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YIAセッション

YIA-1　�遠位橈骨動脈アプローチにおける成功と穿刺部合併症の予測因子の検討
倉敷中央病院　循環器内科
生田　旭宏、小坂田浩平、高松　　誠、髙橋孝太郎、大家　理伸、久保　俊介、�
田中　裕之、多田　　毅、福　　康志、門田　一繁

YIA-2　�石灰化プラークを有するST上昇型急性心筋梗塞症（STEMI）の治療戦略
津山中央病院�循環器内科
諸國元太郎、柚木　　佳、宮原　克徳、山口　聡美、遠藤　豊宏、西本　隆史、�
山中　俊明、井田　　潤、岡　　岳文

YIA-3　�Propensity�scoreを用いた急性冠症候群症例に対するOCTガイドとIVUSガイド緊
急PCIの中長期の臨床成績に関する検討

川崎医科大学�循環器内科学
岡本　公志、久米　輝善、上野　雅彦、神坂　　恭、笹平　彬貴、円山　綾乃、�
周藤　泰章、西　　　毅、玉田　智子、古山　輝將、今井孝一郎、山田亮太郎、�
根石　陽二、上村　史朗

YIA-4　�プラーク破裂を伴うVLST症例とde-novo�AMI症例での責任病変の形態学的特徴の
検討

広島市立広島市民病院　循環器内科
兵頭　洋平、臺　　和興、重里　侑甫、谷延　成美、重原　幹生、友森　俊介、�
檜垣　忠直、大井　邦臣、川瀬　共治、末成　和義、西岡　健司、大塚　雅也、�
正岡　佳子、塩出　宣雄

YIA-5　�IVUS上slow�flow／no�reflowの危険性が高い冠動脈病変に対するパーフュージョ
ンバルーン�Ryusei�の有用性について

済生会松山病院　循環器内科
仁志川知晃、渡辺　浩毅、佐伯　秀幸、末廣　千佳、石村　泰裕

YIA-6　�急性心筋梗塞における冠攣縮と予後との関係
福山循環器病院
小澤　孝弥、三浦　勝也、木村　朋生、小林　和哉、菊田　雄悦、佐藤　克政、�
谷口　将人、後藤　賢治、平松　茂樹、竹林　秀雄、治田　精一

8:00 ～ 8:54　YIA_study�
座長　塩出　宣雄（広島市立広島市民病院　循環器内科）
　　　北岡　裕章（高知大学医学部　老年病・循環器内科学）

9月5日(日)　第1会場
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8:54 ～ 9:48　YIA_case�
座長　門田　一繁（倉敷中央病院　循環器内科）
　　　赤木　禎治（岡山大学病院　循環器内科）

YIA-9　�硫化水素暴露を契機に冠動脈ステント血栓症を発症した1例
高松赤十字病院　循環器科
坂本　拓馬、瀧波　裕之、山田　桂嗣、宮崎　晋一郎、多田　典弘、末澤　知聡、�
外山　裕子

YIA-10　�弾性線維性仮性黄色腫に合併したAMIに対する治療戦略
愛媛県立今治病院循環器内科
大野　広貴、上谷　晃由、川又　萌子、大下　　晃、川上　秀生

YIA-7　�FFRctとFFRによる機能的虚血評価に相違があった二症例
１山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学
２山口大学医学部附属病院　放射線部
松山　哲也1、宮崎　要介1、藤村　達大1、赤瀬　英亮1、上原　拓也2、岡田　宗正2、�
岡村　誉之1、矢野　雅文1

YIA-8　�心原性ショック合併急性広範前壁心筋梗塞に対するImpella挿入時に心室細動をきた
しVA-ECMO挿入を要した１例

社会医療法人近森会　近森病院　循環器内科
中山　拓紀、細田　勇人、小松　洵也、西村　祐希、菅根　裕紀、今井龍一郎、�
中岡　洋子、西田　幸司、關　　秀一、窪川　渉一、川井　和哉

YIA-11　�冠攣縮誘発試験にて冠動脈に解離をきたした特発性冠動脈解離(SCAD)による
ACSの一例
津山中央病院�循環器内科
遠藤　豊宏、柚木　　佳、宮原　克徳、山口　聡美、諸國元太郎、西本　隆史、�
山中　俊明、井田　　潤、岡　　岳文

YIA-12　�浅大腿動脈閉塞病変の治療中にバルーンのシャフトが離断し、足背動脈アプローチ
により回収し得た一例
庄原赤十字病院　循環器内科
島尻　寛人、小武　瑶道、木下　未来、渡邊　紀晶
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メディカル
8:45 ～ 9:30　MCS�

座長　多田　　毅（倉敷中央病院　循環器内科）
　　　上田　浩徳（県立広島病院　循環器内科）

1　�IABPの使用が有効でなかった右室梗塞の1例
山口県済生会下関総合病院　循環器内科
平野　能文、山田寿太郎、白石　宏造、内田　耕資、濵田　芳夫、百名　英二

2　�褐色細胞腫クリーゼによる心原性ショックに対してIMPELLAを含めた補助循環装置が奏効
した一例

広島大学病院　循環器内科
武田　充史、池永　寛樹、中野　貴之、東原　　佑、森田　裕一、渡邊　紀晶、�
福田　幸弘、中野由紀子

3　�LMT-STEMIに対してECPELLAによる循環補助下にPCIを施行し救命し得た１例
愛媛県立中央病院　循環器病センター
黒川　慶昇、岡山　英樹、城戸　信輔、松田　健翔、小﨑　哲也、田中　祐太、�
細川　沙生、川村　　豪、重松　達哉、檜垣　彰典、川田　好高、日浅　　豪、�
山田　忠克

4　�Impellaを用いることで安全に治療しえた心原性ショックを伴う重症3枝虚血の一例
香川県立中央病院　循環器内科
岡　　明宏、土井　正行、清山　浩介、髙木　　航、川口　朋宏、岡田　知明、�
野坂　和正

5　�IMPELLAサポート下に低心機能患者の大伏在静脈グラフト狭窄に対してインターベンショ
ンを施行した1例

愛媛県立中央病院
重松　達哉、岡山　英樹、黒河　　司、岡部　　光、城戸　信輔、青野　哲哉、�
松田　健翔、田中　祐太、細川　沙生、小崎　哲也、川村　　豪、檜垣　彰典、�
川田　好高、日浅　　豪



− 25−

9:30 ～ 10:15　spasm�
座長　末田　章三（愛媛県立新居浜病院　循環器内科）
　　　柚木　　佳（津山中央病院　循環器内科）

7　�心筋架橋近位部に器質化血栓を伴う狭窄を認めた冠攣縮性狭心症の一例
川崎医科大学　循環器内科学
円山　綾乃、山田亮太郎、上野　雅彦、神坂　　恭、笹平　彬貴、周藤　泰章、�
岡本　公志、西　　　毅、玉田　智子、古山　輝将、今井孝一郎、久米　輝善、�
根石　陽二、上村　史朗

8　�冠攣縮がアセチルコリン負荷試験では誘発されず、エルゴノビン負荷で誘発され確定診断
に至った一例

津山中央病院�循環器内科
宮原　克徳、柚木　　佳、山口　聡美、遠藤　豊宏、諸國元太郎、西本　隆史、�
山中　俊明、井田　　潤、岡　　岳文

9　�蜂刺傷後にKounis症候群をきたした一例
JA�広島総合病院
吉富　勇輝、藤原　敬士、新田　和宏、渡邉　義和、荘川　知己、前田　幸治、�
辻山　修司、藤井　　隆

6　�中等度の器質的狭窄に冠攣縮を併発し急性冠症候群を発症した１例
１徳島県立中央病院　循環器内科
２徳島県立三好病院　循環器内科
原田　貴文1、蔭山　徳人2、山本　博貴1、森川　史野1、飯間　　努1、川田　篤志1、
岡田　　歩1、仁木　敏之1、山本　浩史1、藤永　裕之1

10　�上行大動脈からの流入を認めた冠動脈肺動脈瘻の一例
川崎医科大学�循環器内科学
神坂　恭、久米�　輝善、玉田�　智子、古山�　輝將、今井�　孝一郎、山田　亮太郎、
根石�　陽二、上村�　史朗

15:10 ～ 15:55　SHDその他�
座長　西岡　健司（広島市立広島市民病院　循環器内科）
　　　久保　俊介（倉敷中央病院　循環器内科）

11　�心室中隔栄養血管の同定に心臓CTが有用であった閉塞性肥大型心筋症に対する経皮的
中隔心筋焼灼術の一例

国立大学法人岡山大学病院　循環器内科
内藤　貴教、吉田　雅言、中村　一文、難波　悠介、西本　隆史、江尻健太郎、�
高谷　陽一、三好　　亨、西井　伸洋、伊藤　　浩
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13　�虚血性心筋症に対するPCI・MitraClip後に非心臓手術を施行した高齢HBR患者の1例
愛媛県立中央病院　循環器内科
川村　　豪、岡山　英樹、黒河　　司、岡部　　光、風谷　卓郎、城戸　信輔、�
松田　健翔、田中　祐太、小崎　哲也、細川　沙生、重松　達哉、川田　好高、�
日浅　　豪、山田　忠克

14　�当院におけるMitraClipの現状
倉敷中央病院�循環器内科
岡部　浩哉、久保　俊介、宮嶋　啓伍、小野　幸代、小坂田皓平、丸尾　　健、�
門田　一繁

15　�当院におけるWatchmanTM導入の経緯と安全に施行し得た初期3症例について
香川県立中央病院　循環器内科
野坂　和正、大河　啓介、津島　　龍、須藤　雄也、岡　　明宏、清山　浩介、�
髙木　　航、川口　朋宏、尾崎　正知、十河　将弘、鵜川　聡子、岡田　知明、�
高橋　正彦、土井　正行

12　�流出路障害を有する閉塞性肥大型症に対し経皮的中隔心筋焼灼術を行った2例
尾道総合病院　循環器内科
木下　弘喜、森島　信行、西楽　顕典、松村　誠也、網岡　道孝
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8:45 ～ 9:48　EVT�
座長　川本　健治（国立病院機構岩国医療センター　循環器内科）
　　　關　　秀一（近森病院　循環器内科）　

16　�Critical�Hand� Ischemiaに対しdistal�venous�arterializationを行った遠隔期に血
栓閉塞を来し、catheter�directed�thrombolysisにより血行再建に成功した一例

岡山大学病院　循環器内科
中島　充貴、戸田　洋伸、江尻健太郎、赤木　　達、中川　晃志、吉田　賢司、�
三好　　亨、西井　伸洋、中村　一文、赤木　禎治、森田　　宏、伊藤　　浩

17　�当院におけるLutonix�RXドラッグコーティングバルーンカテーテルの使用成績
近森病院　循環器内科
青野　哲哉、關　　秀一、今井龍一郎、渡辺　圭介、川井　和哉

18　�経皮的血管形成術（EVT）において生検鉗子を使用した５症例の検討
広島ハートセンター　心臓血管病院
松田　　理、中山　睦夫、近藤　健人、中村　真幸、落海　祐介

19　�Distal�embolismを危惧しVIABAHN�VBXを留置したLeriche症候群の一例
国立病院機構　岩国医療センター
赤井　弘明、片山　祐介、田中屋真智子、川本　健治、和田　匡史、大塚　寛昭、�
小出　祐嗣、小寺　順久、斎藤　宇亮、松尾　啓太

20　�両側総腸骨動脈の急性下肢動脈閉塞に対してEVTを施行した１例
１西条中央病院　循環器内科
２愛媛大学院医学系研究科　循環器・呼吸器・腎高血圧内科学
中村　真胤1、宮崎　慈大2、森　　弥華1、阿部亜理紗1、入田　　純1、風谷　幸男1、�
高田　泰治1

21　�閉塞断端不明の慢性完全閉塞病変をIVUSガイド下で血行再建に成功し、重症虚血肢を
救肢し得た一例

社会法人財団大樹会　総合病院回生病院
溝渕　景子、福田　修久

9月4日(土)　第2会場
メディカル

22　�当院におけるPHILIPS�Reconnaissance�PV.018�OTW�Digital� IVUS�catheterの
使用経験

近森病院　循環器内科
青野　哲哉、關　　秀一、今井龍一郎、渡辺　圭介、川井　和哉
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9:48 ～ 10:33　imaging1�
座長　西田　幸司（近森病院　循環器内科）
　　　藤村　達大（山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学講座）

24　�冠動脈分岐部病変でのステント留置前後の側枝入口部形態変化の検討：3D-OCT�
bifurcation�registryのサブスタディ

１山口大学大学院医学研究科�器官病態内科学
２大阪府済生会中津病院
３九州医療センター
４済生会横浜市東部病院
５山口県済生会山口総合病院
６済生会福岡総合病院
７佐賀大学医学部附属病院
８祐愛会織田病院
９山口県立総合医療センター
10済生会熊本病院心臓血管センター
11神戸大学医学部附属病院
赤瀬　英亮1、岡村　誉之1、名越　良治3、藤村　達大1、宮崎　要介1、竹中　　仁1、�
村里　嘉信3、山脇　理弘4、小野　史朗5、芹川　　威6、挽地　　裕7、乗田　浩明8、�
中尾　文昭9、坂本　知浩10、新家　俊郎11、矢野　雅文1、志手　淳也2

25　�OCTにて器質化血栓とlotus�root-like�appearanceを認めた陳旧性心筋梗塞の一例
岡山赤十字病院　循環器内科
湯本　晃久、藤原　知洋、和多　　一、黒田　和宏、田中　正道、斎藤　博則、�
福家聡一郎

26　�10年以上前のsubintimal�stentingをOCTにて観察し得た1例
あかね会土谷総合病院　循環器内科
石橋　　堅、石田　俊介、坂井　拓海、前田　潤二、山根　健一、藤原　　舞、�
三宅　康子、尾木　　浩、為清　博道、村岡　裕司、林　　康彦

23　�ステント内新生内膜剥離の進展に伴う左冠動脈主幹部閉塞の1例
広島市立広島市民病院
檜垣　忠直、重里　侑甫、谷延　成美、重原　幹生、兵頭　洋平、友森　俊介、�
臺　　和興、大井　邦臣、川瀬　共治、末成　和義、西岡　健司、大塚　雅也、�
正岡　佳子、塩出　宣雄

27　�石灰化プラークの破綻をOCT・NIRS-IVUSで観察し得た一例
川崎医科大学�循環器内科学
笹平　彬貴、厚東　識志、久米　輝善、上野　雅彦、神坂　�恭、円山　綾乃、�
周藤　泰章、岡本　公志、玉田　智子、古山　輝將、今井孝一郎、山田亮太郎、�
根石　陽二、上村　史朗
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10:33 ～ 11:09　imaging2�
座長　久米　輝善（川崎医科大学　循環器内科学）
　　　渡部　友視（鳥取大学医学部附属病院）

28　�DCB治療後のACS病変を急性期と慢性期に評価した一例�-血管内視鏡と心臓MRIを用
いて-

愛媛県立今治病院　循環器内科
大下　　晃、大野　広貴、川又　萌子、上谷　晃由、川上　秀生

29　�OCTガイド下にDiamondbackとRotablatorを併用して治療しえた高度石灰化の1症例
香川県立中央病院　循環器内科
岡田　知明、津島　　龍、須藤　雄也、岡　　明宏、清山　浩介、髙木　　航、�
川口　朋宏、野坂　和正、髙橋　正彦、大河　啓介、土井　正行

30　�Calcified�Noduleを伴う高度石灰化病変に対してOCTガイドでRotablator施行後に
薬剤溶出性バルーンを用いた一例

川崎医科大学�循環器内科学
周藤　泰章、根石　陽二、上野　雅彦、神坂　　恭、笹平　彬貴、円山　綾乃、�
岡本　公志、西　　　毅、玉田　智子、古山　輝將、今井孝一郎、山田亮太郎、�
久米　輝善、上村　史朗

31　�冠動脈内視鏡検査中に低分子デキストランによるアナフィラキシーショックを発症した一例
広島市民病院循環器内科
臺　　和興、大井　邦臣、兵頭　洋平、重里　侑甫、谷延　成美、重原　幹生、�
友森　俊介、檜垣　忠直、川瀬　共治、末成　和義、西岡　健司、大塚　雅也、�
正岡　佳子、塩出　宣雄

11:09 ～ 11:54　Physiology�
座長　村上　正明（岡山ハートクリニック　循環器内科）
　　　菊田　雄悦（福山循環器病院　循環器内科）

32　�慢性完全閉塞病変を含む多枝病変の虚血評価に対してFFR-CTが有用であった2症例
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、青野　哲哉、松田　健翔、細川　沙生、�
田中　祐太、川村　　豪、重松　達哉、檜垣　彰典、川田　好高、日浅　　豪、�
山田　忠克
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33　演題取り下げ

34　�pressure�wireをworkhorse�wireとして用いて、ad-hoc�PCIを施行した労作性狭心
症の一例

１愛媛県立今治病院　循環器内科
２愛媛大学大学院　循環器・呼吸器・腎高血圧内科
上谷　晃由1,�2、大野　広貴1、川又　萌子1、大下　　晃1、川上　秀生1、山口　　修2

35　�EP�Navigatorによる3DCTガイダンスを用いた肺動静脈瘻の経カテーテル塞栓術
１岡山大学病院　循環器内科
２岡山大学病院　医療技術部放射線部門
中島　充貴1、三木　崇史1、氏福　亜矢子2、中山　理絵1、高谷　陽一1、中川　晃志1、
赤木　禎治1、伊藤　　浩1

36　�左前下行枝重複病変におけるPCI前の安静時・負荷時冠血流指標ともに、治療後の虚血
結果予測が困難であった1例

県立広島病院　循環器内科
真田　竜平、卜部　洋司、濱本晃太郎、倉石　敦史、松井　翔吾、廣延　直也、�
小田　　望、光波　直也、日高　貴之、三浦　史晴、上田　浩德
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8:45 ～ 9:30　Clinical_study1�
座長　土井　正行（香川県立中央病院　循環器内科）
　　　北川　知郎（広島大学大学院医系科学研究科　循環器内科学）

37　�単球／ HDL比は非閉塞性冠動脈疾患（NOCAD）において心筋虚血を検出する
１広島大学　循環器内科学
２JA広島総合病院　循環器内科
福田　幸弘1、東原　　佑1、新田　和宏2、中野　貴之1、森田　裕一1、武田　充史1、�
渡邊　紀晶1、佐田　良治1、池永　寛樹1、中野由紀子1

38　�冠動脈疾患二次予防におけるnon-HDL-Cとトリグリセライド同時管理の重要性
KKR高松病院　心臓血管病センター循環器内科
松元　一郎、守家　聖二、黒住　瑞紀、難波　経立、高木雄一郎

39　�急性冠症候群患者における多価不飽和脂肪酸の変化の検討：香川県立中央病院での
2011-2019年の傾向

香川県立中央病院　循環器内科
岡田　知明、津島　　龍、須藤　雄也、岡　　明宏、清山　浩介、髙木　　航、�
川口　朋宏、尾崎　正知、十河　将弘、鵜川　聡子、野坂　和正、髙橋　正彦、�
大河　啓介、土井　正行

40　�当院のACS患者に対する脂質低下療法の現状-脂質低下療法プロトコール導入前後での
検討-

社会医療法人近森会　近森病院　循環器内科
細田　勇人、小松　洵也、西村　祐希、菅根　裕紀、今井龍一郎、中岡　洋子、
西田　幸司、窪川　渉一、関　　秀一、川井　和哉

41　�Withコロナに対応した心臓カテーテルオンライン臨床実習システムの構築
徳島大学病院　循環器内科
伊勢　孝之、川端　　豊、髙橋　智紀、山口　浩司、福田　大受、若槻　哲三、�
佐田　政隆

9月4日(土)　第3会場

9:30 ～ 10:24　Clinical_study2�
座長　高木雄一郎（KKR高松病院　循環器内科 （心臓血管病センター））
　　　松田　圭司（中国労災病院　循環器内科）

42　�急性心筋梗塞患者の左回旋枝左房枝閉塞が左房機能と予後に及ぼす影響
松江市立病院循環器内科
佐貫　仁宣、山口　直人、松田　絋治、中村　琢、広江貴美子、岡田　清治、�
太田　哲郎

メディカル
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10:24 ～ 11:18　ACS1�
座長　廣畑　　敦（心臓病センター榊原病院　循環器内科）
　　　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（第

ニ内科））

47　�左主幹部分岐部病変に対して1�stent+左回旋枝入口部に薬剤溶出性バルーンを使用し
た患者の当院における成績

倉敷中央病院　循環器内科
川畑　徳馬、大家　理伸、佐々木　航、岡部　浩哉、高松　　誠、生田　旭宏、�
小坂田晧平、高橋孝太郎、久保　俊介、多田　　毅、田中　裕之、福　　康志、�
加藤　晴美、門田　一繁

45　�血管系の細い小冠動脈に対する治療戦略　－薬剤溶出性ステント（DES）と薬剤コーティ
ングバルーン（DCB）の比較－

１高知県立あき総合病院循環器内科
２高知大学医学部老年病・循環器内科学
桑原　昌則1、古野　貴志1、高橋　　誠1、北岡　裕章2

46　�高齢者(75歳以上)冠動脈疾患に対するPCIは予後を改善するかー SYNTAXスコアと
SYNTAXスコアⅡ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
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、合田美奈子3、�
筒井真理子3、高島　克幸3

43　�当院における左冠動脈主幹部を責任病変とした急性冠症候群の16年間の治療成績
倉敷中央病院　循環器内科
小坂田皓平、岡部　浩哉、高松　　誠、生田　旭宏、高橋孝太郎、大家　理伸、�
久保　俊介、多田　　毅、田中　裕之、福　　康志、門田　一繁

44　�急性冠症候群に対し薬剤コーティングバルーンを使用した症例における治療成績の検討
国立病院機構��岩国医療センター
大塚　寛昭、片山　祐介、松尾　啓太、齊藤　宇亮、小寺　順久、赤井　弘明、�
小出　祐嗣、和田　匡史、川本　健治、田中屋真智子

48　�血行再建により高度房室ブロックが改善した亜急性下壁心筋梗塞の一例
医療法人あかね会　土谷総合病院
坂井　拓海、為清　博道、石田　俊介、前田　潤二、山根　健一、三宅　康子、�
藤原　　舞、石橋　　堅、尾木　　浩、村岡　裕司、林　　康彦
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49　�起始異常の右冠動脈を責任病変とした急性心筋梗塞の一例
福山市民病院
加藤　雄一、荒井　靖典、平原　知晃、今村　繭子、多屋　　慧、安原健太郎、�
香川　健三、高橋　　生、内藤洋一郎、森本　芳正、藤田　慎平、久保　元基、�
吉川　昌樹、

50　�心嚢液貯留を伴わなかった特発性冠動脈破裂の１例
愛媛県立中央病院　循環器病センター
城戸　信輔、岡山　英樹、岡部　　光、風谷　卓郎、松田　健翔、小﨑　哲也、�
田中　祐太、細川　沙生、川村　　豪、重松　達哉、檜垣　彰典、川田　好高、�
日浅　　豪、山田　忠克

51　�左冠動脈主幹部閉塞による急性心筋梗塞の一例
松江市立病院　循環器内科
山口　直人、松田　紘治、中村　　琢、佐貫　宣仁、広江貴美子、岡田　清治、�
太田　哲郎

52　�急性心筋梗塞患者にPCSK9阻害薬を導入したが、不安定狭心症を発症した2症例
広島赤十字・原爆病院　循環器内科
竹内　　誠、岡田　武規、岡本　大輝、中本祐美子、出井　尚美、大橋　紀彦

53　�静脈グラフトの急性冠症候群に対する治療：グラフトを介した逆行性アプローチの実際
国立病院機構岩国医療センター　循環器内科
片山　祐介、松尾　啓太、齊藤　宇亮、小寺　順久、赤井　弘明、小出　祐嗣、�
大塚　寛昭、和田　匡史、川本　健治、田中屋真智子

11:18 ～ 12:12　ACS2�
座長　河合　勇介（岡山市立市民病院　循環器内科）
　　　岡　　俊治（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）

55　�High�bleeding�riskの非ST上昇型心筋梗塞に対して薬剤溶出性バルーンで治療した一例
中国労災病院
塩田　日子、大江　啓之、橋本　東樹、渡　雄一郎、松田　圭司

54　�COVID19回復期に急性前壁心筋梗塞を発症し、ステントレスPCIを施行した一例
松山赤十字病院
大高　直也、田渕　拓也、徳本　秀哉、日野　立誠、古川　大祐、中城　総一、�
堀本　拡伸、松坂　英徳、盛重　邦雄
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14:10 ～ 15:04　PCI１�
座長　分山　隆敏（徳山中央病院　循環器内科）
　　　遠藤　昭博（島根大学医学部附属病院　循環器内科）

56　�Intact�Fibrous�CapのACSに対してstentless�strategyで治療した1例
愛媛県立中央病院　循環器内科
松田　健翔、岡山　英樹、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、檜垣　彰典、川田　好高、日浅　　豪、�
山田　忠克

57　�遠隔期に再イベントを生じたIntact�Fibrous�Cap�によるACSの1例
愛媛県立中央病院循環器病センター
黒河　　司、岡山　英樹、山田　忠克、日浅　　豪、川田　好高、檜垣　彰典、�
重松　達也、川村　　豪、小崎　哲也、田中　祐太、細川　沙生、松田　健翔、�
青野　哲哉、城戸　信輔

58　�Cypherステント留置後12年で左前下行枝に超遅発性ステント血栓症をきたした１例
広島赤十字・原爆病院
岡田　武規、池上　雄紀、竹内　　誠、中本祐美子、出井　尚美、大橋　紀彦

59　�留置後20年経過した左主幹部～左前下行枝近位部bare�metal� stentのin-stent�
neoatherosclerosisのplaque�ruptureに起因する急性冠症候群を発症した一例

徳島赤十字病院　循環器内科
米田　浩平、高橋　健文、岸　　宏一、原田　貴臣、重清　沙織、瀬野　明穂、�
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、�
細川　　忍、大谷　龍治

60　�ステント留置後早期にステント血栓症を来したCYP2C19�poor�metabolizerの一例
福山市民病院　循環器内科
多屋　　慧、内藤洋一郎、吉川　昌樹、平原　知晃、今村　繭子、吉田　　優、�
加藤　雄一、安原健太郎、高橋　　生、香川　健三、荒井　靖典、森本　芳正、�
藤田　慎平、久保　元基

61　�エベロリムス溶出性ステント留置後に冠動脈瘤を生じた１例
安佐市民病院　循環器内科
高橋　和希、國田　英司、島尻　寛人、広川　達也、石橋　直樹、山根　彩、永井　道明、
香川　英介、小田　登、加藤　雅也、土手　慶五

62　�DAPTと抗凝固療法を要したRCAのステント内再閉塞の1例
社会医療法人仁生会細木病院ほそぎハートセンター
山本　哲史、細木　信吾、宮地　　剛、西本　美香、古川　敦子
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63　�経橈骨動脈アプローチで起こった頸部血腫の一症例
土谷総合病院　循環器内科
石田　俊介、坂井　拓海、前田　潤二、山根　健一、三宅　康子、藤原　　舞、�
石橋　　堅、尾木　　浩、為清　博道、村岡　裕司、林　　康彦

64　�CVポート断裂により右室に遺残したカテーテル抜去に難渋した一例
高松赤十字病院　循環器内科
川口　圭吾、瀧波　裕之、坂本　拓馬、山田　佳嗣、宮崎晋一朗、多田　典弘、�
末澤　知聡、外山　裕子

65　�心臓カテーテル検査にて上腕動脈をエントリーとした医原性大動脈解離を発症した一例
１山陰労災病院　循環器内科
２山陰労災病院　心臓血管外科
佐々木直子1、網崎　良祐1、原田　貴史1、水田栄之助1、足立　正光1、太田原　顕1、�
尾﨑　就一1、笹見　強志2、藤原　義和2、森本　啓介2

15:04 ～ 15:58　PCI2�
座長　石橋　　堅（あかね会土谷総合病院　循環器内科）
　　　宗政　　充（岡山ろうさい病院　循環器内科）

66　�脱落し引っかかったステントをSumitusji�snareで回収した一例
岡山大学循環器内科
吉田　雅言、戸田　洋伸、市川　啓之、三木　崇史、江尻健太郎、伊藤　　浩

67　�造影時のGuideLiner移動でLMTを損傷した一例
国立病院機構�東広島医療センター�循環器内科
山里　　亮

68　�Caravel先端チップが断裂し、twisting�wire�techniqueで回収することができた1例
細木病院　循環器内科
宮地　　剛、古川　敦子、山本　哲史、西本　美香、細木　信吾

69　�離断したダブルルーメンカテーテル先端部を間一髪回収し得た一例
広島市立安佐市民病院　循環器内科
石橋　直樹、國田　英司、高橋　和希、島尻　寛人、広川　達也、山根　　彩、�
香川　英介、永井　道明、小田　　登、加藤　雅也、土手　慶五

70　�LCX近位部ステント再閉塞の治療中にLMTに血管解離を起こしたCABG後OMIの1例
西条中央病院　循環器内科
中村　真胤、森　　弥華、阿部亜理紗、入田　　純、風谷　幸男、高田　泰治
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16:55 ～ 17:49　ISR�
座長　山本　哲史（社会医療法人仁生会細木病院ほそぎハートセンター）
　　　那須　博司（鳥取県立中央病院　心臓内科）

71　�ガイドワイヤーバイアスを利用した後拡張によりstent�appositionを得ることができた
2症例

国立病院機構　岩国医療センター　循環器内科
小寺　順久、松尾　啓太、齊藤　宇亮、赤井　弘明、小出　祐嗣、大塚　寛昭、�
和田　匡史、川本　健治、田中屋真智子、片山　祐介

73　�繰り返すステント再狭窄に対してステント内にステントを留置した狭心症の１例
西条中央病院　循環器内科
中村　真胤、森　弥華、阿部　亜理紗、入田　純、風谷　幸男、高田　泰治

74　�右冠動脈に薬剤溶出性ステントを留置し、2か月後に再狭窄を認め、その後も短期間に
再狭窄を繰り返した一例

土谷総合病院
前田　潤二、為清　博道、石田　俊介、坂井　拓海、山根　健一、三宅　康子、�
藤原　　舞、石橋　　堅、尾木　　浩、村岡　裕司、林　　康彦

72　�エベロリムス溶出性ステント留置後にステント内狭窄を繰り返し,�心室細動に至った一例.
広島市立広島市民病院
重原　幹生、臺　　和興、重里　侑甫、谷延　成美、兵頭　洋平、友森　俊介、�
檜垣　忠直、大井　邦臣、川瀬　共治、末成　和義、西岡　健司、大塚　雅也、�
正岡　佳子、塩出　宣雄

75　�ACSにて薬剤溶出ステント挿入後にステント再狭窄を繰り返した症例
広島市立広島市民病院　循環器内科
重里　侑甫、塩出　宣雄、重原　幹生、兵頭　洋平、谷延　成美、檜垣　忠直、�
大井　邦臣、臺　　和興、川瀬　共治、西岡　健司、大塚　雅也、友森　俊介、�
末成　和義、正岡　佳子

76　�右冠動脈入口部にステント留置後、異なる機序で再狭窄を繰り返した1症例
福山市民病院　循環器内科
内藤洋一郎、平原　知晃、今村　繭子、多屋　　慧、加藤　雄一、安原健太郎、�
香川　健三、髙橋　　生、荒井　靖典、森本　芳正、藤田　慎平、久保　元基、�
吉川　昌樹

77　�Stent再狭窄に対してDCBによる治療後にAMIさらに亜急性血栓閉塞を生じた1例
国立病院機構�東広島医療センター�循環器内科
山里　　亮
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9:48 ～ 10:42　ACS3�
座長　外山　裕子（高松赤十字病院　循環器内科）
　　　山田寿太郎（山口県済生会下関総合病院　循環器内科）　

80　�Everolimus-eluting�stent留置後にlate-acquired�PSSを認め、抗凝固薬単剤投与下
にステント血栓症を認めた一例

島根大学　循環器内科
香川　雄三、遠藤　明博、川波　由佳、佐々木拡志、村上　　慧、吉岡さゆり、�
安田　　優、川原　　洋、大嶋　丈史、山口　一人、大内　　武、渡邊　伸英、�
田邊　一明

81　�大量血栓に対しRyuseiが有効であった急性前壁心筋梗塞の1例
三豊総合病院
山地　達也、高石　篤志、岸之上隆雄、森　　久寿、飯田　倫公、谷本　匡史、�
大西　伸彦

78　�血栓の処理に難渋した右冠動脈STEMIの症例
福山市民病院　循環器内科
安原健太郎、内藤洋一郎、吉川　昌樹、久保　元基、藤田　慎平、荒井　靖典、�
高橋　　生、多屋　　慧、香川　健三

79　�手技中ステント血栓症に対して抗血小板療法の再ローディングと血栓吸引、waitingが
有効であった一例

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
金川　宗寛、岡　　俊治、柏原　綾乃、住元　庸二、政田　賢治、下永　貴司、�
木下　晴之、杉野　　浩

82　�抗凝固療法を先行させ冠動脈CTでの評価が有用であった巨大血栓を有する下壁梗塞の
一例

１岡山赤十字病院　循環器内科
２姫路赤十字病院　内科
湯本　晃久1、越智　正彦2、藤原　知洋1、和多　　一1、黒田　和宏1、田中　正道1、�
斎藤　博則1、福家聡一郎1

83　�冠動脈拡張症に多量血栓閉塞を来した急性冠症候群の2症例
香川大学医学部　循環器・腎臓・脳卒中内科学
綾井　健太、本条　崇行、石原　　優、松永　圭司、大原美奈子、三宅　祐一、�
石澤　　真、石川かおり、村上　和司、野間　貴久、南野　哲男

9月5日(日)　第1会場
メディカル
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11:55 ～ 12:49　ACS4�
座長　竹林　秀雄（福山循環器病院　循環器内科）
　　　山口　浩司（徳島大学病院　循環器内科）

84　�左冠動脈主幹部(LMT)梗塞を合併した急性A型大動脈解離に対して、PCIを施行し良好
な経過をたどった1例

呉医療センター・中国がんセンター　循環器内科
杉野　　浩、岡　　俊治、木下　晴之、下永　貴司、政田　賢治、住元　庸二、�
柏原　彩乃、金川　宗寛

85　�Stanford�A急性大動脈解離手術直後の外科用接着剤（BioGlue）による冠動脈塞栓に対
し緊急冠動脈インターベンションを施行して再灌流に成功した一例

１九州大学病院
２松山赤十字病院
中嶋　俊輔1、松坂　英徳2、日野　立誠2、今林　都咲1、古川　大祐2、中城　総一2、�
堀本　拡伸2、梅末　正芳2、盛重　邦雄2

86　�血栓吸引療法で加療した感染性心内膜炎による急性前壁心筋梗塞の1例
呉医療センター・中国がんセンター　循環器内科
住元　庸二、金川　宗寛、柏原�　彩乃、政田�　賢治、下永�　貴司、木下　晴之、�
岡�　　俊治、杉野�　　浩

87　�血行再建を要したCardio-cerebral�infarctionの一例
鳥取大学医学部附属病院
渡部　友視、赤坂　俊彦、山本　一博

88　�当初急性冠症候群と考えた、血栓による大動脈弁位人工弁機能不全の一例
国立病院機構　東広島医療センター　循環器内科
山里　　亮、東　　昭文、對馬　　浩、城　日加里、小野裕二郎

89　�右内胸動脈―左前下行枝グラフトが外部から圧排され急性冠症候群を発症した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、菅根　裕紀、西田　幸司、小松　洵也、西村　祐希、松田　　剛、�
細田　勇人、関　　秀一、川井　和哉
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9月5日(日)　第2会場
メディカル
8:00 ～ 8:54　PCI_complex1�

座長　細木　信吾（社会医療法人仁生会細木病院ほそぎハートセンター）
　　　田中　裕之（倉敷中央病院　循環器内科）

92　�Retrograde�approachにてPCI成功したRCA入口部CTOの１症例
１津山中央病院心臓血管センター　循環器内科
２社会医療法人仁生会　細木病院　循環器内科
山中　俊明1、宮原　克徳1、山口　聡美1、遠藤　豊宏1、諸国元太郎1、西本　隆史1、�
井田　　潤1、柚木　　佳1、岡　　岳文1、細木　信吾2

93　�デバイス通過に苦慮したLAD7高度狭窄の1例
社会医療法人仁生会細木病院ほそぎハートセンター
細木　信吾、古川　敦子、宮地　　剛、西本　美香、山本　哲史

94　�Stuckした1.5mm�Rota-burrを6Fr.システムで回収し得た一例
徳山中央病院　循環器内科
田中　正和、石川　真帆、中島　豪希、橋本慎太郎、南野　巧真、平塚　淳史、�
原田　　希、分山　隆敏

90　�逆行性アプローチからの側副血行路選択に苦慮したRCA�CTOの1例
社会医療法人仁生会細木病院ほそぎハートセンター
細木　信吾、古川　敦子、宮地　　剛、西本　美香、山本　哲史

91　�血管内でRendezvous法にてワイヤー通過させたRCA�CTOの一例
高知医療センター　循環器内科
尾原　義和、竹内　雅音、吉村　由紀、福岡　陽子、谷岡　克敏、山本　克人

95　�Rotablator新規導入後の治療成績
JA徳島厚生連�吉野川医療センター�循環器科
小笠原　梢、髙橋　智子、荒瀬　裕己、横山　靖浩、山本　隆、角谷　昭佳
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99　�回旋枝入口部線維性プラークに対してOASを用いstentless�PCIを施行できた１例
徳島大学病院　循環器内科
川端　　豊、若槻　哲三、山口　浩司、高橋　智紀、伊勢　孝之、福田　大受、�
佐田　政隆

100　�高度石灰化を伴う狭窄病変に対しDual�atherectomy� techniqueにて良好な
debulkingに成功した2症例の検討

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
齊藤　宇亮、赤井　弘明、松尾　啓太、小寺　順久、小出　祐嗣、大塚　寛昭、�
和田　匡史、川本　健治、田中屋真智子、片山　祐介

97　�LAD近位部のNSTEMIの中年男性に入院中に2期的にDCA、DCBを行いステントレス
で良好な成績を得た一例

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
岡　　俊治、金川　宗寛、柏原　彩乃、住元　庸二、政田　賢治、下永　貴司、�
木下　晴之、杉野　　浩

98　�右冠動脈起始部の再狭窄を繰り返すステント内石灰化病変に対してDCAを施行した一例
津山中央病院�循環器内科
柚木　　佳、宮原　克徳、山口　聡美、遠藤　豊宏、諸國元太郎、西本　隆史、�
山中　俊明、井田　　潤、岡　　岳文

101　�右冠動脈と左冠動脈回旋枝の高度石灰化病変に対して、Rotablatorと
Diamondbackを使い分け治療を行った一例

県立広島病院�循環器内科
濱本晃太郎、光波　直也、眞田　竜平、倉石　敦史、松井　翔吾、廣延　直也、�
小田　　望、卜部　洋司、日高　貴之、三浦　史晴、上田　浩徳

8:54 ～ 9:48　PCI_complex2�
座長　片山　祐介（国立病院機構岩国医療センター　循環器内科）
　　　大澤　和宏（川崎総合医療センター　内科）

96　�左前下行枝近位部の高度狭窄病変に対して方向性冠動脈粥腫切除術(DCA)を使用する
ことで左主冠動脈へのステント留置を回避することができた一例

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
松尾　啓太、齊藤　宇亮、小寺　順久、赤井　弘明、小出　祐嗣、大塚　寛昭、�
和田　匡史、川本　健治、田中屋真智子、片山　祐介
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9:48 ～ 10:42　TAVI1�
座長　日浅　　豪（愛媛県立中央病院　循環器内科）
　　　尾原　義和（高知医療センター　循環器内科）

106　�透析患者と非透析患者のTAVI短期成績の比較
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
生田　旭宏1、高松　　誠1、髙橋孝太郎1、大家　理伸1、中野　譲太2、小宮　達彦2、�
門田　一繁1、福　　康志1

107　�TAVIを受ける患者におけるAortic�rootの石灰化容積を決定する因子の検討
１山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学
２山口大学大学院医学系研究科器官病態外科学
立石　裕樹1、岡村　誉之1、宮崎　要介1、小田　哲郎1、美甘　章仁2、濱野　公一2、�
矢野　雅文1

104　�経カテーテル大動脈弁留置術を施行した慢性透析の３症例
愛媛県立中央病院　循環器内科
日浅　　豪、岡山　英樹、山田　忠克、川田　好高、檜垣　彰典、重松　達哉、�
川村　　豪、細川　沙生、田中　祐太、小崎　哲也、松田　健翔、青野　哲哉、�
城戸　信輔

105　�当院における経皮的大動脈弁バルーン形成術施行患者の予後�-透析，非透析患者にお
ける比較-

倉敷中央病院　循環器内科
坂東　　遼、高松　　誠、生田　旭宏、髙橋孝太朗、大家　理伸、福　　康志、�
門田　一繁

103　�アクセス困難症例に対し、右鎖骨下動脈アプローチでTAVI施行した1例
１徳島大学病院　循環器内科
２徳島大学病院　心臓血管外科
伊勢　孝之1、川端　　豊1、髙橋　智紀1、山口　浩司1、福田　大受1、若槻　哲三1、�
佐村　高明2、藤本　鋭貴2、秦　　広樹2、佐田　政隆1

102　�ST�Junction部分に結節形成を伴う高度石灰化を有する大動脈弁狭窄症に対し、自己
拡張型TAVI弁留置を行い得た１症例

１松江赤十字病院　循環器内科
２松江赤十字病院　心臓血管外科
城田　欣也1、清水　孝史1、井上　義明1、石井　裕繁1、岩崎洋一郎1、辻本　大起1、�
平野　康文1、大月　優貴2、中村　嘉伸2
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11:55 ～ 12:40　TAVI2�
座長　岡村　誉之（山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学）
　　　細川　　忍（徳島赤十字病院　循環器内科）

108　�経カテーテル大動脈弁留置による左冠動脈入口部閉塞の回避にchimney�stentingが
有効であった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
福西　宥希1、日浅　　豪2、山田　忠克2、川田　好高2、檜垣　彰典2、�
重松　達哉2、川村　　豪2、細川　沙生2、田中　祐太2、小崎　哲也2、�
松田　健翔2、青野　哲哉2、城戸　信輔2、岡山　英樹2

109　�治療待機中に左心機能と僧帽弁閉鎖不全症が悪化した患者のTAVI� (Transcatheter�
Aortic�Valve�Implantation)

広島市立広島市民病院　循環器内科
重里　侑甫、西岡　健司、谷延　成美、重原　幹生、兵藤　洋平、友森　俊介、�
檜垣　忠直、大井　邦臣、臺　　和興、川瀬　共治、末成　和義、大塚　雅也、�
正岡　佳子、塩出　宣雄

110　�経カテーテル大動脈弁留置術後早期にパンヌス形成による大動脈弁下部狭窄を来した
1例

１愛媛県立中央病院　循環器内科
２愛媛県立中央病院　心臓血管外科
松田　健翔1、岡山　英樹1、田中　裕太1、細川　沙生1、小崎　哲也1、川村　　豪1、�
重松　達哉1、檜垣　彰典1、川田　好高1、日浅　　豪1、山田　忠克1、石戸谷　浩2

111　�TAVI術中に上行大動脈解離を合併し、PCIと自己拡張型TAVI弁留置によってbailout
できた症例

１徳島大学病院　循環器内科
２徳島大学病院　心臓血管外科
伊勢　孝之1、川端　　豊1、髙橋　智紀1、山口　浩司1、福田　大受1、若槻　哲三1、�
佐村　高明2、藤本　鋭貴2、秦　　広樹2、佐田　政隆1

112　�経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)にて弁輪部破裂を来した１症例
１津山中央病院心臓血管センター　循環器内科
２津山中央病院心臓血管センター　心臓血管外科
山中　俊明1、宮原　克徳1、山口　聡美1、遠藤　豊宏1、諸国元太郎1、西本　隆史1、�
井田　　潤1、柚木　　佳1、増田　善逸2、松本　三明2、岡　　岳文1
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14:10-15:04　comedical�
座長　川井　和哉（近森病院　循環器内科）
　　　清水　速人（倉敷中央病院　臨床検査技術部）

コメディカル

C-01　�術者位置における個人線量計装着位置の基礎的検討
医療法人あかね会　土谷総合病院　放射線室
酒本　一樹、石橋　　徹、小川　健太、吉浦　貴之

C-02　�PCI時の遠位橈骨止血器具使用における出血要因の検討
医療法人広島ハートセンター�広島心臓血管病院
森長　　泉、岡本　優奈、越道　香織

C-03　�各社ガイドエクステンションカテーテルを用いた際のOCTにおける血管内イメージン
グの比較

１広島ハートセンター　広島心臓血管病院　診療技術部
２広島ハートセンター　広島心臓血管病院　循環器内科
杉澤　優太1、落海　祐介2、前田　賢吾1、持倉　翔平1、武田　典明1、森末　明彦1、
中本　征則1、木村　祐之2

C-04　�アテレクトミーデバイスを用いた経皮的冠動脈形成術後に形成された冠動脈仮性瘤を
観察した一例

１広島市立安佐市民病院　臨床工学室
２広島市立安佐市民病院　循環器内科
齋藤　　悠1、山口　裕司1、西田　純士1、荒川　保雄1、上田　　彰1、山根　　彩2、
永井　道明2、國田　英司2、小田　　登2、加藤　雅也2、土手　慶五2

C-05　�3D-OCTにおける側枝入口部描出パターンと冠動脈CTの分岐角度の関係～ LMTと
non-LMTの比較～

１山口大学医学部附属病院�ME機器管理センター
２山口大学大学院�医学系研究科�器官病態内科学
小野寺　咲乃1、宮崎　要介2、藤村　達大2、竹中　仁2、赤瀬　英亮2、岡村　誉之2、
矢野　雅文2

C-06　�LAD入口部justにステントを留置した症例における再狭窄についての検討
１公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院　臨床検査技術部
２大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院　循環器内科
岸本ひかる1、清水　速人1、寺田　　舞1、藤井巳世子1、大下　嘉文1、高井　隆吉1、
山内　陽平1、白﨑　頌人1、神崎　美佐1、田中　裕之2、門田　一繁2

9月4日(土)　第2会場


