
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

第 24 回日本心血管インターベンション治療学会九州・沖縄地方会／第 1 回冬季症例検討会

プログラム集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会期 2017 年 1 月 14 日（土） 

会場 九州大学医学部  臨床大講堂・臨床小講堂 

会長 的場 哲哉／向井 靖（九州大学病院） 



第 1 会場（臨床大講堂）9:00～10:15 
 

Case Report Award  
 

 座長  勝田 洋輔（福岡市医師会成人病センター） 

   掃本 誠治（熊本大学医学部付属病院） 

 審査員  西川 宏明（福岡大学病院） 

   肥後 大基（九州大学病院） 

   横山 晋二（久留米大学） 
  

CRA1 カテーテルによる医原性左主幹部解離を生じた特発性冠動脈解離の一例 
 長崎大学病院循環器内科 1) 

佐世保中央病院循環器内科 2) 

  ○江藤 良 1)、古賀 聖士 1)、吉村 聡志 2)、中田 智夫 1)、米倉 剛 1)、

片山 敏郎 1)、河野 浩章 1)、前村 浩二 1) 

   

CRA2 重症大動脈弁狭窄症の術前冠動脈造影検査にて冠動脈解離と逆行性大動脈解離

を合併し、bail-out した１症例 
 佐賀大学医学部附属病院 循環器内科 

  ○金子 哲也、下村 光洋、七田 茂輝、安心院 法樹、酒井 東吾、東 

友梨恵、井上 洋平、樋渡 敦、挽地 裕、野出 孝一 

   

CRA3 Culotte stenting 時にステント変形を来たし、システム全体の回収を要した一例 
 小倉記念病院 循環器内科 

  ○田中 裕一、蔵満 昭一、山地 雄平、林 昌臣、兵頭 真、道明 武

範、曽我 芳光、白井 伸一、安藤 献児 

   

CRA4 若年発症の左下肢深部静脈血栓症に対しカテーテル血栓溶解療法が有効であっ

た一例 
 萩原中央病院 循環器・心臓内科 

  ○岡部 浩太、瀬川 潤、野田 喜裕、冬野 隆一、佐野 哲朗、三浦 靖

史、岡崎 昌博、古賀 義則、冬野 喜朗 

   

CRA5 ST 上昇型急性心筋梗塞に対して Rotational Atherectomy を試みた 1 例 
 九州大学病院 循環器内科 

  ○高原 勇介、的場 哲哉、堀本 拡伸、阿部 弘太郎、大谷 規彰、日

浅 謙一、上徳 豊和、井上 修二朗、肥後 太基、向井 靖、筒井 裕

之 

   
 

 

  



第 1 会場（臨床大講堂）10:30～11:50 
 

シンポジウム「新世代の心血管インターベンション」 
 

 座長  上野 高史（久留米大学病院） 

   向井 靖（九州大学病院） 
 

SP1 「カテ室から創り上げる冠動脈疾患のエビデンス-From Cath Lab To Bedside-」 
 熊本大学医学部付属病院 循環器内科 

  辻田 賢一 

   

SP2 Primary PCI の先を拓くトランスレーショナルリサーチ 
 九州大学病院 循環器内科 

  的場 哲哉 

   

SP3 EVT は PAD 患者の予後を改善しうるか 
 済生会福岡総合病院 循環器内科 

  末松 延裕 

   

SP4 TAVI の目指すべきゴール 
 小倉記念病院 循環器内科 

  白井 伸一 

   

SP5 BPA のインパクト 
 九州大学病院 循環器内科 

  阿部 弘太郎 

   
 

 



第 1 会場（臨床大講堂）13:00～14:06 
 

一般演題：急性冠症候群 1 
 

 座長    臼井 真（浜の町病院） 

    竹本 真生（宗像水光会総合病院） 

 コメンテーター  坂本 憲治（熊本市立熊本市民病院） 

    中村 亮（福岡県済生会二日市病院） 
 

M01 ステント内血栓に対してガイディングカテーテルで吸引した 1 症例 
 都城市郡医師会病院 

  ○坂田 鋼治、児玉 成邦、工藤 丈明、隅 專浩、岩切 弘直、熊谷 治

士 

   

M02 短期間に 2 回の心筋梗塞を発症した若年女性の 1 例 
 川内市医師会立市民病院 循環器内科 1) 

今村病院分院 循環器内科 2) 

  ○下野  洋和 1)、濱元 裕喜 2)、有川  朋芳 1)、鎌田  博之 1)、新里 

拓郎 1) 

   

M03 中年女性の急性冠症候群に対して保存的加療を選択した症例 
 社会医療法人白十字会 佐世保中央病院循環器内科 

  ○吉村 聡志、落合 朋子、中尾 功二郎、木崎 嘉久 

   

M04 持続する胸痛を認め、治療法に難渋した特発性冠動脈解離 (SCAD) の一例 
 社会医療法人 白十字病院 循環器内科 1) 

医療法人 鹿毛病院 循環器内科 2) 

福岡大学 筑紫病院 循環器内科 3) 

  ○野瀬 大補 1)、松本 敬雄 1)、渋井 俊之 1)、河野 靖 1)、田中 信英 1)、

久保田 和充 2)、白井 和之 3) 

   

M05 ST 上昇型急性心筋梗塞に対する緊急 PCI 3 週間後に胸痛を発症し、Stanford A

急性大動脈解離と診断した一例 
 地方独立行政法人 福岡市立病院機構 福岡市民病院 

  ○山本 泰史、三小田 周弘、長岡 和宏、大坪 秀樹、有村 賢一、弘

永 潔 

   

M06 診断目的の心臓カテーテル検査中に HIT による冠動脈血栓症・急性心筋梗塞を

きたした症例 
 麻生飯塚病院 

  ○田中 俊江、堤 孝樹、今村 義浩、山田 明 

   
 



第 1 会場（臨床大講堂）14:20～15:26 
 

一般演題：急性冠症候群 2 
 

 座長    安藤 献児（小倉記念病院） 

    野田 勝生（熊本中央病院） 

 コメンテーター  稲永 慶太（飯塚病院） 

    田山 信至（熊本総合病院） 

 

M07 冠攣縮による急性冠症候群に PCI を施行した一症例 
 国家公務員共済組合連合会 新別府病院 循環器内科 

  ○西原 大貴、宮崎 貴志、奥山 英策、渡邊 圭祐、菊田 浩一、中村 

夏樹 

   

M08 広範囲な内膜下血腫に対し、スコアリングバルーンの使用で bail out した一例 
 都城市郡医師会病院 循環器内科 

  ○工藤 丈明、児玉 成邦、坂田 鋼治、隅 專浩、岩切 弘直、熊谷 治

士 

   

M09 右冠動脈血栓性再閉塞に対し末梢病変へのステント留置が有効であった 1 例 
 大分大学医学部付属病院 

  ○秋岡 秀文、油布 邦夫、川野 杏子、石井 悠海、三好 美帆、今村 

貴亮、近藤 秀和、齋藤 聖多郎、岡田 憲広、長野 徳子、篠原 徹二、

手嶋 泰之、中川 幹子、高橋 尚彦 

   

M10 PCI＋CABG のハイブリッド治療が奏功した冠動脈 3 枝病変を有する急性心筋

梗塞の 1 症例 
 宗像水光会総合病院 循環器内科 1) 

宗像水光会総合病院 心臓外科 2) 

  ○康 憲史 1)、竹本 真生 1)、青木 良太 1)、田中 敬士 1)、三戸 隆裕 1)、

松尾 昌俊 1)、檜田 悟 1)、岡崎 悌之 2)、田山 慶一郎 2)、吉武 清伸
1)、小須賀 健一 2) 

   

M11 PCI 及び CABG 施行後に積極的なリスク管理を行うも短期間に再狭窄をくり返

し治療に難渋した一例 
 福岡県済生会二日市病院 循環器内科 

  ○豊原 貴之、中村 亮、戸伏 倫之、今野 里美、瀬筒 康弘、畑島 皓、

柏原 宗一郎、安藤 真一、福山 尚哉、門上 俊明 

   

M12 虚血性心臓病超高齢患者の出血性の非心臓手術を如何に乗り切るべきであった

か？ 
 独立行政法人 国立病院機構 大分医療センター 

  ○児玉 望、有川 雅也、久米 治、脇坂 修、大家 辰彦 

   
 



第 1 会場（臨床大講堂）16:00～16:55 
 

一般演題：急性冠症候群 3 
 

 座長    芹川 威（福岡和白病院） 

    竹下 聡（長崎みなとメディカルセンター市民病院） 

 コメンテーター  塩見 哲也（浜の町病院） 

    道明 武範（小倉記念病院） 
 

M13 治療戦略に苦慮した右冠動脈起始異常のある ACS の一症例 
 鹿児島市立病院循環器内科 1) 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科心臓血管・高血圧内科学 2) 

  ○福元 大地 1)、小川 正一 1)、二宮 雄一 1)、今村 春一 1)、吉村 あき

の 1)、川畑 孟子 1)、野元 裕太朗 1)、濱崎 秀一 1)、大石 充 2) 

   

M14 責任血管に高度石灰化を有する ST 上昇型急性心筋梗塞に対し Rotablator 使用を

迷った一例 
 産業医科大学 第２内科  

  ○高見 浩仁、園田 信成、清水 良昭、穴井 玲央、村岡 秀崇、佐貫 

仁宣、津田 有輝、荒木 優、尾辻 豊 

   

M15 デバイスデリバリーに難渋した高度屈曲蛇行を伴う左回旋枝の急性心筋梗塞の

一例 
 地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市民病院 循環器内科 

  ○長岡 和宏、山本  泰史、三小田  周弘、大坪  秀樹、有村 賢一、

弘永 潔 

   

M16 LADseg7 に R-ZES、seg9 に CoCr-EES を留置した 15 日後に R-ZES 内にのみ SAT

をきたした症例 
 製鉄記念八幡病院  

  ○村上 昇、塚原 慧太、東 里奈、青柳 いくみ、富田 祐亮、加世田 

繁、藤島 慎一郎、古賀 徳之、土橋 卓也 

   

M17 ELCA 治療中に合併した冠動脈穿孔の一症例 
 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 循環器科 

  ○末永 知康、深江 貴芸、田中 規昭、春田 真一、松尾 崇史、於久 

幸治 

   
 

  



第 2 会場（臨床小講堂 1）10:40～11:46 
 

一般演題：イメージング・FFR 
 

 座長    栗山 根廣（宮崎市郡医師会病院） 

    古財 敏之（福岡赤十字病院） 

 コメンテーター  上運天 均（大分県立病院） 

    野副 純世（済生会福岡総合病院） 
 

M18 冠動脈自己拡張型ステントに 20 年来再狭窄を繰り返す病態に対し、血管内視鏡

の所見をもとに PCSK-9 阻害薬を導入した症例 
 福岡山王病院 

  ○尾崎 功治、菅野 道貴、村上 雄二、井上 敬測、福泉 寛、横井 宏

佳 

   

M19 SVG graft に対して第三世代 DES を留置し、早期に IVUS/OCT/血管内視鏡にて

評価を行った一例 
 原三信病院 循環器科 1) 

久留米大学病院循環器病センター2) 

  ○伊勢川 健吾 1)、井上 晃太 1)、片岡 仲 1)、山本 光孝 1)、赤塚 裕 1)、

平 祐二 1)、上野 高史 2) 

   

M20 複数留置した第三世代 DES の早期 healing 過程に関して IVUS/OCT/血管内視鏡

にて評価を行った一例 
 原三信病院 循環器科 1) 

久留米大学病院循環器病センター2) 

  ○伊勢川 健吾 1)、井上 晃太 1)、片岡 仲 1)、山本 光孝 1)、赤塚 裕 1)、

平 祐二 1)、上野 高史 2) 

   

M21 全周性石灰化病変に対し OCT ガイドでローターブレーターを行い良好な結果

を得た一例 
 宮崎県立延岡病院 

  ○日下 裕章、安藤 誠、黒木 一公、福島 隆一郎、山本 展誉 

   

M22 冠動脈血管内視鏡検査による生分解性ポリマー薬剤溶出性ステントの６ヶ月で

の血管治癒評価 
 福岡山王病院循環器センター 

  ○村上 雄二、菅野 道貴、尾崎 功治、井上 敬測、福泉 寛、横井 宏

佳 

   

M23 OFDI にて多様な所見を呈した術後 20 年以上経過した静脈グラフト病変の症例 
 福岡赤十字病院循環器内科 

  ○古財 敏之、出口 裕子、甲木 雅人、栗林 祥子、松川 龍一、増田 

征剛、林谷 俊児、目野 宏 

   

  



第 2 会場（臨床小講堂 1）13:00～14:06 
 

一般演題：PCI デバイス 
 

 座長    貞松 研二（聖マリア病院） 

    村里 嘉信（九州医療センター） 

 コメンテーター  古賀 久士（新古賀病院） 

    林谷 俊児（福岡赤十字病院） 
 

M24 雑な背景によりアプローチ部位が限られたが、左橈骨動脈よりシースレスカテ

ーテルを使用し CAG および PCI が完遂できた一例 
 宮崎大学医学部附属病院 第一内科 

  ○小山 彰平、山口 昌志、大窪 崇之、石川 哲憲、北村 和雄 

   

M25 マイクロカテ不通過の CTO 病変に Hiryu iB が有用であった 1 例 
 福岡逓信病院 1) 

独立行政法人 国立病院機構 福岡東医療センター2) 

  ○刀根 聡志 1)、久保田 聡子 1)、柳 統仁 1)、津田 泰夫 1)、小池 明広
2) 

   

M26 低侵襲 PCI により造影剤腎症の再発を回避した症例 
 聖マリア病院 循環器内科 

  ○高瀬 進、貞松 研二、田代 英樹 

   

M27 LAD 近位部に留置されたステントのセル越しに Guideliner V3 を通して LAD 中

間部への PCI を行った 1 例 
 長崎大学病院 1) 

諫早総合病院 2) 

  ○福田 侑甫 1)、中田 智夫 1)、荒木 究 2)、米倉 剛 1)、古賀 聖士 1)、

片山 敏郎 1)、池田 聡司 1)、小出 優史 1)、河野 浩章 1)、前村 浩二
1) 

   

M28 対角枝末梢の小径かつ長区間病変に対し SYNERGY Stent の低圧留置が有用で

あった一例 
 長崎大学病院 循環器内科 

  ○本川 哲史、古賀 聖士、中田 智夫、米倉 剛、片山 敏郎、池田 聡

司、小出 優史、河野 浩章、前村 浩二 

   

M29 SES 留置後の VLST を呈した 2 症例 
 天陽会中央病院 循環器内科 

  ○二宮 登志子、高岡 順一郎、宮村 明宏、厚地 伸彦、有馬 良一、

加治屋 崇、福永 研吾、井上 尊文、吉永 順子、厚地 良彦 

   
 

  



第 2 会場（臨床小講堂 1）14:20～15:26 
 

一般演題：左主幹部病変・分岐部病変 
 

 座長    高岡 順一郎（天陽会 中央病院） 

    原田 敬（北九州市立八幡病院） 

 コメンテーター  上徳 豊和（九州大学病院） 

    吉野 聡史（出水郡医師会広域医療センター） 
 

M30 ステント留置後に OFDI がスタックしベイルアウトした 2 症例の検討 
 福岡東医療センター 循環器内科 

  ○仲村 尚崇、吉田 千春、升井 志保、田中 洋光、細谷 まろか、畠

山 究、中司 元、郷原 誠一郎、小池 明広 

   

M31 左冠動脈主幹部ステントが大きく逸脱しベイルアウトが困難となった一例 
 産業医科大学 第 2内科 

  ○清水 昭良、園田 信成、北川 めぐみ、高見 浩仁、穴井 玲央、村

岡 秀崇、佐貫 仁宣、津田 有輝、荒木 優、尾辻 豊 

   

M32 分岐部における protrude strut とステント血栓症 
 国立病院機構 九州医療センター 

  ○荒木 将裕、村里 嘉信、浦 祐次郎、目野 恭平、赤垣 大樹、芝尾 

晃大、桑原 志実、江島 恵美子、森 隆宏、竹中 克彦、沼口 宏太郎、

中村 俊博 

   

M33 LMT 分岐部と LAD 病変の tandem lesion に対して FFR ガイド PCI を行った 1 例 
 福岡市民病院 循環器内科 

  ○三小田 周弘、山本 泰史、長岡 和宏、大坪 秀樹、有村 賢一、弘

永 潔 

   

M34 非心臓疾患手術を控えた高齢者に DCA を施行し、薬剤コーティングバルーン

(DCB)による追加治療が有効と考えられた一例 
 熊本中央病院 

  ○堀尾 英治、野田 勝生、森久 健二、西嶋 方展、木原 史恵、徳永 

信行、大嶋 秀一 

   

M35 LAD ostium から Ultimaster stent を留置したものの、後拡張後に LMT 方向に

elongation を認め、LCx を完全に跨いだ症例 
 久留米大学病院 心臓血管内科 

  ○石松 高、佐々木 雅浩、佐々木 基起、知花 英俊、板家 直樹、仲

吉 孝晴、佐々木 健一郎、横山 晋二、大塚  頼隆、福本 義弘、上

野 高史 

   
 



第 2 会場（臨床小講堂 1）16:00～17:06 
 

一般演題：慢性完全閉塞・複雑病変 
 

 座長    弘永 潔（福岡市民病院） 

    山本 光孝（原三信病院） 

 コメンテーター  杉原 充（福岡大学病院） 

    堤 孝樹（飯塚病院） 
 

M36 Our first attempt for retrograde CTO PCI 
 大分県立病院 循環器内科 1) 

北九州市立医療センター2) 

  ○上運天 均 1)、河野 俊一 2)、坂本 隆史 1)、村松 浩平 1) 

   

M37 CTO 病変でワイヤー穿孔したが逆行性ワイヤー通過により bailout しえた症例 
 佐賀大学 医学部附属病院 循環器内科 

  ○井上 洋平、挽地 裕、野出 孝一、下村 光洋、樋渡 敦、長友 大

輔、金子 哲也 

   

M38 両側内頚動脈狭窄を合併した腕頭動脈起始部高度狭窄に対する血管内治療に苦

慮した症例 
 地域医療機能推進機構  熊本総合病院 

  ○唐田宗一郎、田山信至、佐藤幸治、上村孝史、小出俊一 

   

M39 右冠動脈近位部に対する PCI 後、STENT 再狭窄、再閉塞を繰り返した一例 
 宮崎大学医学部附属病院 第一内科 

  ○小山 彰平、山口 昌志、大窪 崇之、石川 哲憲、北村 和雄 

   

M40 大伏在静脈グラフト(SVG)を介するレトログレードアプローチにて、右冠動脈慢

性完全閉塞病変への血行再建に成功した一例 
 社会医療法人  聖マリア病院 循環器内科 

  ○西 淳一郎、大江 健介、相良 秀一郎、貞松 研二、田代 英樹 

   

M41 左回旋枝ステント内閉塞に対して経皮的冠動脈形成術中に心肺停止に陥った 1

症例 
 新古賀病院 心臓血管センター1) 

新古賀病院 心臓血管センター2) 

  ○原口 和樹 1)、福岡 良太 1)、藤村 峰志 1)、小此木 太一 1)、新谷 嘉

章 1)、折田 義也 1)、梅地 恭子 1)、古賀 久士 1)、川崎 友裕 1) 

   
 

  



第 3 会場（臨床小講堂 2）10:40～11:46 
 

一般演題：構造心疾患（SHD)／TAVI,BAV,ASO 等 
 

 座長    大井 啓司（九州大学病院） 

    油布 邦夫（大分大学医学部付属病院） 

 コメンテーター  鈴山 寛人（済生会熊本病院） 

    横山 拓（九州大学病院） 
 

M42 閉塞性肥大型心筋症に対して 2 回の PTSMA を施行後に閉塞解除に成功した一

例 
 九州大学病院 ハートセンター 血液･腫瘍･心血管内科 

  ○藤田 一允、有田 武史、森山 祥平、野田 裕剛、入江 圭、横山 拓、

深田 光敬、小田代 敬太、丸山 徹、赤司 浩一 

   

M43 人工弁周囲逆流(PVL)の経カテーテル逆流閉鎖術後に、残存する PVL が増悪し

た二例 
 九州大学病院 ハートセンター血液腫瘍心血管内科 1) 

同循環器内科 2)同心臓血管外科 3)東邦大学医療センター大橋病院 4) 

  ○野田 裕剛 1)、有田 武史 1)、森山 祥平 1)、横山 拓 1)、小田代 敬太
1)、丸山 徹 1)、赤司 浩一 1)、日浅 謙一 2)、園田 拓道 3)、塩瀬 明
3)、橋本 剛 4)、原 英彦 4) 

   

M44 CoreValve の構造特性により左冠動脈起始異常を有した高度大動脈弁狭窄症に

対して TAVI が安全に施行可能であった一例 
 九州大学病院 循環器内科 1)九州大学病院 血液腫瘍内科 2) 

九州大学病院 心臓血管外科 3) 

  ○大賀 泰寛 1)、大井 啓司 1)、高原 勇介 1)、日浅 謙一 1)、筒井 裕之
1)、森山 祥平 2)、横山 拓 2)、有田 武史 2)、園田 拓道 3)、塩瀬 明
3) 

   

M45 LVOTS 合併 AS に対し TAVI・待機的 PTSMA にて治療しえた 1 例 
 九州大学病院 血液･腫瘍･心血管内科 1)同循環器内科 2)同心臓血管外科 3) 

  ○森山 祥平 1)、有田 武史 1)、横山 拓 1)、小田代 敬太 1)、丸山 徹 1)、

赤司 浩一 1)、大井 啓司 1,2)、日浅 謙一 2)、園田 拓道 3)、塩瀬 明
3) 

   

M46 ECMO を使用し救命できた重症右室梗塞の一例 
 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院 

  ○湧川 林、仲村 義一、三戸 正人、秋元 芳典、與座 一 

   

M47 2 度の心停止に対して VA ECMO を導入して救命した虚血性心筋症の一例 
 沖縄協同病院 

  ○山内 昌喜 

   
 

  



第 3 会場（臨床小講堂 2）13:00～14:06 
 

一般演題：肺動脈形成術（BPA）・静脈インターベンション 
 

 座長    阿部 弘太郎（九州大学病院） 

    石川 哲憲（宮崎大学医学部付属病院） 

 コメンテーター  原田 敬（北九州市立八幡病院） 

    堀本 拡伸（九州大学病院） 
 

M48 カテーテルインターベンションに工夫を要した肺動脈人工血管閉塞の一例 
 九州大学病院 救命救急センター1) 

九州大学病院 ハートセンター 血液・腫瘍・心血管内科 2)九州大学病院 小児科 3) 

  ○深田 光敬 1,2)、山村 健一郎 3)、藤田 一允 2)、森山 祥平 2)、入江 圭
2)、野田 裕剛 2)、横山 拓 2)、有田 武史 2)、小田代 敬太 2)、丸山 徹
2)、赤司 浩一 2) 

   

M49 虚血性心疾患を合併した慢性血栓塞栓性肺高血圧症の一例 
 琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学講座 

  ○呉屋 薫、池宮城 秀一、永田 春乃、潮平 朝洋、槇田 徹、浅田 宏

史、山里 将一朗、當間 裕一郎、新里 朋子、岩淵 成志、大屋 祐輔 

   

M50 シャント側鎖骨下静脈閉塞に対して 2 期的 PTA を要した一例 
 池友会 新小文字病院 

  ○冨永 尚樹、近藤 承一、遠山 奈雅博、山内 雅文 

   

M51 インターベンションが著効した上大静脈症候群（肺腺癌）の一例 
 新古賀病院循環器内科 1)新古賀病院 呼吸器外科 2) 

  ○福岡 良太 1)、新谷 嘉章 1)、古賀 久士 1)、川崎 友裕 1)、冨満 信二
2)、手石方 崇志 2)、折田 義也 1)、梅地 恭子 1)、小此木 太一 1)、藤村 

峰志 1)、原口 和樹 1) 

   

M52 ECMO・PEA・BPA により救命し得た慢性血栓塞栓性肺高血圧症の急性増悪の 1

症例 
 九州大学病院 循環器内科 1)九州大学病院 心臓血管外科 2) 

  ○堀本 拡伸 1)、阿部 弘太郎 1)、大賀 泰寛 1)、上徳 豊和 1)、大井 啓

司 1)、向井 靖 1)、的場 哲哉 2)、園田 拓道 2)、塩瀬 明 2)、筒井 裕

之 1) 

   

M53 精巣静脈内に遺残したワイヤーの回収に難渋した一例 
 国立病院機構 福岡東医療センター 循環器科 1) 

国立病院機構 福岡東医療センター 血管外科 2) 

  ○郷原  誠一郎 1)、升井 志保 1)、吉田 千春 1)、田中  洋光 1)、畠山 

究 1)、細谷 まろか 1)、仲村 尚崇 1)、中司 元 1)、小池 明広 1)、隈 宗

晴 2) 

   
 

  



第 3 会場（臨床小講堂 2）14:20～15:26 
 

一般演題：合併症 
 

 座長    剣田 昌伸（藤元総合病院） 

    村松 浩平（大分県立病院） 

 コメンテーター  松浦 広英（宮崎市郡医師会病院） 

    守﨑 勝悟（福岡徳洲会病院） 
 

M54 PCI2 日後に Filtrap 留置部位の spasm によると思われる心停止を起こした 1 症例 
 都城市郡医師会病院 

  ○坂田 鋼治、児玉 成邦、工藤 丈明、隅 專浩、岩切 弘直、熊谷 治

士 

   

M55 シース内で破断したガイディングカテーテル抜去に難渋した一例 
 国立病院機構熊本医療センター 心臓血管センター 循環器内科 

  ○松原 純一、山田 敏寛、片山 哲治、松川 将三、宮尾 雄治、藤本 

和輝 

   

M56 冠動脈内ステント脱落後、回収困難にて Crush Stent として bail out できた 1 例 
 佐賀県医療センター好生館 1) 

草津ハートセンター2) 

  ○秋山 雄介 1)、今給黎 智美 1)、河野 佑貴 1)、中城 総一 1)、中村 郁

子 1)、古閑 靖章 1)、吉田 敬規 1)、仲野 泰啓 2)、江島 健一 1) 

   

M57 高度石灰化病変に対するロータブレーター施行中にロータワイヤーの先端が断

裂したが、回収に成功した一例 
 小倉記念病院 循環器内科 

  ○松村 有希子、蔵満 昭一、道明 武範、曽我 芳光、兵頭 真、白井 

伸一、安藤 献児 

   

M58 診断カテによる右冠動脈解離にステントで bailout したが、解離・血腫の進展、

stent migration を生じた症例 
 宮崎市郡医師会病院 心臓病センター 循環器内科 

  ○松浦 広英、柳田 洋平、安里 哲矢、仲間 達也、足利 敬一、栗山 

根廣、柴田 剛徳 

   

M59 左鎖骨下動脈の高度蛇行により生じたカテーテルキンクに対しBailoutできた一

例 
 萩原中央病院 循環器・心臓内科 

  ○岡部 浩太、瀬川 潤、野田 喜裕、冬野 隆一、佐野 哲朗、三浦 靖

史、岡崎 昌博、古賀 義則、冬野 喜郎 

   

  



第 3 会場（臨床小講堂 2）16:00～17:06 
 

一般演題：末梢動脈疾患（PAD)／EVT 
 

 座長    小田代 敬太（九州大学病院） 

    末松 延裕（済生会福岡総合病院） 

 コメンテーター  新谷 嘉章（新古賀病院） 

    仲間 達也（宮崎市郡医師会病院） 
 

M60 急性動脈閉塞に対する二期的血管内治療と持続動注療法の併用が有効だった 4

例 
 地域医療機能推進機構 人吉医療センター 循環器内科 

  ○六反田 拓、花岡 洋右、三浦 光年、中村 伸一 

   

M61 Ehlers-Danlos 症候群患者に生じた前脛骨動脈破裂に対して GRAFTMASTER に

て血行再建に成功した一例 
 国立病院機構 嬉野医療センター 循環器内科 

  ○三輪 高士、宮崎 元子、河野 佑介、山元 芙美、室屋 隆浩 

   

M62 EVT 後コンパートメント症候群を合併した一例 
 藤元総合病院 循環器内科 

  ○剣田 昌伸、尾辻 秀章、迫田 隆、木原 浩一 

   

M63 急性下肢動脈閉塞症に対して OPTIMO+Fogarty カテーテルによる血栓吸引及び

ステント留置術を行い救肢できた一例 
 佐世保市総合医療センター 循環器内科 

  ○瀬戸 裕、松本 雄二、楠本 三郎、園田 浩一朗、新北 浩樹、波多 

史朗 

   

M64 結紮した膝窩動脈瘤が逆行性血流により拡大し破裂をきたしたため、緊急で経

カテーテル的塞栓術を施行した 1 例 
 宮崎市郡医師会病院 心臓病センター 循環器内科 

  ○仲間 達也、柴田 剛徳、竹井 達郎、緒方 健二、松浦 広英 

   

M65 無機能腎の完全閉塞病変に対し、経皮的腎動脈形成術を施行した若年男性腎血

管性高血圧の一例 
 長崎みなとメディカルセンター市民病院 心臓血管内科・カテーテル治療科 

  ○真下 優香、竹下 聡、福嶋 理知、黒部 昌也、南 一敏、武藤 成

紀、古殿 真之介、末永 英隆、布廣 龍也、中嶋 寛 

   
 



第 1 会場（臨床大講堂）12:00～12:50  
 

ランチョンセミナー1 
 

                                【共催】MSD 株式会社 

バイエル薬品株式会社 

 

『冠動脈疾患二次予防における積極的脂質低下療法の臨床的意義』 

 -コレステロール吸収阻害のベネフィット- 
 

座  長  上野 高史（久留米大学病院） 

演  者  的場 哲哉（九州大学病院） 

  エゼチミブは PCI 標的血管の内皮機能を改善する：CuVIC Trial 

   

  辻田 賢一（熊本大学医学部付属病院） 

  冠動脈プラーク退縮におけるコレステロール吸収阻害療法の有用性 

  ～PRECISE-IVUS Trial からの知見～ 

   

 

第 2 会場（臨床小講堂 1）12:00～12:50  
 

ランチョンセミナー2     

 

【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 

『冠動脈疾患における抗凝固薬療法の立ち位置』 
 

座  長  横井 宏佳（福岡山王病院） 

演  者  向井 靖（九州大学病院） 

  

第 3 会場（臨床小講堂 2）12:00～12:50  
 

ランチョンセミナー3     

 

【共催】エドワーズライフサイエンス株式会社 

 

『TAVI 最新情報 UP DATE』～地域連携を考える～ 
 

座  長   坂本 知浩（済生会熊本病院） 

  大井 啓司（九州大学病院） 

演  者  白井 伸一（小倉記念病院） 

  The Current state of TAVI ～TAVI 後の患者管理と PCI に必要な情報～ 

 

ディスカッション「各施設の TAVI の適応と地域連携の取り組み」 
 

パネリスト 大井 啓司（九州大学病院） 

  下村 光洋（佐賀大学病院） 

  仲吉 孝晴（久留米大学病院） 

  



第 1 会場（臨床大講堂）15:40～16:00  
 

コーヒーレクチャー1 
 

【共催】アボットバスキュラージャパン株式会社 

 
座  長  竹下 聡（長崎みなとメディカルセンター市民病院） 

演  者  芹川 威（福岡和白病院） 
  Why do I use Evelolimus eluting stent even now? 

 

第 2 会場（臨床小講堂 1）15:40～16:00  
 

コーヒーレクチャー2 
 

【共催】サノフィ株式会社 

 

座  長  弘永 潔（福岡市民病院） 

演  者  山本 光孝（原三信病院） 

  『ACS を発症した家族性高コレステロール血症症例』 〜PCSK9 阻害薬使用経験〜 

 

第 3 会場（臨床小講堂 3）15:40～16:00  
 

コーヒーレクチャー3 
 

【共催】ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 

 

座  長   小田代 敬太（九州大学病院） 

  末松 延裕（済生会福岡総合病院） 

演  者  新谷 嘉章（新古賀病院） 

  『SFA 治療の IVUS の有用性-Opticross18 の使用経験から-』（仮） 


