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11：27〜 11：59　PCI�石灰化1

座長　細木　信吾（細木病院　循環器内科）
　　　吉田　雅言（岡山大学循環器内科）

01　 Paclitaxel-eluting stent留置後遠隔期に高度なステント内充実性石灰化を伴う再狭窄
を生じ、治療に難渋した１例

松江赤十字病院　循環器内科
城田　欣也、井上　義明、石井　裕繁、春木　伸彦、清水　孝史、岩崎洋一郎、
辻本　大起、古原　　聡

02　 右冠動脈入口部のcalcified noduleによるSTEMIに対してrotablatorとDCBを用い
てprimary PCIを施行した１例

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

03　 高度石灰化病変に対して、2期的にロータブレーターを使用してPCIを完遂した2症例
香川県立中央病院　循環器内科
多屋　　慧、岡田　知明、津島　　龍、山本　圭亮、高木　　航、十河　将弘、
鵜川　聡子、野坂　和正、高橋　正彦、大河　啓介、坂根　弘佑、土井　正行

04　 Contrast ELCAとScoreflex NCでのlong inflationを行った一例
鳥取大学医学部附属病院　第一内科
原田　貴史、渡部　友視、赤坂　俊彦、佐々木直子、矢田貝菜津子、平井　雅之、
加藤　雅彦、山本　一博

9月7日㈯　第1会場
メディカル
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11：59〜 12：31　PCI�CTO

座長　岸　　宏一（徳島赤十字病院　循環器内科）
　　　山田寿太郎（山口県済生会下関総合病院　循環器科）

05　 右冠動脈近位部高度病変を伴う右冠動脈中間部慢性完全閉塞病変に対し、antegrade 
approachにてPCIを施行し、血行再建に成功した症例

岡山赤十字病院　循環器内科
川北　祝史、和多　　一、溝渕　朝子、大澤　和宏、田中　正道、湯本　晃久、
齋藤　博則、福家聡一郎

06　 右冠動脈慢性閉塞病変(RCA-CTO)の不成功症例に対し、リエントリーデバイスを使用し
成功し得た1例

徳島赤十字病院　循環器科
栗本　真吾、岸　　宏一、田村　洋人、吉田　浩一、奥谷　孔幸、米田　浩平、
當別當洋平、小倉　理代、弓場健一郎、高橋　健文、細川　　忍、大谷　龍治

07　 R-CART、Retrograde GW crossingにおいてIVUS confirmation/navigationが有
用であった3症例

国立病院機構　岩国医療センター　循環器内科
片山　祐介、齊藤　宇亮、川口　逹登、飯田　倫公、山田　隆史、中島　充貴、
小出　祐嗣、和田　匡史、川本　健治、田中屋真智子、櫻木　　悟

08　 CTO病変に対してガイドワイヤー通過後デバイス通過に難渋した症例の検討
倉敷中央病院　循環器内科
田中　裕之、多田　　毅、福　　康志、後藤　　剛、門田　一繁
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メディカル
9月7日㈯　第2会場

8：30〜 9：02　SHD1

座長　細川　　忍（徳島赤十字病院　循環器内科）
　　　福　　康志（倉敷中央病院　循環器内科）

09　 経カテーテル大動脈弁留置術後に血液透析を導入され感染性心内膜炎を生じた1例
１愛媛県立中央病院　臨床研修センター
２愛媛県立中央病院　循環器内科
石村　泰裕1、岡山　英樹2、日浅　　豪2、城戸　信輔2、青野　哲哉2、松田　健翔2、
田中　祐太2、細川　沙生2、小崎　哲也2、川村　　豪2、重松　達哉2、川田　好高2、
山田　忠克2、風谷　幸男2

10　 悪性腫瘍術前にTAVIを施行した３例
愛媛県立中央病院　循環器病センター　循環器内科
城戸　信輔、岡山　英樹、岡部　　光、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

11　 当院における経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI ）の初期成績
島根大学医学部附属病院
佐藤　寛大、遠藤　昭博、森田　祐介、安田　　優、川原　　洋、香川　雄三、
田邊　一明

12　 TAVI対象患者における脂質プロファイルの検討
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
野坂　和正1、林田　智博2、津島　　龍1、多屋　　慧1、山本　圭亮1、髙木　　航1、
十河　将弘1、鵜川　聡子1、岡田　知明1、高橋　正彦1、大河　啓介1、坂根　弘祐1、
土井　正行1



− 24−

9：02〜 9：50　ACS1

座長　遠藤　昭博（島根大学医学部附属病院　循環器内科）
片山　祐介（岩国医療センター　循環器内科）　　　

13　 若年のST上昇型急性心筋梗塞の一例
島根大学医学部附属病院 　循環器内科
香川　雄三、遠藤　昭博、安田　　優、森田　祐介、川原　　洋、佐藤　寛大、
田邊　一明

14　 家族性高コレステロール血症により濃厚な心血管イベントの家族歴があるも投薬治療を
せずに急性心筋梗塞を引き起こした1例

１三豊総合病院　循環器病センター
２上枝循環器内科クリニック
３岡山大学大学院保険学研究科
山地　達也1、香川　健三1、吉野　智博1、森　　久寿1、岸之上隆雄1、安原健太郎1、
谷本　匡史1、中野由加理1、大西　伸彦1、高石　篤志1、上枝　正幸2、廣畑　　聡3

15　 血栓形成を繰り返した若年女性でのネフローゼ合併AMIの一例
１三豊総合病院
２岡山大学大学院保健学研究科
３上枝循環器内科クリニック
吉野　智博1、香川　健三1、岸之上孝雄1、森　　久寿1、山地　達也1、安原健太郎1、
谷本　匡史1、中野由加里1、大西　伸彦1、高石　篤志1、廣畑　　聡2、上枝　正幸3

16　 血栓溶解療法を併用した急性心筋梗塞の1例
広島赤十字・原爆病院
古谷　元樹、柏原　彩乃、出井　尚美、大橋　紀彦、岡田　武規

17　 多量の血栓の処理に難渋した亜急性下壁心筋梗塞の1例
福山市民病院　循環器内科
村上　周平、内藤洋一郎、赤井　弘明、吉田　　優、加藤　雄一、高橋　　生、
荒井　靖典、藤田　慎平、鈴木　秀行、杉山　弘恭、久保　元基、吉川　昌樹

18　 Plaque erosionによると思われる急性冠症候群の2症例
徳島赤十字病院　循環器内科
米田　浩平、岸　　宏一、栗本　真吾、瀬野　明穂、奥谷　孔幸、泉　　智子、
當別當洋平、元木康一郎、小倉　理代、宮島　　等、弓場健一郎、高橋　健文、
細川　　忍、大谷　龍治
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11：27〜 11：59　SHD2

座長　日浅　　豪（愛媛県立中央病院　循環器内科）
　　　西岡　健司（広島市立広島市民病院　循環器内科）

10：55〜 11：27　PCI�BailOut

座長　廣畑　　敦（心臓病センター榊原病院　循環器内科）
　　　村上　和司（香川大学医学部附属病院　循環器内科）

19　 冠動脈ステント留置後に側枝保護ワイヤーが抜去困難になりbailoutした１例
広島市立安佐市民病院
國田　英司、竹内　　誠、小畠　啓史、大澤　文乃、塩田　日子、
小林　佑輔、山根　　彩、永井　道明、香川　英介、小田　　登、
加藤　雅也、土手　慶五

20　 冠動脈内で断裂し抜去困難となったガイドワイヤーをSoutenirを用いて回収した一例
広島市立安佐市民病院　循環器内科
塩田　日子、香川　英介、竹内　　誠、大澤　文乃、小畠　啓史、小林　佑輔、
山根　　彩、永井　道明、國田　英司、小田　　登、加藤　雅也、土手　慶五

21　 ステント留置後に冠動脈穿孔をきたしたもののperfusion balloonで止血を得られた一
例

福山市民病院　循環器内科
吉田　　優、内藤洋一郎、赤井　弘明、村上　周平、加藤　雄一、高橋　　生、
荒井　靖典、藤田　慎平、鈴木　秀行、杉山　弘恭、久保　元基、吉川　昌樹

22　 Covered stent留置にて左冠動脈穿孔をBail outできた一例
国立病院機構岡山医療センター
内藤　貴教、田渕　　勲、林　　和菜、辻　　真弘、西原　大裕、重歳　正尚、
下川原裕人、宗政　　充

23　 単冠動脈症合併重症大動脈弁狭窄症に対してTAVIを施行した1例 
徳島大学病院　循環器内科
川端　　豊、若槻　哲三、山口　浩司、伊勢　孝之、高橋　智紀、上野　理絵、
飛梅　　威、佐田　政隆

24　 スネアを用いて自己拡張型経カテーテル人工弁のdeliveryに成功した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、細川　沙生、小崎　哲也、
田中　祐太、川村　　豪、重松　達哉、川田　好高、日浅　　豪、山田　忠克、
風谷　幸男
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11：59〜 12：31　SHD3

座長　中川　晃志（岡山大学循環器内科）
　　　久保　俊介（倉敷中央病院　循環器内科）

25　 EvolutPro収納時にハンドル破損を起こしたが回収できた一症例
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
野坂　和正1、林田　智博2、津島　　龍1、多屋　　慧1、山本　圭亮1、髙木　　航1、
十河　将弘1、鵜川　聡子1、岡田　知明1、高橋　正彦1、大河　啓介1、坂根　弘祐1、
土井　正行1

26　 バルン拡張型経カテーテル人工弁を留置後に大動脈-右室短絡を生じた1例
愛媛県立中央病院　循環器内科
松田　健翔、岡山　英樹、日浅　　豪、城戸　信輔、青野　哲哉、田中　裕太、
細川　紗生、小崎　哲也、川村　　豪、重松　達哉、川田　好高、山田　忠克、
風谷　幸男

27　 当院におけるMitraClipの現状
倉敷中央病院　循環器内科
宮嶋　啓伍、久保　俊介、岡部　浩哉、三浦　勝也、天野　秀生、丸尾　　健、
門田　一繁

28　 弁尖間のギャップを伴う機能性僧帽弁閉鎖不全症に対してMitraClipを施行し低拍出症
候群の治療を行った一例

倉敷中央病院　循環器内科
岡部　浩哉、久保　俊介、宮嶋　啓伍、三浦　勝也、天野　秀生、丸尾　　健、
福　　康志、門田　一繁

29　 重度の三尖弁逆流によって低酸素血症を合併した高齢者心房中隔欠損症に対するカテー
テル閉鎖術

１岡山大学病院　循環器内科
２島根県済生会江津総合病院　循環器内科
藤本　竜平1、赤木　禎治1、三木　崇史1、前田　篤慶2、岩野　貴之1、角南　春樹1、
高谷　陽一1、中川　晃志1、伊藤　　浩1

30　 卵円孔開存の診断における経胸壁心エコー図の有用性
岡山大学病院　循環器内科
赤木　禎治、高谷　陽一、中山　理絵、三木　崇史、中川　晃志、杜　　徳尚、
伊藤　　浩
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コメディカル
14：40〜 15：20　コメディカル1

座長　河藤　壮平（岡山ハートクリニック）
　　　濱口　富代（近森病院）

15：20〜 15：52　コメディカル2

座長　澤田健一郎（鳥取県立中央病院）
　　　茂刈　正毅（萩市民病院）

C-01　 血管造影室におけるタイムアウトの導入
 〜多職種間での情報共有の実施によりインシデントの発生防止につなげる〜

香川県立中央病院　救急部兼放射線部
村上　留美、谷本　百恵、徳永　朱実

C-02　 ACS看護に対する自信度向上への取り組み
 〜 ERから緊急IVRまで根拠に基づいた看護プロセスの導入〜

香川県立中央病院　救急部兼放射線部
穴吹　祥子、平田　智子、大塩　貴子

C-03　 当院における緊急冠動脈形成術時に対するアプローチ部位の検討
１医療法人　広島ハートセンター　広島心臓血管クリニック　診療技術部
２医療法人　広島ハートセンター　広島心臓血管クリニック　循環器内科
中本　征則1、森末　明彦1、前田　賢吾1、細木　政載1、中山　睦夫2、松田　　理2、
近藤　健人2、木村　祐之2

C-04　 遠位橈骨動脈穿刺後の減圧プロトコールに関する一考察
広島ハートセンター　広島心臓血管クリニック
越道　香織、秦　由美子、清田　友貴

C-05　 心臓カテーテル検査におけるTRバンドとVasoStatの止血効果と苦痛の比較
香川県立中央病院　5西病棟
阿野　敬子

C-06　 先天性心膜欠損症を有する外傷性冠動脈瘤破裂症例に対してインターベンションにて
救命し得た一例

社会医療法人社団十全会　心臓病センター榊原病院　臨床工学科
竹内　　凌、小森田　翔、吉岡　　徹、二寶　誠也、中島　康佑
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C-07　 TAVI計測もクリンピングもローディングもおまかせ！香川県立中央病院からはじまる
画期的？診療放射線技師の役割

１香川県立中央病院 放射線部
２香川県立中央病院 循環器内科
三木　正行1、池田　誉征1、津島　　龍2、多屋　　慧2、山本　圭亮2、高木　　航2、
十河　将弘2、鵜川　聡子2、岡田　知明2、野坂　和正2、高橋　正彦2、大河　啓介2、
坂根　弘祐2、土井　正行2

C-08　 重回帰分析で探る！脊柱変形がPerpendicularの誤差に与える要因と推定補正
１香川県立中央病院 放射線部
２香川県立中央病院 循環器内科
三木　正行1、津島　　龍2、多屋　　慧2、山本　圭亮2、高木　　航2、十河　将弘2、
鵜川　聡子2、岡田　知明2、野坂　和正2、高橋　正彦2、大河　啓介2、坂根　弘祐2、
土井　正行2

C-09　 アンギオ同期によるiFR・IVUSガイド下PCIの有用性
１済生会今治病院　臨床工学部
２済生会今治病院　循環器内科
村上　大斗1、松村　和也1、黒川　千裕1、眞木　佑輔2、佐藤　慎二2、美馬　　敦2
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9月7日㈯　第3会場
メディカル
10：55〜 11：35　EVT1

座長　藤原　泰和（香川労災病院　第二循環器内科）　　　　　　
重歳　正尚（国立病院機構岡山医療センター　循環器内科）

32　 胸腹部大動脈解離・人工血管置換術３年後に、上腸間膜動脈の仮性瘤と、両側腎動脈の
急性閉塞に対し、一期的にEVTした一例

１高松赤十字病院　循環器内科
２高松赤十字病院　放射線科
３高松赤十字病院　心臓血管外科
瀧波　裕之1、外山　芳弘2、榊原　　裕3、多田　典弘1、末澤　知聡1、外山　裕子1、
西村　和修3、松原　一志1

33　 4Fr sheathless PV(115cm)カテを用いた「左」橈骨・尺骨動脈アプローチPTRA(経
皮的腎動脈形成術)の有用性

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部
松村憲太郎1、澳本　定一1、小幡　史明1、田島　茂樹2、小野　　悌2、久保　智美3、
牧野　啓子3、谷口　令子3、合田美奈子3、大平　好美3、高島　克幸3、大西　直樹4

31　 Paget-Schroetter syndromeに対してカテーテル血栓溶解療法後に直接経口抗凝固
薬で治療した一例

兵庫県立淡路医療センター　循環器内科
濱名　智世、林　　孝俊、奥田　正則、岡本　　浩、井上　琢海、岩崎　正道、
黒田　浩史、羽渓　　優、藤本　　恒、小田島　進、福石　悠太、古川　達也

34　 腎不全合併虚血肢患者に対するminimum-contrast下肢血管形成術の取り組みについ
て

徳島大学病院　循環器内科
山口　浩司、若槻　哲三、高橋　智紀、上野　理絵、川端　　豊、伊勢　孝之、
飛梅　　威、佐田　政隆

35　 右内頚動脈高度狭窄に対し頚動脈ステント留置術を施行したのちに徐脈、低血圧が遷延
した一例

国立病院機構岡山医療センター 循環器内科
藤井　千尋、林　　和菜、西原　大裕、辻　　真弘、内藤　貴教、重歳　正尚、
田渕　　勲、下川原裕人、宗政　　充
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11：35〜 12：07　PCI�その他1

座長　竹谷　善雄（四国こどもとおとなの医療センター　循環器内科）
　　　野口　達哉（高知大学医学部　老年病・循環器内科学講座）

36　 冠動脈に瘤状部がありワイヤーの通過に難渋した1例
１永頼会松山市民病院　臨床研修科
２永頼会松山市民病院　循環器内科
河原田さくら1、高橋　夏来2、松下　純一2

37　 血管の蛇行が高度でガイディングカテーテルのエンゲージに難渋し,Guide-Extension
システムを使用してPCIを施行したACSの一例

済生会松山病院　循環器内科
宮部　　亮、門田　久紀、重見　　晋、佐伯　秀幸、渡辺　浩毅

38　 Modified jailed balloon techniqueが有効であった一例
国立病院機構　呉医療センター
岡　　俊治、坂井　拓海、重原　幹生、宮本　翔伍、住元　庸二、下永　貴司、
木下　晴之、市川　織絵、杉野　　浩

39　 左主幹部入口部でのステント突出症例
高松赤十字病院　循環器内科
宮井　翔平、外山　裕子、山田　桂嗣、萬谷　　薫、宮崎晋一郎、瀧波　裕之、
多田　典弘、末澤　知聡、松原　一志
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15：48〜 16：20　PCI�その他2

座長　外山　裕子（高松赤十字病院　循環器内科）　　　　　　　
　　　盛重　邦雄（松山赤十字病院循環器センター　循環器内科）

40　 待機的PCI中に急性のMRによる心不全を来した1例
徳島県立三好病院　循環器内科
原田　貴文、山本　博貴、蔭山　徳人

41　 感染性心内膜炎加療中、疣贅による右冠動脈塞栓を認め、カテーテルにより疣贅を回収
し得た一例

国立病院機構　岡山医療センター　循環器内科
辻　　正弘、藤井　千尋、林　　和菜、西原　大祐、内藤　貴教、重歳　正尚、
田渕　　勲、下川原裕人、宗政　　充、松原　広己

42　 遠隔期に良好な血管径が得られた慢性完全閉塞病変の一例
広島市立安佐市民病院　循環器内科
竹内　　誠、國田　英司、塩田　日子、小畠　啓史、大澤　文乃、小林　佑輔、
山根　　彩、永井　道明、香川　英介、小田　　登、加藤　雅也、土手　慶五

43　 回旋枝CTO病変に対するPCIにて冠動脈穿孔を起こし、カバードステントを留置した一
例

１国民健康保険智頭病院 内科
２鳥取県立中央病院 心臓内科
井上　直也1、吉田　泰之2、那須　博司2、菅　　敏光2、影嶋　健二2

16：20〜 17：00　PCI�DCB

座長　多田　　毅（倉敷中央病院　循環器内科）
　　　久米　輝善（川崎医科大学　循環器内科学）

44　 完全閉塞病変治療後にresidual dissectionを認めたもののdrug coated balloonの
みで良好な経過を得た一例

鳥取大学医学部附属病院　循環器内科
渡部　友視、赤坂　俊彦、佐々木　直子、矢田貝菜津子、加藤　雅彦、山本　一博

45　 短期間にステント内再狭窄（ISR ）を繰り返す慢性血液透析患者の一例
高知大学医学部　循環器内科
野口　達哉、北代亮太郎、西村　拓哉、舟木　孝志、倉岡駿太郎、森木　俊宏、
古島　知樹、宮川　和也、北岡　裕章



− 32−

46　 当院における薬剤コーテッドバルーン（DCB ）の治療成績
徳島県立中央病院 循環器内科
仁木　敏之、藤永　裕之、飯間　　努、川田　篤志、岡田　　歩、山本　浩史

47　 側枝入口部への薬剤溶出バルーンを用いた分岐部病変への治療成績
徳山中央病院　循環器内科
田中　正和、中嶋　佑輔、松山　哲也、縄田　純也、平塚　淳史、原田　　希、
岩見　孝景、小川　　宏、分山　隆敏

48　 ステント内再狭窄に対して薬剤コーティングバルーンにて加療し、その2 ヵ月後にステン
ト内閉塞による急性心筋梗塞を発症した1例

１高知県立あき総合病院　循環器内科
２高知大学老年病・循環器内科
桑原　昌則1、古野　貴志1、西村　拓哉1、吉本　光広1、北岡　裕章2
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53　 浅大腿動脈の高度石灰化病変に対してcal-crush法後に薬剤溶出性バルーンによる治療
を行った一症例

兵庫県立淡路医療センター　循環器内科
黒田　浩史、林　　孝俊、奥田　正則、岡本　　浩、井上　琢海、岩崎　正道、
羽渓　　優、藤本　　恒、小田島　進、濱名　智世、福石　悠太、古川　達也

54　 高度石灰化を伴う浅大腿脈、膝窩動脈のCTO病変に対してSUPERA stentで治療した1
例

社会医療法人近森会　近森病院　循環器内科
今井龍一郎、渡邉　圭介、関　　秀一、西村　祐希、松田　英之、菅根　裕紀、
西田　幸司、山本　哲史、窪川　渉一、川井　和哉、浜重　直久

49　 高度蛇行の腸骨動脈に留置した自己拡張型ステントが引き延ばされてしまった一例
下関市立市民病院　循環器内科
辛島　詠士、有馬　岳史、與田　俊介、安田　潮人、金子　武生

50　 両側総腸骨動脈狭窄に対しVIABAHN VBXを用いて加療を行った1例
国立病院機構岡山医療センター　循環器内科
林　　和菜、田渕　　勲、辻　　真弘、西原　大裕、内藤　貴教、重歳　正尚、
下川原裕人、宗政　　充、松原　広己

51　 総腸骨動脈病変に対してVBXステントグラフトによるkissing stentを行った1例
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、河口　達登、齋藤　宇亮、飯田　倫公、山田　隆史、中島　充貴、
小出　祐嗣、和田　匡史、田中屋真智子、片山　祐介、櫻木　　悟

52　 大腿膝窩動脈病変に対する、薬剤コーティングバルーン(DCB)治療後の再狭窄症例
社会医療法人近森会　近森病院　循環器内科
渡邉　圭介、今井龍一郎、関　　秀一、西村　祐希、松田　英之、菅根　裕紀、
西田　幸司、山本　哲史、窪川　渉一、川井　和哉、浜重　直久

9月8日㈰　第1会場
メディカル
8：30〜 9：18　EVT2

座長　關　　秀一（近森病院　循環器内科）
　　　戸田　洋伸（岡山大学循環器内科）　　　
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55　 シェーグレン症候群合併全身性強皮症患者の重症下肢虚血に、血管内治療と腰部交感神
経節ブロックを併用し救肢することができた一例

兵庫県立淡路医療センター　循環器内科
井上　琢海、黒田　浩史、福石　悠太、古川　達也、濱名　智世、小田島　進、
藤本　　恒、羽渓　　優、岩崎　正道、岡本　　浩、奥田　正則、林　　孝俊

56　 透析患者に発症した重症下肢虚血(Rutherford5)に対しDistal Bypass術中にグラフト
吻合の前後に足背動脈にバルーニングして良好な初期治療経過を得た一例

１岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　循環器内科
２岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　心臓血管外科
大塚　寛昭1、戸田　洋伸1、岩野　貴之1、江尻健太郎1、大澤　　晋2、三好　　亨1、
中村　一文1、伊藤　　浩1

9：18〜 9：58　EVT3

座長　弓場健一郎（徳島赤十字病院　循環器内科）
　　　川本　健治（岩国医療センター　循環器内科）

57　 高度石灰化を伴う浅大腿動脈の慢性完全閉塞病変においてCrosser先端チップが断裂
し、double wire techniqueによりbail outに成功した重症虚血肢1例

岩国医療センター
中島　充貴、河口　達登、斎藤　宇亮、飯田　倫公、山田　隆史、小出　祐嗣、
和田　匡史、川本　健治、田中屋真智子、片山　祐介、櫻木　　悟

58　 血管内治療がslow flowで終了したため末梢の医原性仮性動脈瘤の発覚が遅れた1例
岡山市立市民病院　循環器内科
河村　浩平、時岡　浩二、黒田　和宏、諸国元太郎、小野　　環、大江　　透、
河合　勇介

59　 重症下肢虚血症例のEVT時にレーザー血流計を用いた術中モニタリング
高松赤十字病院　循環器内科
多田　典弘、松原　一志、吉田　直史、宮井　翔平、山田　桂嗣、石原　　優、
萬谷　　薫、津島　　翔、宮崎晋一郎、寒川　睦子、瀧波　裕之、末澤　知聡、
外山　祐子
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8：30〜 9：10　PCI�石灰化2

座長　山本　哲史（近森病院　循環器内科）
　　　岡田　知明（香川県立中央病院　循環器内科）

9月8日㈰　第2会場
メディカル

60　 Stent jailした対角枝の高度石灰化病変に対してGuideLinerを用いてRotablatorを施
行した1例

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

61　 Rotablator後に狭窄が進行した左冠動脈前下行枝の高度石灰化病変にDiamondback 
360 Coronary Orbital Atherectomy Systemが有効であった症例

心臓病センター榊原病院　循環器内科
和田　大広、廣畑　　敦、溝渕　雅彦、塩見　知大、山内秀一郎、東儀 　浄孝、
由利　卓也、曽根　尚彦、森川　喬夫、蓮井　雄介、吉田　俊伸、吉岡　　亮、
川元　隆弘

62　 First generation DES留置後に全周性calcified neointimaによるステント内再狭窄
を認め、Diamondbackが有効であった1例

広島市立広島市民病院　循環器内科
兵頭　洋平、檜垣　忠直、岡田　　明、中野　貴之、友森　俊介、臺　　和興、
大井　邦臣、中間　泰晴、川瀨　共治、末成　和義、西岡　健司、大塚　雅也、
正岡　佳子、塩出　宣雄

63　 Calcified noduleに対してDiamondbackを使用しステント留置後、9 ヶ月後に再度
calcified noduleによるステント内再狭窄を来した1例

広島市立広島市民病院　循環器内科
兵頭　洋平、塩出　宣雄、岡田　　明、中野　貴之、友森　俊介、檜垣　忠直、
臺　　和興、大井　邦臣、中間　泰晴、川瀨　共治、末成　和義、西岡　健司、
大塚　雅也、正岡　佳子

64　 Diamondback 360Rを使用時にガイドワイヤーバイアスの変化をIVUSで確認できた
1症例

香川県立中央病院　循環器内科
髙木　　航、津島　　龍、多屋　　慧、山本　圭亮、十河　将弘、鵜川　聡子、
岡田　知明、野坂　和正、髙橋　正彦、大河　啓介、坂根　弘祐、土井　正行
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9：10〜 9：58　ACS2

座長　大塚　雅也（広島市立広島市民病院　循環器内科）
　　　香川　健三（三豊総合病院　循環器科）

65　 責任病変や併存疾患によりストラテジーを決定した、三枝病変を有する不安定狭心症の
一例

県立広島病院
最上　淳夫、松井　翔吾、箱田　祥光、土谷　朱子、政田　賢治、小田　　望、
卜部　洋司、山里　　亮、光波なおや、三浦　史晴、上田　浩徳

66　 巨大未破裂左冠尖バルサルバ洞動脈瘤の圧排による左主幹部急性冠症候群の一例
高知医療センター　循環器内科
尾原　義和、斎藤　映介、森　　淳史、吉村　由紀、上田　浩平、福岡　陽子、
古川　敦子、宮地　　剛、山本　克人

67　 ACSの緊急PCI中にslow-flowからVF stormに至り、V-A ECMO導入を要した一例
心臓病センター榊原病院
金沢　夏希、吉岡　　亮、松本　健佑、橘　　元見、吉田　俊伸、川本　隆弘、
林田　晃寛、伴場　主一、廣畑　　敦

68　 現代の臨床現場における急性心筋梗塞の機会的合併症
１島根大学医学部 内科学講座第四
２島根県立中央病院
安田　　優1、森田　裕介1、川原　　洋1、香川　雄三1、佐藤　寛大1、遠藤　昭博1、
石口　博智2、小田　　強2、田邊　一明1

69　 ST上昇型急性心筋梗塞症患者に対する血栓吸引療法は脳梗塞を増加させるのか？
津山中央病院　循環器内科
柚木　　佳、澤田　　覚、山口　聡美、遠藤　豊宏、難波　悠介、田渕　真基、
井田　　潤、岡　　岳文

70　 側壁急性心筋梗塞後の前乳頭筋不全および後尖cleftが原因となった重症僧帽弁閉鎖不
全症の1例

社会医療法人社団十全会　榊原病院　循環器内科
蓮井　雄介、林田　晃寛、東儀　浄孝、曽根　尚彦、松本　健佑、橘　　元見、
吉田　俊伸、吉岡　　亮、川元　隆弘、伴場　主一、廣畑　　敦
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9：58〜 10：46　その他

座長　小倉　理代（徳島赤十字病院　循環器内科）
　　　梶谷　昌史（住友別子病院　循環器内科）

71　 大動脈解離の診断の難しさ
福山循環器病院　循環器内科
後藤　賢治、毛涯　秀一、小澤　孝弥、木下　康亮、小林　和哉、菊田　雄悦、
佐藤　克政、谷口　将人、平松　茂樹、竹林　秀雄、治田　精一

72　 胃がんの周術期評価で左前下行枝入口部に高度狭窄を認め、待機的経皮的冠動脈形成
術を予定したが治療前に心筋梗塞による心機能低下をきたした１例

津山中央病院　循環器内科
難波　悠介、澤田　　覚、山口　聡美、遠藤　豊宏、田渕　真基、井田　　潤、
柚木　　佳、岡　　岳文

73　 マラソン中の心室細動を初発症状とした右冠動脈起始異常の一例
川崎医科大学　循環器内科
上野　雅彦、山田亮太郎、久米　輝善、岡本　公志、笹平　彬貴、神坂　　恭、
円山　綾乃、厚東　識志、山下　雅弘、玉田　智子、今井孝一郎、古山　輝將、
根石　陽二、上村　史朗

74　 器質的狭窄を伴ったCoronary Artery Spasm(CAS)症例に対して経皮的冠動脈形成
術(PCI)を施行したものと施行しなかったものの２症例の検討

福山市民病院　循環器内科
赤井　弘明、吉川　昌樹、久保　元基、杉山　弘恭、鈴木　秀行、藤田　慎平、
荒井　靖典、内藤洋一郎、高橋　　生、加藤　雄一、吉田　　優、村上　周平

75　 起始異常を伴う右冠動脈へのPCIにおいてIkari catheterが有用であった2症例
高知県立幡多けんみん病院　循環器内科
谷岡　克敏、竹内　雅音、山本　ゆい、大澤　直人、矢部　敏和

76　 LDL-C値管理良好例における非空腹時TG ／ HDL-C比が冠動脈疾患予防に与える影響
KKR高松病院　心臓血管病センター
松元　一郎、綾井　健太、黒住　瑞紀、佐々木英之、難波　経立、高木雄一郎


