
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 28 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 3 回冬季症例検討会― 

プログラム集 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 第 1 会場：第 1.2 会議室 9:00～9:52 
 

左主幹部病変・分岐部病変 1 
 
 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  中田 円仁 （那覇市立病院） 
    室園 祐吉 （大分赤十字病院） 
 

 
MO01 左主幹部病変に対する冠動脈粥腫切除術により、良好なステント留置を施行し

えた 1 例 
 福岡市民病院循環器内科 
  ○中野 正紹、大坪 秀樹、甲斐 敬士、前園 明寛、有村 貴博、弘永 

潔 
   

MO02 当院における DCA+DCB strategy による新しい stentless PCI の有効性 
 宮崎市郡医師会病院循環器内科 
  ○本田 泰悠、小岩屋 宏、松浦 広英、西平 賢作、栗山 根廣、柴田 

剛徳 
   

MO03 左冠動脈前下行枝 Seg6 入口部の de novo 病変に対して DCA+DCB 治療を行った

症例 
 九州大学病院 循環器内科 
  ○仲野 泰啓、上徳 豊和、林谷 俊児、的場 哲哉、筒井 裕之 
   

MO04 術前の左冠動脈主幹部分岐部病変に対し方向性粥腫切除術で加療を行った一例 
 国立病院機構 九州医療センター 
  ○北村 知聡 
   

 

  



第 1 会場：第 1.2 会議室 9:52～10:44 
 

左主幹部病変・分岐部病変 2  
 
 座長   中島 均 （鹿児島医療センター） 
    弘永 潔 （福岡市民病院） 
 コメンテーター  黒木 一公 （宮崎県立延岡病院） 
    宮本 宣秀 （大分岡病院） 

 
 

MO05 無症候性左中大脳動脈閉塞および左右頚動脈狭窄のある LMT＋3 枝病変のある

不安定狭心症に対して PCI を施行した一例 
 九州労災病院 循環器内科 
  ○長谷川 潤、赤司 純、山岸 靖宜、久原 孝博、高津 博行 
   

MO06 DCA が有効であった LAD 分岐部病変の 1 例 
 福岡県済生会福岡総合病院 
  ○権藤 公樹、末松 延裕、長友 大輔、野副 純世、大井 啓司、久保

田 徹、岡部 眞典、山本 雄祐 
   

MO07 バイパス閉塞による狭心症に対して左冠動脈主幹部の慢性完全閉塞病変に対し

て PCI を施行した一例 
 国立病院機構 九州医療センター 
  ○福山 雄介、村里 嘉信、北村 知聡、福田 翔子、芝尾 昂大、荒木 

将裕、浦 祐次郎、目野 恭平、矢加部 大輔、小村 聡一朗、森 隆宏、

竹中 克彦、沼口 宏太郎 
   

MO08 左主幹部，左前下行枝の二箇所のTrue bifurcationに対して Jailed balloon technique
が有用であった一例 

 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 
  ○勝連 朝史、大城 克彦、槇田 徹、平良 良集、宮良 高史、田場 洋

二、當真 隆 
   

 

  



第 1 会場：第 1.2 会議室 10:40～11:50 
 

パネルディスカッション 
「カテーテルインターベンションの医療安全」 
 
 座長   原田 敬 （北九州市立八幡病院） 

   横山 晋二 （久留米大学） 
 パネリスト 三浦 俊哉 （産業医科大学） 
   小岩屋 宏 （宮崎市郡医師会病院） 
   泉川 卓也 （泉川病院） 
    
 
 
PD01 備えあれば憂い無し！ インターベンション医が知っておくべき医療安全総論 
 北九州市立八幡病院 
  原田 敬 

 
PD02 当院におけるカテーテルインターベンション時の IC とカルテ記載の取り組み 
 産業医科大学 
  三浦 俊哉 

 
PD03 当院における緊急カテ前の Informed Consent; どのように IC をしていますか？ 
 宮崎市郡医師会病院 
  小岩屋 宏 

 
PD04 地方における高齢者への術前 IC について 
 泉川病院 
  泉川 卓也 

 
PD05 術前 IC と医療事故報告 
 久留米大学医学部 
  横山 晋二 

 
 



第 1 会場：第 1.2 会議室 13:00～14:52 
 

Young Investigator Award 
 
 座長   上野 高史 （久留米大学病院） 

   挽地 裕 （佐賀大学医学部附属病院） 
 審査員  岩淵 成志 （琉球大学大学院） 
   古賀 久士 （新古賀病院） 
   園田 信成 （産業医科大学） 
 

 
YIA1 STEMI に対する 6Fr システムの PCI で GUIDEPLUS による血栓吸引が有効であ

った 1 例 
 出水総合医療センター 循環器内科 1) 

出水総合医療センター 臨床工学科 2) 

福岡大学医学部 心臓血管内科学 3) 

福岡大学西新病院 循環器内科 4) 

熊本労災病院 循環器内科 5) 
  ○則松 賢次 1)、吉本 圭介 2)、楠元 孝明 1)、桑野 孝志 3)、西川 宏明

4)、松村 敏幸 5) 
   

YIA2 Rotablation 後の IVUS が合併症予測に有用であった高度石灰化病変の一例 
 那覇市立病院 循環器内科 1) 

浦添総合病院 2) 
  ○中田 円仁 1)、横田 尚子 1)、比嘉 南夫 1)、間仁田 守 1)、旭 朝弘 1)、

田端 一彦 1)、上原 裕規 2) 
   

YIA3 冠動脈 CT による偏在性石灰化病変の情報がワイヤー通過に有用であった左冠

動脈前下行枝の慢性完全閉塞症例 
 福岡市民病院 循環器内科 
  ○有村 貴博、弘永 潔、甲斐 敬士、前園 明寛、長山 友美、中野 正

紹、大坪 秀樹 
   

YIA4 IMPELLA2.5 による顕著な急性溶血性貧血を来した院外心肺停止患者の 1 救命

例 
 済生会熊本病院 心臓血管センター 循環器内科 
  ○菊池 保宏 
   

YIA5 The Successful Case of Endovascular Treatment to SFA-CTO after Bypass Graft 
Occlusion. 

 福岡大学病院循環器内科 
  ○矢野 祐依子、杉原 充、桑野 孝志、池 周而、岩田 敦、三浦 伸

一郎 
   

YIA6 ステント脱落に際し、double guide と double balloon anchor technique により回収

できた一例 
 熊本大学 循環器内科学 
  ○高江 将史、坂本 憲治、本里 康太、高潮 征爾、山本 英一郎、海

北 幸一、辻田 賢一 
   



YIA7 急性冠症候群に対する日本型 primary PCI～血栓吸引、PIT、末梢保護、direct 
stenting について～ 

 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、本田 泰悠、小岩屋 宏、栗山 根廣、柴田 剛徳 
   

 



 第 1 会場：第 1.2 会議室 15:45～16:37 
 

合併症・Bailout 1 
 
 座長   下村 光洋 （嬉野医療センター） 

    野田 勝生 （熊本中央病院） 
 コメンテーター  有川 雅也 （大分医療センター） 
    片岡 哲郎 （鹿児島医療センター） 

 
 

MO09 左冠動脈前下行枝ステント留置後に第一対角枝が閉塞し、術後 10 日目に乳頭筋

断裂を来した 1 例 
 小倉記念病院 
  ○諸藤 徹、蔵満 昭一、今田 一彰、廣正 聖、山地 杏平、道明 武

範、曽我 芳光、兵頭 真、白井 伸一、安藤 献児 
   

MO10 左冠動脈主幹部へ留置したステントが大動脈内へ突出し、スネアにて回収し得

た一例 
 久留米大学病院 心臓・血管内科 
  ○山路 和伯、鍵山 弘太郎、石松 高、石崎 勇太、佐々木 雅浩、板

家 直樹、仲吉 孝晴、大塚 昌紀、横山 晋二、佐々木 健一郎、福本 

義弘、上野 高史 
   

MO11 OFDI のスタックによるステントの変形短縮をベイルアウトした症例 
 天陽会中央病院 循環器内科 
  ○北園 和成、高岡 順一郎、有村 俊博、下野 洋和、二宮 登志子、

井上 尊文、加治屋 崇、厚地 伸彦、宮村 明宏、厚地 良彦 
   

MO12 PCI 中に生じた冠動脈解離に対して Cutting balloon を使用して bail out した 2 症

例の検討 
 長崎みなとメディカルセンター 
  ○福嶋 理知、谷 真太郎、鍬先 重輝、武藤 成紀、古殿 真之介、竹

下 聡、中嶋 寛 
   

 

  



第 1 会場：第 1.2 会議室 16:37～17:29 
 

合併症・Bailout 2 
 
 座長   竹本 真生 （宗像水光会総合病院） 
    松村 敏幸 （熊本労災病院） 
 コメンテーター  坂本 憲治 （熊本大学医学部附属病院） 

  松浦 広英 （宮崎市郡医師会病院） 
 

 
MO13 対角枝プロテクションワイヤーがステント留置後に解れて断裂し回収に難渋し

た一例 
 福岡東医療センター 循環器内科 1) 

福岡東医療センター 血管外科 2) 
  ○仲村 尚崇 1)、出石 さとこ 1)、木佐貫 恵 1)、細谷 まろか 1)、中司 元

1)、郷原 誠一郎 1)、小池 明広 1)、隈 宗晴 2) 
   

MO14 ステントによる冠動脈穿孔に対し perfusion balloon を用いて止血に成功した一

例 
 中津市立中津市民病院 
  ○久米 治、平林 優朗、小路 高史 
   

MO15 断裂した植込みポートカテーテルを Goose Neck Snare とアジリスシースを用い

て回収した一例 
 熊本大学大学院 生命科学研究部 循環器内科学 
  ○西原 大貴、本里 康太、藤末 昂一郎、金澤 尚徳、坂本 憲治、山

本 英一郎、海北 幸一、辻田 賢一 
   

MO16 Dextran 使用下の Optimal coherence tomograohy (OCT) 後に難治性冠攣縮、心原

性ショックを来し Kounis 症候群が疑われた一例 
 久留米大学内科学講座 心臓・血管内科部門 1) 

久留米大学病院 循環器病センター2) 
  ○鍵山 弘太郎 1)、山路 和伯 1)、石崎 勇太 1)、石松 高 1)、佐々木 基

起 1)、佐々木 雅浩 1)、板家 直樹 1)、仲吉 孝晴 1)、大塚 昌紀 1)、佐々

木 健一郎 1)、横山 晋二 1)、上野 高史 2) 
   

 



 第 2 会場：第 4.5 会議室 9:00～10:18 
 

血管内イメージング・冠循環生理  
 
 座長   栗山 根廣 （宮崎市郡医師会病院） 

    横井 宏佳 （福岡山王病院） 
 コメンテーター  竹中 克彦 （九州医療センター）  
    室屋 隆浩 （佐世保市総合医療センター） 

 
 

MO17 CTO 病変に対して DES を留置し、OCT で観察し得たその後の経過 
 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 
  ○横峯 辰生、神田 大輔、薗田 剛嗣、小瀬戸 一平、吉野 聡史、内

匠 拓朗、大石 充 
   

MO18 MRI で Hyper intense plaque を認めた症例に対して血管内を観察した 3 症例 
 久留米大学病院 心臓・血管内科 
  ○板家 直樹、佐々木 健一郎、大塚 昌紀、仲吉 孝晴、佐々木 雅浩、

佐々木 基起、石松 高、石崎 勇太、鍵山 弘太郎、新谷 嘉章、山路 

和伯、横山 晋二、福本 義弘、上野 高史 
   

MO19 生体吸収型スキャフォールドで jail された側枝を、3 年後まで OCT で観察し得

た一例 
 宮崎市郡医師会病院 心臓病センター 
  ○吉岡 吾郎、栗山 根廣、柳田 洋平、緒方 健二、松浦 広英、小岩

屋 宏、柴田 剛徳 
   

MO20 iFR 結果により治療 Strategy 変更後、治療に難渋した tandem/diffuse 病変の 1 症

例 
 JCHO諫早総合病院 
  ○佐藤 裕一郎、河野 政紀、児島 正純、山口 研児 
   

MO21 塩酸パパベリン冠注による FFR 測定時に、心室頻拍を来しニコランジル追加冠

注が著効した一例 
 産業医科大学 第 2内科学 
  ○井上 航之祐、園田 信成、瀬戸山 航史、三浦 俊哉、清水 昭良、

穴井 玲央、津田 有輝、荒木 優、尾辻 豊 
   

MO22 Angio で判断困難な虚血責任病変の同定に iFR が有効であった症例 
 JCHO諫早総合病院 循環器内科 
  ○松村 一騎、山口 研児、児島 正純、河野 政紀、佐藤 裕一郎 
   

 

  



第 2 会場：第 4.5 会議室 10:18～11:49 
 

合併症・Bailout 3 
 
 座長   大塚 頼隆 （福岡輝栄会病院） 

    小池 明広 （福岡東医療センター） 
 コメンテーター  江島 健一 （佐賀県医療センター好生館） 

  田口 英詞 （済生会熊本病院） 
  

 
MO23 右冠動脈 STEMI 血栓病変に対して ELCA を用いた際、冠動脈中膜構造の破綻を

認めた一症例 
 福岡県済生会福岡総合病院 
  ○吉田 大輔、長友 大輔、野副 純世、大井 啓司、末松 延裕、久保

田 徹、岡部 眞典、山本 雄祐 
   

MO24 Resolute Onyx の著明な短縮を認めた一例 
 国立病院機構 九州医療センター 
  ○浦 祐次郎、村里 嘉信、福山 雄介、福田 翔子、北村 知聡、荒木 

将裕、目野 恭平、矢加部 大輔、小村 聡一朗、森 隆宏、竹中 克彦、

沼口 宏太郎 
   

MO25 PCI において、ガイディングカテーテルによる冠動脈解離からの心停止とガイ

ドワイヤーによる心タンポナーデを合併した１例  
 藤元総合病院 循環器内科 
  ○剣田 昌伸、榎園 圭、尾辻 秀章、木原 浩一 
   

MO26 偽腔 stenting で生じた no flow を bail out した 1 例 
 宮崎県立延岡病院 
  ○小牧 聡一、丸目 恭平、日下 裕章、戸井田 玲子、黒木 一公、山

本 展誉 
   

MO27 FiltrapR のピットフォール. Filter no-reflow･･･あなたならどうする？ 
 新古賀病院 循環器内科 
  ○平井 敬佑、副嶋 利弥、梶山 公裕、遠藤 奈奈、原口 和樹、小此

木 太一、福岡 良太、折田 義也、梅地 恭子、古賀 久士、川﨑 友

裕 
   

MO28 Ultimaster 留置後に IVUS が stuck し、bail out できず、緊急 CABG となった一症

例 
 久留米大学病院 心臓血管内科 
  ○石松 高、石崎 勇太、板家 直樹、山路 和伯、鍵山 弘太郎、佐々

木 基起、佐々木 雅浩、新谷 嘉章、仲吉 孝晴、佐々木 健一郎、横

山 晋二、福本 義弘、上野 高史 
   

MO29 ステント留置後に冠動脈解離のため側枝閉塞し，ワイヤリクロスに難渋した一

例 
 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 
  ○大城 克彦、勝連 朝史、槇田 徹、平良 良集、宮良 高史、田場 洋

二、當真 隆 



第 2 会場：第 4.5 会議室 13:00～14:05 
 

急性冠症候群 1 
 
 座長   勝田 洋輔 （福岡大学西新病院） 

    柴田 剛徳 （宮崎市郡医師会病院） 
 コメンテーター  神田 大輔 （鹿児島大学病院） 

  野副 純世 （福岡県済生会福岡総合病院） 
  

 
MO30 左主幹部解離を伴う急性大動脈解離を救命し得た一例 
 福岡大学 西新病院 
  ○石田 紀久、上田 隆士、井上 寛子、西川 宏明、勝田 洋輔 
   

MO31 冠動脈瘤を伴う急性心筋梗塞に対して急性期にバルーン拡張術を施行後に外科

手術を行い良好な経過をたどった一例 
 公立八女総合病院 心臓・血管内科 
  ○山元 美季、青木 裕司、松島 慶央、齋藤 裕 
   

MO32 心原性ショックを呈し救命できなかった左回旋枝末梢病変の急性下壁心筋梗塞

の一例 
 杉循環器科内科病院 
  ○中野 仁晴、香月 与志夫、古賀 祐樹、吉賀 巧、杉 健三 
   

MO33 Primary PCI 及び IMPELLA により救命し得た、心原性ショック合併 STEMI の 2
症例の比較 

 宮崎市郡医師会病院 心臓病センター 循環器内科 
  ○小岩屋 宏、柳田 洋平、緒方 健二、木村 俊之、松浦 広英、古堅 

真、西平 賢作、渡邉 望、栗山 根廣、柴田 剛徳 
   

MO34 急性冠症候群の Door to device time 短縮への取り組み 
 久留米大学医学部 心臓・血管内科 
  ○佐々木 基起、本間 丈博、鍵山 弘太郎、石松 高、佐々木 雅浩、

板家 直樹、仲吉 孝晴、横山 晋二、上野 高史、福本 義弘 
   

 

  



第 2 会場：第 4.5 会議室 14:05～15:10 
 

Others 
 
 座長   川﨑 友裕 （新古賀病院） 

    剣田 昌伸 （藤元総合病院） 
 コメンテーター  小岩屋 宏 （宮崎市郡医師会病院） 

  山本 英一郎 （熊本大学医学部附属病院） 
 

 
MO35 膵頭部悪性腫瘍手術前に他院にて発見された前下行枝高度狭窄に対して治療方

針に苦慮した症例 
 医療法人医和基会 戸畑総合病院 
  ○梅原 英太郎、後藤 俊一朗 
   

MO36 左冠動脈無冠動脈洞起始異常の一例 
 福岡大学 西新病院 
  ○石田 紀久、上田 隆士、井上 寛子、西川 宏明、勝田 洋輔 
   

MO37 12 誘導ホルター心電図にて ST 上昇を観察しえた不安定狭心症の一例 
 産業医科大学 第 2内科学 
  ○永井 陽一郎、井上 航之祐、園田 信成、瀬戸山 航史、三浦 俊哉、

清水 昭良、穴井 玲央、津田 有輝、荒木 優、尾辻 豊 
   

MO38 重症慢性血栓塞栓性肺高血圧症に合併した冠動脈三枝病変の一例 
 九州大学病院 循環器内科 1) 

済生会二日市病院 2) 
  ○古澤 峻 1)、仲野 泰啓 1)、細川 和也 1)、阿部 弘太郎 1)、上徳 豊和

1)、的場 哲哉 1)、阿部 巧 2)、中村 亮 2)、筒井 裕之 1) 
   

MO39 冠動脈拡張症を伴う大伏在静脈-左冠動脈主幹部バイパス吻合部狭窄に対し段

階的なバルーン拡張が有用であった症例 
 長崎大学病院 循環器内科 
  ○本川 哲史、古賀 聖士、山方 勇樹、米倉 剛、池田 聡司、河野 浩

章、前村 浩二 
   

 

  



第 2 会場：第 4.5 会議室 15:45～16:37 
 

急性冠症候群 2 
 
 座長   池本 智一 （熊本赤十字病院） 

    竹下 聡 （長崎みなとメディカルセンター） 
 コメンテーター  井上 寛子 （福岡大学西新病院） 

  西 淳一郎 （聖マリア病院） 
 

 
MO40 緊急 PCPS 導入が必要であった急性冠症候群の 2 症例  
 福岡記念病院 初期臨床研修医 1) 

福岡記念病院 循環器内科 2) 

久留米大学病院循環器病センター3) 
  ○牟田 龍史 1)、舛元 章浩 2)、久米田 洋志 2)、中村 広 2)、上野 高史

3) 
   

MO41 血栓吸引療法と PIT による血栓溶解療法を併用することで血栓処理に成功した

亜急性心筋梗塞の一例 
 杉循環器科内科病院 
  ○吉賀 巧、中野 仁晴、香月 与志夫、古賀 祐樹、杉 健三 
   

MO42 心房細動による巨大血栓により治療に難渋した急性心筋梗塞の一例 
 大分大学医学部附属病院 
  ○原田 泰輔、秋岡 秀文、油布 邦夫、高橋 尚彦、中川 幹子、手嶋 

泰之、岡田 憲広、齋藤 聖太郎、米津 圭佑、財前 拓人 
   

MO43 亜急性心筋梗塞に対し薬物療法を行い OCT で経過をみた 1 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) 
  ○野元 裕太朗 1)、小川 正一 1)、鎌田 梨沙 1)、吉元 一成 1)、今村 春

一 1)、大牟禮 健太 1)、茶圓 秀人 1)、桶谷 直也 1)、宮田 昌明 1)、濱

崎 秀一 1)、大石 充 2) 
   

 



 第 2 会場：第 4.5 会議室 16:37～17:29 
 

急性冠症候群 3 
 
 座長    大庭 百合賀 （千早病院） 

    辻田 賢一 （熊本大学医学部附属病院） 
 コメンテーター  石崎 正彦 （光晴会病院） 

  福岡 良太 （新古賀病院） 
 

 
MO44 冠動脈ステント留置術施行5時間後にステント血栓症をきたしたST上昇型心筋

梗塞の 1 例 
 済生会福岡総合病院 循環器内科 
  ○増永 智哉、末松 延裕 
   

MO45 脂肪塞栓にて生じた急性心筋梗塞の一例 
 熊本赤十字病院 1) 

桜十字病院 2) 
  ○伊藤 彰彦 1)、森上 靖洋 2) 
   

MO46 心室細動・心肺停止蘇生後の治療方針について検討が必要であった一例 
 久留米大学医学部内科学講座 心臓血管内科 
  ○佐々木 雅浩、上野 高史、横山 晋二、佐々木 健一郎、大塚 昌紀、

仲吉 孝晴、板家 直樹、佐々木 基起、石松 高、石崎 勇太、鍵山 弘

太郎、山路 和伯 
   

MO47 プラスグレル、クロピドグレル抵抗性を有したが、チカグレロルが著効した急

性下壁心筋梗塞の 1 例 
 長崎大学病院 循環器内科 
  ○馬場 健翔、本田 智大、古賀 聖士、上野 裕貴、山方 勇樹、米倉 

剛、吉牟田 剛、池田 聡司、河野 浩章、前村 浩二 
   

 

  



第 3 会場：第 3 会議室 9:00～10:18 
 

EVT 1  
 
 座長    末松 延裕 （福岡県済生会福岡総合病院） 

    土井 英樹 （熊本労災病院） 
 コメンテーター  伊元 裕樹 （福岡和白病院） 

  楠本 三郎 （佐世保市総合医療センター）  

 
 

MO48 左総腸骨動脈の高度狭窄病変に対し、遠位橈骨動脈穿刺にて治療を行った症例 
 佐世保市総合医療センター 
  ○楠本 三郎、室屋 隆浩、江藤 健二、坂井 健二、園田 浩一朗、新

北 浩樹、波多 史朗 
   

MO49 鎖骨下動脈狭窄症に対するステント治療後、下行大動脈にまで及ぶ解離を認め

バイアバーンステント留置術が有用であった症例 
 佐世保市総合医療センター 循環器内科 1) 

日本赤十字社 長崎原爆病院 2) 
  ○池谷 千章 1)、室屋 隆浩 1)、松本 雄二 2)、坂井 健二 1)、江藤 良 1)、

楠本 三郎 1)、新北 浩樹 1)、波多 史郎 1) 
   

MO50 多発性血管炎肉芽腫症の重症下肢虚血に血管内カテーテル治療と血管新生療法

のハイブリッド療法を行った一例 
 久留米大学病院 心臓・血管内科 
  ○石崎 勇太、佐々木 健一郎、新谷 嘉章、大塚 昌紀、仲吉 孝晴、

板家 直樹、佐々木 雅弘、佐々木 基起、石松 高、鍵山 弘太郎、山

路 和伯、横山 晋二、福本 義弘、上野 高史 
   

MO51 外腸骨動脈に留置したステントに ExoSeal がスタックした一例 
 長崎大学病院 循環器内科 
  ○上野 裕貴、古賀 聖士、米倉 剛、山方 勇樹、赤司 良平、本田 智

大、池田 聡司、河野 浩章、前村 浩二 
   

MO52 EVT におけるソフトワイヤー高速回転手技(soft wire super drilling:SSD)の検討

（続報） 
 医療法人厚生会 虹が丘病院 下肢血管センター 
  ○矢加部 和明、岡 秀樹、山口 敬史、西 活夫 
   

MO53 EVT デバイスの進化を実感した、SFA-CTO retry の 1 例 
 医療法人厚生会 虹が丘病院 下肢血管センター 
  ○岡 秀樹、矢加部 和明、山口 敬史、西 活夫 
   

 

  



第 3 会場：第 3 会議室 10:18～11:36 
 

構造心疾患・その他 
 
 座長    白井 伸一 （小倉記念病院） 

  油布 邦夫 （大分大学医学部附属病院） 
 コメンテーター  大井 啓司 （福岡県済生会福岡総合病院） 

  古賀 聖士 （長崎大学病院） 
 

 
MO54 Severe AS に対する BAV 後に Stuck valve による急性 AR を生じ緊急 AVR となっ

た１症例 
 長崎大学病院 循環器内科 
  ○赤司 良平、古賀 聖士、上野 裕貴、本田 智大、本川 哲史、黒部 

昌也、春田 真一、山方 勇樹、米倉 剛、吉牟田 剛、恒任 章、池田 

聡司、河野 浩章、前村 浩二 
   

MO55 食道走行偏移を有した重度機能性僧帽弁逆流症患者に対する TMVr に、経胸壁

と経食道エコーおよび心臓 CT の併用が有効であった１例 
 済生会熊本病院 心臓血管センター 循環器内科 
  ○兒玉 和久、神波 裕、山田 雅大、堀端 洋子、安田 久代、田口 英

詞、中尾 浩一、坂本 知浩 
   

MO56 集学的加療で改善しえた僧帽弁狭窄症による心原性脳塞栓症の 1 例 -チーム医

療の重要性- 
 社会医療法人大成会  福岡記念病院  
  ○徳重 裕陽 
   

MO57 左下肢深部静脈血栓症に対して経皮的血栓除去術およびカテーテル血栓溶解療

法を行った一例 
 福岡山王病院 循環器内科 1) 

福岡山王病院 ME室 2) 
  ○田中 俊江 1)、菅野 道貴 1)、村上 雄二 1)、尾崎 功治 1)、井上 敬測

1)、福泉 寛 1)、山本 泰範 2)、横井 宏佳 1) 
   

MO58 心房細動アブレーション後の肺静脈狭窄に対して経皮的肺静脈ステント留置を

行った一例 
 九州大学病院循環器内科 
  ○長岡 和宏、向井 靖、池田 翔大、河合 俊輔、坂本 和生、上徳 豊

和、林谷 俊児、的場 哲哉、樗木 晶子、筒井 裕之 
   

MO59 Pressure wireを用いた左室内圧格差モニタリングがPTSMA施行時の急性期効果

判定に有用であった Midventricular obstruction の症例 
 福岡市民病院 循環器内科 1) 

北九州市立八幡病院 2) 
  ○前園 明寛 1)、有村 貴博 1)、弘永 潔 1)、原田 敬 2)、甲斐 敬士 1)、

長山 友美 1)、中野 正紹 1)、大坪 秀樹 1) 
   

 



 第 3 会場：第 3 会議室 13:00～14:18 
 

EVT 2 
 
 座長    杉原 充 （福岡大学病院） 

  山本 光孝 （原三信病院） 
 コメンテーター  西嶋 方展 （熊本中央病院） 

  三浦 光年 （新別府病院） 
 

 
MO60 総大腿動脈の高度石灰化病変に対して生検鉗子を用いた Debulking が有用であ

った 1 例 
 宇部仁心会病院 循環器内科 
  ○橋本 弦太、松本 奉 
   

MO61 腹部アンギーナ症例の、高度石灰化を伴う SMA 慢性完全閉塞に対して EVT を

施行した症例 
 福岡山王病院 
  ○尾崎 功治、菅野 道貴、田中 俊江、井上 敬測、福泉 寛、横井 宏

佳 
   

MO62 外傷性鎖骨下動脈閉塞に対する Viabahn を使用した血管内治療の１例 
 済生会福岡総合病院循環器内科 1) 

済生会福岡総合病院血管外科 2) 
  ○山本 航 1)、末松 延裕 1)、岡留 淳 2)、伊東 啓行 2)、岡部 眞典 1)、

久保田 徹 1)、山本 雄祐 1) 
   

MO63 高度石灰化腸骨動脈に留置され、拡張不全を呈している自己拡張型ステントに

対する VBｘを用いた再治療の 1 例 
 済生会福岡総合病院循環器内科 1) 

済生会福岡総合病院血管外科 2) 
  ○安心院 法樹 1)、末松 延裕 1)、岡留 淳 2)、伊東 啓行 2)、岡部 眞典

1)、久保田 徹 1)、山本 雄祐 1) 
   

MO64 CTO 出口側から IVUS ガイドが有効であった右鎖骨下動脈閉塞症例 
 JCHO熊本総合病院 
  ○田山 信至、上村 孝史、福嶋 隆一郎、片山 哲治 
   

MO65 下肢経皮的血管形成術の際にバルーンがスタックし、回収に成功した重症下肢

虚血の一例 
 小倉記念病院 
  ○志鎌 拓、勝木 知徳、伊東 伸洋、平森 誠一、艫居 祐輔、曽我 芳

光、安藤 献児 
   

 

  



第 3 会場：第 3 会議室 14:18～15:10 
 

慢性完全閉塞病変・SCAD 
 
 座長   的場 哲哉 （九州大学病院） 

  和氣 稔 （沖縄県立中部病院） 
 コメンテーター  高岡 順一郎 （天陽会 中央病院） 

  上原 裕規 （浦添総合病院） 

 
 

MO66 冠動脈 CT の詳細な観察により右冠動脈慢性完全閉塞における残存チャネルを

同定できた一例 
 雪の聖母会聖マリア病院 循環器内科 
  ○貞松 研二、大江 健介、冨田 俊一朗、深水 友梨恵、三小田 周弘、

由布 威雄、高瀬 進、廖 千惠、相良 秀一郎 
   

MO67 順行性にはバルーン通過が不可能であった高度石灰化を伴う CTO に対して、逆

行性にバルーンを通過し治療を完遂しえた 1 例 
 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 循環器内科 
  ○大江 健介、貞松 研二、田代 英樹 
   

MO68 再発性特発性冠動脈解離が疑われた症例 
 沖縄県立中部病院 
  ○平瀬 優三、和氣 稔、豊福 尚旦、山元 昇栄、屋宜 宣仁、仲里 淳、

宮城 唯良、高橋 孝典、平田 一仁 
   

MO69 特発性冠動脈解離(SCAD)による ACS に手を出すべきか、出さざるべきか 
 福岡青洲会病院 
  ○中原 真明、横山 正一、樋口 優、矢成 亮介 
   

 

   



第 3 会場：第 3 会議室 15:45～16:37 
 

工夫を要した症例 
 
 座長    小川 正一 （鹿児島市立病院） 

    田山 信至 （熊本総合病院） 
 コメンテーター  山口 研児 （諫早総合病院） 

  吉田 敬規 （佐賀県医療センター好生館） 

 
 

MO70 遠位橈骨動脈アプローチで PCI を行った CKD 合併 ACS の症例、当院での遠位

橈骨動脈アプローチの経験をふまえて 
 医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 循環器内科 
  ○大江 健介、貞松 研二、田代 英樹 
   

MO71 冠動脈造影/形成術前後の超音波検査による、遠位橈骨動脈の有用性の検討 
 柳川病院 循環器科 1) 

柳川病院 検査科 2) 
  ○松本 徳昭 1)、吉岡 励 1)、江崎 さおり 2)、原 明美 2)、恒松 あゆみ

2)、原田 信子 2) 
   

MO72 Buddy wire による CELSUS を用いた高圧拡張で治療しえた高度石灰化病変の一

例 
 地域医療機能推進機構人吉医療センター 
  ○六反田 拓、尾上 喜郎、黒川 博文、中村 伸一 
   

MO73 Scoring バルーン不通過の cuffs ring 様石灰化病変に buddy wire と Non-compliant
バルーンで良好な拡張とステント留置に成功した症例 

 福岡市民病院 
  ○大坪 秀樹 
   

 
 



 第 1 会場：第 1.2 会議室 12:00～12:50 
 

ランチョンセミナー1 
 

                               【共催】第一三共株式会社 
 
「PCI専門医の視点から考える抗血栓療法」 
 

 座  長 西川 宏明 （福岡大学西新病院） 

 演  者 上野 高史 （久留米大学病院） 
   

   
 

第 2 会場：第 4.5 会議室 12:00～12:50 
 

ランチョンセミナー2 
 
                               【共催】アストラゼネカ株式会社 
 
「長期継続 DAPTの意義について」 
 

 座  長 小田代 敬太 （九州大学大学院医学研究院） 

 演  者 上原 裕規  （浦添総合病院） 
   

   

 

第 1 会場：第 1.2 会議室 15:15～15:45 
 

スポンサードセミナー1 
 

                      【共催】テルモ株式会社 
 
「ロボット心臓手術」 
 

 座  長 田中 啓之 （久留米大学医学部外科学講座） 

 演  者 渡邊 剛 （ニューハート・ワタナベ国際病院） 
   

   
 

第 2 会場：第 4.5 会議室 15:15～15:45 
 

スポンサードセミナー2 
 

                   【共催】アボットバスキュラージャパン株式会社 
 
「Face the high risk patients - High bleeding and thrombotic risk」 
 

 座  長 神田 大輔 （鹿児島大学医学部附属病院） 

 演  者 夏秋 政浩 （佐賀大学医学部附属病院） 


