裂した一例
広島市立安佐市民病院　循環器内科
東原　　佑、竹内　　誠、塩田　日子、小林　佑輔、山根　　彩、香川　英介、 
永井　道明、國田　英司、小田　　登、加藤　雅也、土手　慶五

14：43〜 15：31　PCI�その他2

座長　山田寿太郎（山口県済生会下関総合病院　循環器科）
　　　小倉　理代（徳島赤十字病院　循環器内科）
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15：31〜 16：03　心臓リハビリその他

座長　川上　秀生（愛媛県立今治病院　循環器内科）
　　　池田　哲也（岡山済生会総合病院　内科・循環器内科）

42　 Ultimasterステント留置症例にPSSを合併した2症例
高知大学　循環器内科
宮川　和也、野口　達哉、有馬　直輝、山本　ゆい、舟木　孝志、高橋　　誠、 
大澤　直人、古島　知樹、北岡　裕章

43　 大腸癌の化学療法中に急性心筋梗塞を発症し、血行再建に難渋した一症例
永頼会　松山市民病院　循環器内科
高橋　夏来、松下　純一

45　 Double right coronary artery from separate ostia within same right 
coronary cusp

川崎医科大学　循環器内科
今井孝一郎、久米　輝善、山田亮太郎、根石　陽二、上村　史朗

46　 冠動脈CTで診断しえた右単冠動脈症の1例
心臓病センター榊原病院
塩見　知大、西田　　剛、吉岡　　亮、伴場　圭一、大原美奈子、林田　晃寛、 
広畑　　敦、山本　桂三

47　 副腎静脈サンプリング施行中のCT撮影がカテーテル操作に有用であった一例
庄原赤十字病院
小武　瑶道、板倉　文乃、渡邊　紀晶、奥原宏一郎

44　 後期高齢冠動脈疾患患者の二次予防における脂質管理
KKR高松病院　心臓血管病センター循環器内科
松元　一郎、三﨑　敦史、黒住　瑞紀、難波　経立、高木雄一郎

41　 XIENCE SIERRAのストラットが変形し、PCIに難渋した1例
高知医療センター
宮地　　剛、斎藤　映介、山地　達也、飛田　論志、吉村　由紀、福岡　陽子、 
古川　敦子、尾原　義和、細木　信吾、山本　克人
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第 4 会 場
メディカル
8：30〜 9：10　EVT1

座長　江尻健太郎（岡山大学　循環器内科）
　　　川本　健治（岩国医療センター　循環器科）

49　 経カテーテル的血栓吸引療法が奏功した上腸間膜動脈血栓塞栓症の1例
１鳥取市立病院　循環器内科
２鳥取市立病院　放射線科
竹内　庸浩1、庄司　啓介1、田渕　真基1、島雄隆一郎1、橋本　政幸2

50　 経皮的腎動脈形成術により腎機能の著明な改善が得られた右腎動脈狭窄の1例
国立病院機構岡山医療センター
西原　大裕、重歳　正尚、林　　和菜、辻　　真弘、内藤　貴教、田渕　　勲、 
下川原裕人、宗政　　充、松原　広巳

51　 当院におけるSFA病変に対するInnova stentの臨床成績
社会医療法人近森会近森病院　循環器内科
今井龍一郎、関　　秀一、木田　遼太、冨士田孝子、西村　祐希、松田　英之、 
楠目　宝大、西田　幸司、中岡　洋子、山本　哲史、要　　致嘉、窪川　渉一、 
川井　和哉

52　 対側頸動脈閉塞を伴う頸動脈狭窄症に対して頸動脈ステント留置術を行った3例
１岡山医療センター　循環器科
２岡山医療センター　臨床研究部
林　　和菜1、宗政　　充1、西原　大裕1、辻　　真弘1、内藤　貴教1、重歳　正尚1、
田渕　　勲1、下川原裕人1、松原　広己1, 2

48　 浅大腿動脈慢性閉塞病変治療後に生じた膝窩動静脈瘻の1例
徳島大学病院　循環器内科
山口　浩司、若槻　哲三、上野　理絵、川端　　豊、伊藤　浩敬、轟　　貴史、 
伊勢　孝之、飛梅　　威、佐田　政隆



− 31−

9：10〜 9：42　EVT2

座長　関　　秀一（近森病院　循環器内科）
　　　岡　　俊治（独立行政法人国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　循環器内科）

53　 EVT後に感染性仮性動脈瘤を来した1例
１津山中央病院　循環器内科
２津山中央病院　心臓血管外科
３津山中央病院　感染症内科
森　　久寿1、山中　俊明1、久保　陽司2、剱持　礼子2、松本　三明2、藤田　浩二3、
遠藤　豊宏1、難波　悠介1、吉村　真吾1、安原健太郎1、池田　悦子1、井田　　潤1、
柚木　　佳1、岡　　岳文1

54　 右急性下肢虚血に対して緊急で血管内治療を行い救肢できた一例
岩国医療センター　循環器内科
飯田　倫公、川本　健治、小寺　順久、山田　隆史、中島　充貴、森　　淳史、 
小出　祐嗣、和田　匡史、田中屋真智子、片山　祐介、櫻木　　悟

55　 Rutherford5のCLIに対し、EVT成功するも、感染コントロールできず、再閉塞も繰り返
し下腿切断となった一例。

高松赤十字病院　循環器内科
瀧波　裕之、多田　典弘、宮井　翔平、末澤　知聡、外山　裕子、松原　一志

56　 ArmetがEVTシーンを変える
独立行政法人　国立病院機構　岩国医療センター　循環器内科
川本　健治、小寺　順久、飯田　倫公、山田　隆史、中島　充貴、森　　淳史、 
小出　祐嗣、和田　匡史、田中屋真智子、片山　祐介、櫻木　　悟

10：55〜 11：27　イメージング1

座長　久米　輝善（川崎医科大学　循環器内科学）
　　　中尾　文昭（山口県立総合医療センター　循環器内科）

57　 石灰化プラークに対してCoronary Orbbital Atherectomy Systemを使用した一例
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院
竹本　　創、臺　　和興、駿河　宗城、中野　貴之、橋本　　悠、檜垣　忠直、 
大井　邦臣、中間　泰晴、川瀬　共治、西岡　健司、大塚　雅也、正岡　佳子、 
塩出　宜雄

58　 BP-EES stent留置15 ヶ月後に出現したISRに対し、PCI中にno-flowを生じた１例
松江赤十字病院　循環器内科
赤坂　俊彦、城田きんや、井上　義明、石井　裕繁、三村　麻郎、清水　孝史、 
神谷　裕子、岩崎　洋一郎
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59　 ステント内に発生した血栓の器質化と内膜被覆の経過をOFDIで確認した1例
岡山市立市民病院　循環器内科
諸國元太郎、河村　浩平、小野　　環、時岡　浩二、河合　勇介、大江　　透

60　 ポリマーフリーバイオリムスA9溶出性ステント留置慢性期に血管内視鏡にてステントを
評価し得た2症例について

地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院循環器内科
橋本　　悠、臺　　和興、駿河　宗城、中野　貴之、竹本　　創、檜垣　忠直、 
大井　邦臣、川瀬　共治、中間　泰治、西岡　健司、大塚　雅也、正岡　佳子、 
塩出　宜雄

11：27〜 11：51　イメージング2

座長　若槻　哲三（徳島大学病院　循環器内科学）
　　　竹林　秀雄（福山循環器病院　循環器内科）

61　 冠動脈CT撮像後、待機中にST上昇型急性心筋梗塞を発症した1例
愛媛県立中央病院　循環器病センター　循環器内科
小﨑　哲也、岡山　英樹、城戸　信輔、井関　洋成、松田　健翔、青野　哲哉、 
田中　祐太、細川　沙生、川村　　豪、重松　達哉、川田　好高、日浅　　豪、 
山田　忠克、風谷　幸男

62　 LMT冠動脈瘤に対してカバードステント(GRAFTMASTER®)を留置し、5年後にOCT
で病変部の観察を行った一例 

心臓病センター榊原病院　循環器内科
福山　哲史、廣畑　　敦、松本　健祐、橘　　元見、西田　　剛、吉田　俊信、 
吉岡　　亮、川本　隆弘、林田　晃寛、大原美奈子、伴場　主一、山本　桂三

63　 左前下行枝と対角枝の分岐部病変に嚢状動脈瘤を合併した一例
済生会山口総合病院　循環器内科
山田　倫生、赤川　英三、金本　将司、國近　英樹、小野　史朗
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14：27〜 15：07　ニューデバイス

座長　遠藤　昭博（島根大学医学部附属病院　循環器内科学）
　　　難波　靖治（岡山ろうさい病院　循環器内科）

13：55〜 14：27　ACS3

座長　吉川　昌樹（福山市民病院　循環器内科）
　　　河合　勇介（岡山市立市民病院　循環器内科）

65　 PCSK‐9阻害薬を用いて治療し得たスタチン不耐急性冠症候群の一例
島根大学医学部附属病院　循環器内科
香川　雄三、遠藤　昭博、石倉　正大、三浦　重禎、森田　祐介、岡田　大司、 
佐藤　寛大、田邊　一明

66　 ST上昇型急性心筋梗塞症における冠動脈責任病変形態と血栓量の関係
津山中央病院　循環器内科
柚木　　佳、山口　聡美、遠藤　豊宏、森　　久寿、難波　悠介、吉村　真吾、 
山中　俊明、池田　悦子、井田　　潤、岡　　岳文

67　 plaque protrusionが原因と思われるacute stent thrombosisをきたしたACSの一例
住友別子病院　循環器内科
清山　浩介、松尾　直朗、岡　明宏、梶谷　昌史

64　 左主幹部に血栓を認めた急性冠症候群の1例
徳島赤十字病院　循環器内科
米田　浩平、高橋　健文、岸　　宏一、吉田　浩一、戸根　沙織、瀬野　明穂、 
高藤　広弥、泉　　智子、當別當洋平、小倉　理代、宮島　　等、弓場健一郎、 
細川　　忍、大谷　龍治

69　 当院におけるDCAを用いたPCIの治療成績
心臓病センター榊原病院　循環器内科
西田　　剛、廣畑　　敦、山本　桂三

70　 LAD起始部の病変に対してDCA-DCBにより良好な経過を得た一例
香川県立中央病院　循環器内科
津島　　龍、多屋　　慧、山本　圭亮、坂本　　愛、十河　将弘、鵜川　聡子、 
岡田　知明、野坂　和正、高橋　正彦、大河　啓介、坂根　弘祐、土井　正行

68　 Emergency ELCA + elective Rotablatorにより十分なステント拡張及び側枝の保護
に成功したACS症例

独立行政法人国立病院機構　岩国医療センター
中島　充貴、片山　祐介、小寺　順久、飯田　倫公、山田　隆史、森　　淳史、 
小出　祐嗣、和田　匡史、川本　健治、田中屋真智子、櫻木　　悟
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71　 左冠動脈回旋枝入口部の高度狭窄病変に対してDrug-Coating Balloonを用いて治療
を行った3症例

愛媛県立中央病院
井関　洋成、岡山　英樹、城戸　信輔、青野　哲哉、松田　健翔、小崎　哲也、 
田中　祐太、細川　沙生、川村　　豪、重松　達哉、川田　好高、日浅　　豪、 
山田　忠克、風谷　幸男

72　 回旋枝入口部病変に対してDCA+DCBで加療を行った7症例の検討 
心臓病センター榊原病院
山内秀一郎、廣畑　　敦、松本　健佑、橘　　元見、西田　　剛、吉田　俊伸、 
吉岡　　亮、川元　隆弘、林田　晃寛、大原美奈子、伴場　主一、山本　桂三

15：07〜 15：39　その他

座長　尾崎　就一（山陰労災病院　循環器科）
　　　外山　裕子（高松赤十字病院　循環器内科）

73　 Günther Tulip® IVC filterの抜去に難渋した1例
１愛媛県立今治病院　循環器内科
２愛媛県立中央病院　総合診療科
川上　秀生1、河野　佑典1、城戸　信輔1、三好　　徹1、大下　　晃1、松岡　　宏2

74　 肺塞栓症を合併したPaget-Schroetter症候群（原発性鎖骨下静脈血栓症）の一例
国立病院機構岡山医療センター　循環器内科
辻　　真弘、林　　和菜、西原　大裕、内藤　貴教、重歳　正尚、田渕　　勲、 
下川原裕人、宗政　　充、松原　広己

75　 Catheter-directed thrombolysisにて最終的に順行性の血流がえられなかった深部
静脈血栓症の一例

JR広島病院　循環器内科
髙田悠太朗、上田　智広、大下　千景、寺川　宏樹

76　 バルサルバ洞動脈瘤破裂による急性心筋梗塞の１例
１島根大学医学部附属病院　循環器内科
２島根大学医学部附属病院　心臓血管外科
森田　祐介1、遠藤　昭博1、朴　　美仙1、岡田　大司1、香川　雄三1、佐藤　寛大1、
伊藤　　恵2、末廣　章一2、田邊　一明1

12：10〜 13：00　運営委員会

77　 急性心筋梗塞のステント留置後に急性冠閉塞と他枝閉塞を同時に起こした症例
市立三次中央病院　循環器内科
魚谷悠希未、小畠　啓史、妹尾　淳弘、三上　慎祐、小林　賢悟、田中　幸一


