
主催 : ADATARA Live Demonstration

ADATARA LIVE

メグレズホール（星総合病院）

DEMONSTRATION
2019

2019

〒963-8501  福島県郡山市向河原町159番1号　TEL.024-983-5511

２０１9年 6月5日水 6日木 7日金
ビッグパレット ふくしま

会期

会場
〒963-0115  福島県郡山市南二丁目52番地　TEL.024-947-8010  FAX.024-947-8020 

絵／星総合病院 名誉理事長　星　一雄　1930年 福島県生まれ絵／星総合病院 名誉理事長　星　一雄　1930年 福島県生まれ

www.adatara-live.com

Supported by
●日本心血管インターベンション治療学会
●Complex Cardiovascular Therapeutics
●日本心臓病学会
●日本心血管画像動態学会
●一般社団法人 福島県医師会
●一般社団法人 郡山医師会

Supported by
●日本心血管インターベンション治療学会
●Complex Cardiovascular Therapeutics
●日本心臓病学会
●日本心血管画像動態学会
●一般社団法人 福島県医師会
●一般社団法人 郡山医師会

●社団法人 福島県看護協会
●一般社団法人 福島県臨床検査技師会
●一般社団法人 福島県薬剤師会
●一般社団法人 福島県臨床工学技士会
●公益財団法人 郡山コンベンションビューロー
●公益財団法人 福島県観光物産交流協会

●社団法人 福島県看護協会
●一般社団法人 福島県臨床検査技師会
●一般社団法人 福島県薬剤師会
●一般社団法人 福島県臨床工学技士会
●公益財団法人 郡山コンベンションビューロー
●公益財団法人 福島県観光物産交流協会



次 回 開 催 の ご 案 内

ADATARA Live Demonstration 2020
開催日： 2020年9月23日（水）・24日（木）・25日（金）

大会長： 小松　宣夫 （太田綜合病院附属太田西ノ内病院）

会　場： ビッグパレットふくしま

ご挨拶……………………………………………………………………………………………………… 2

Members ……………………………………………………………………………………………… 3

参加者へのご案内 …………………………………………………………………………………… 7

会場案内図 ……………………………………………………………………………………………… 9

Program at a glance …………………………………………………………………………… 10

Program
　共催プログラム …………………………………………………………………………………… 12

 モーニングセミナー、ランチョンセミナー、コーヒーブレイクセッション

　6月5日 ………………………………………………………………………………………………… 14
 ADATARA PPI ＆ 第24回FPIC
 症例検討会

6月6日　第1会場 ………………………………………………………………………………… 15
 モーニングセミナー
 ライブデモンストレーション❶❷（ミニレクチャー）
 ランチョンセミナー
 ライブデモンストレーション❸❹（ミニレクチャー）
 CTO教室
 症例検討会

　6月7日　第1会場 ………………………………………………………………………………… 18
 モーニングセミナー
 ライブデモンストレーション❺❻（ミニレクチャー）
 ランチョンセミナー
 ライブデモンストレーション❼❽（ミニレクチャー）

　6月6日　第2会場 ………………………………………………………………………………… 20
 モーニングセミナー
 EVT教育シンポジウム
 教育セッション１～6
 ランチョンセミナー
コーヒーブレイクセッション
 Adatara Imaging

　6月7日　第2会場 ………………………………………………………………………………… 22
 モーニングセミナー
 Slender Session @ ADATARA
教育セッション7～10
 ランチョンセミナー
 特別企画「徹底討論～この症例どうする～」
コーヒーブレイクセッション

　ポスター演題………………………………………………………………………………………… 26
　コメディカルプログラム　第3会場 ………………………………………………………… 27

ADATARA Live Demonstration2019発表要項…………………………………… 30

Hands-on seminar………………………………………………………………………………… 31

ライブ症例閲覧コーナーのご案内……………………………………………………………… 33

e-casebookのご案内 ……………………………………………………………………………… 34

百人会議の使い方 …………………………………………………………………………………… 35

抄　録……………………………………………………………………………………………………… 37

ご協賛の御礼 …………………………………………………………………………………………… 48

1

Contents
　　　 目　次



ADATARA Live Demonstration 2019
開催にあたって

　ADTARA LIVE DEMONSTRATION 2019の当番世話人としてご挨拶申し上げます。

　ADATARA Live は1997年から開始し今回で22回目となります。今回は2019年6月5日（水）～7日（金）、郡山市のビッグ

パレットふくしまにおいて開催いたします。

　今回も、国内のトップレベルのエキスパートの先生方をお招きし、主に慢性完全閉塞病変等のcomplexな症例に対するPCI

やEVTの治療手技を、会場でのライブ映像を通してディスカッションを行いながら深く掘り下げて進めていただき、県内外のご

参加される先生方や各コメディカルの方にとってより教育的となり、さらには地域医療のレベルアップにつながるようなるよう

な内容となるようなADATARAライブを企画いたしました。 

　従来と同様に、ライブ術者と座長、コメンテーターを中心とした症例検討会の他、CTOおよびPeripheralの教育ライブ、PCI

のエキスパートによる教育プログラム、FPIC（Fukushima Peripheral Intervention Conference）、症例徹底討論、

ADATARAイメージング、スレンダーセション、EVT教育講演なども企画いたしました。

　CTOの教育ライブは、次世代のCTOオペレーターを育成するために、7年前から加藤修先生にご指導を賜り、当ライブの新

しい試みとして開始しています。今回もより一層、充実した内容となるように努めたいと存じます。

　また、教育プログラムは、福島県内の次世代を担う若手の先生たちにプログラム委員として参加していただき、PCI初心者か

ら中級者の実践に役立つ内容のテーマを考え、ライブと平行して行ってきましたが、若手の先生には非常に好評であり、今回も

さらに日常の臨床に役立つ内容と自負しております。 リバイバルしたDCAや新しいデバイスを使用したPCIについての教育的

なセッションも企画し、さらに抗血小板剤や抗凝固薬などの抗血栓薬やPCSK9阻害薬などの循環器に関連した薬物療法も

日々進歩をとげており、循環器薬物治療についての各レクチャーも企画しました。

　これまで、われわれのADATARA Live Demonstrationは、PCI治療の基本を大切にすることを旨として、より安全で、より

質の高い治療を目指す医師・コメディカルのレベルアップに役立つライブとなることを目標としてきました。今回のライブにおき

ましても同様に、実践的でより役に立つ内容を目指し、明日からの治療に繋げる事の出来るライブを目指したいと存じます。

ADATARA Live Demonstration 2019　　　　　　

当番世話人　杉　正文 （いわき市医療センター）
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Course Director
杉　正文
いわき市医療センター

Course Co-Director
阿部　亘
わかまつインターベンションクリニック

小松　宣夫
太田綜合病院附属太田西ノ内病院

清野　義胤
星総合病院

Funding Director
木島　幹博
星総合病院

Course Co-medical Director
添田　信之
星総合病院

橋本　潤一
太田綜合病院附属太田西ノ内病院

Honorary Co-Director
竹石　恭知
福島県立医科大学

山口　徹
虎の門病院

石田　悟朗
太田綜合病院附属太田西ノ内病院

大竹　秀樹
大原綜合病院

川村　敬一
総合南東北病院

赤阪　隆史
和歌山県立医科大学

朝倉　靖
博慈会記念総合病院

安藤　弘
春日部中央総合病院

飯田　修
関西ろうさい病院

飯野　健二
秋田大学医学部

五十嵐　康己
時計台記念病院

一色　高明
上尾中央総合病院

伊藤　智範
岩手医科大学

井上　直人
東京鎌田病院

岩谷　真人
秋田赤十字病院

岩渕　薫
大崎市民病院

岩淵　成志
琉球大学大学院医学研究科

上田　欽造
高瀬クリニック

悦喜　豊
日立総合病院

及川　裕二
心臓血管研究所付属病院

大辻　悟
東宝塚さとう病院

Coruse Organize Committee

Faculty

國井　浩行
福島県立医科大学

佐藤　彰彦
星総合病院

清水　竹史
福島県立医科大学

近江　晃樹
日本海総合病院

尾形　公彦
JCHO仙台病院

小澤　典行
間中病院

小田　弘隆
新潟市民病院

小野　史朗
済生会山口総合病院

片平　美明
公立刈田綜合病院

加藤　修

門田　一繁
倉敷中央病院

金谷　法忍
かないわ病院

川井　和哉
近森病院

川﨑　大三
森之宮病院

菅野　大太郎
札幌心臓血管クリニック

菊池　正
庄内余目病院

菊池　文孝
はちのへハートセンタークリニック

北山　道彦
金沢医科大学病院

木下　順久
豊橋ハートセンター

髙木　祐介
国際医療福祉大学

中里　和彦
福島県立医科大学

水上　浩行
寿泉堂綜合病院

許　永勝
草津ハートセンター

上妻　謙
帝京大学医学部

児玉　隆秀
虎の門病院

後藤　亮
秀和総合病院

小林　智子
京都桂病院

齋藤　滋
湘南鎌倉総合病院

阪本　亮平
中通総合病院

桜田　真己
所沢ハートセンター

佐々木　伸也
坂総合病院

佐藤　匡也
坂総合病院

佐藤　勝彦
札幌心臓血管クリニック

下地　顕一郎
済生会宇都宮病院

菅原　重生
日本海総合病院

鈴木　孝彦
豊橋ハートセンター

鈴木　智人
秋田大学医学部

角辻　暁
大阪大学

武藤　満
総合南東北病院

曽我　芳光
小倉記念病院

高木　厚
済生会川口総合病院

高橋　玲比古
さくら会高橋病院

高橋　潤　
東北大学病院

高橋　徹
秋田県立循環器・脳脊髄センター

高橋　大
山形大学医学部

多田　智洋
函館五稜郭病院

田中　信大
東京医科大学八王子医療センター

玉田　芳明
山形県立中央病院

辻　貴史
草津ハートセンター

土金　悦夫
豊橋ハートセンター

寺井　英伸
心臓血管センター金沢循環器病院

寺島　充康
豊橋ハートセンター

土井　修
倉敷リバーサイド病院

中澤　学
東海大学医学部

中村　明浩
岩手県立中央病院
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Faculty

Faculty of the Year

中村　茂
京都桂病院

中村　淳
新東京病院

中山　睦夫
広島ハートセンター

那須　賢哉
豊橋ハートセンター

浪打　成人
仙台オープン病院

新関　武史
公立置賜総合病院

西川　英郎
三重ハートセンター

野崎　英二
岩手県立中央病院

野崎　洋一
北光記念病院

羽田　哲也
さくら会高橋病院

華岡　慶一
華岡青洲記念心臓血管クリニック

濱嵜　裕司
おおたかの森病院

伊澤　毅
仙台厚生病院

石川　有
岩手医科大学

石田　大
岩手医科大学

井上　政則
慶應義塾大学医学部

岩田　曜
船橋市立医療センター　

岩谷　章司
済生会福島総合病院

臼井　雄太
岩手県立中部病院

遠藤　秀晃
岩手県立中央病院

大瀧　陽一郎
山形大学医学部

大塚　頼隆
福岡輝栄会病院

岡田　正治
滋賀県立総合病院

奥山　英伸
山形県立新庄病院

加治屋　崇
天陽会中央病院

潟手　庸道
埼玉医科大学国際医療センター

加藤　重彦
山形大学医学部

加藤　隆一
東大和病院

金子　伸吾
済生会西条病院

挽地　裕
佐賀大学医学部

平瀬　裕章
高岡みなみハートセンター みなみの杜病院

廣上　貢
手稲渓仁会病院

弘永　潔
福岡市民病院

福井　昭男
山形県立中央病院

房崎　哲也
岩手医科大学

藤井　健一
関西医科大学

藤原　敏弥
市立秋田総合病院

船山　大
自治医科大学

朴沢　英成
イムス東京葛飾総合病院

堀口　聡
秋田県立循環器・脳脊髄センター

本江　純子
菊名記念病院

嘉納　寛人
心臓血管研究所付属病院

辛島　詠士
下関市立市民病院

川初　寛道
手稲渓仁会病院

菊田　雄悦
福山循環器病院

菊地　彰洋
日本海総合病院

桐林　伸幸
日本海総合病院

櫛引　基
青森県立中央病院

小岩屋　宏
宮崎市郡医師会病院

神波　裕
済生会熊本病院

越田　亮司
豊橋ハートセンター

近藤　正輝
岩手県立中央病院

齋藤　礼
小樽市立病院

坂本　知浩
済生会熊本病院

櫻井　馨
新百合ヶ丘総合病院

櫻井　将之
おおたかの森病院

嶋田　芳久
城山病院

進　智康　
東可児病院

舛谷　元丸
はくほう会セントラル病院

松尾　仁司
岐阜ハートセンター

松岡　宏
愛媛県立中央病院

松陰　崇　
東海大学医学部

松原　徹夫
豊橋ハートセンター

松村　昭彦
亀田総合病院

道下　一朗
横浜栄共済病院

三引　義明
仙台市立病院

武藤　誠
埼玉県立循環器･呼吸器病センター

武藤　光範
菊名記念病院

宗久　雅人
仙台厚生病院

村里　嘉信
九州医療センター 循環器センター

鈴木　隆司
勤医協中央病院

関　勝仁
秋田大学医学部

外海　洋平
大阪警察病院

大道寺　飛雄馬
山形県立中央病院

高川　芳勅
小樽市立病院

瀧井　暢
仙台オープン病院

滝澤　要
JCHO仙台病院

只野　雄飛
札幌心臓血管クリニック

舘山　俊太
青森県立中央病院

田邊　裕貴
愛媛大学大学院

辻本　充
ベリタス病院

圓谷　隆治
大崎市民病院

寺村　真範
一宮西病院

唐原　悟　

徳山　榮男
かわぐち心臓呼吸器病院

登坂　淳
TOWN訪問診療所三鷹院

中嶋　壮太
平鹿総合病院

森野　禎浩
岩手医科大学

矢坂　義則
兵庫県立姫路循環器病センター

矢嶋　純二
心臓血管研究所付属病院

山尾　秀二
北茨城市民病院

八巻　多
名寄市立総合病院

横井　宏佳
福岡山王病院

吉川　糧平
三田市民病院

吉町　文暢
東海大学医学部付属八王子病院

中林　圭介
春日部中央総合病院

中山　雅文
戸田中央総合病院

夏秋　政浩
佐賀大学医学部

西垣　和彦
岐阜市民病院

沼澤　洋平
足利赤十字病院

羽尾　清貴
秋田県立循環器・脳脊髄センター

長谷川　寛真
山形県立中央病院

濱田　一路
坂総合病院

播間　崇記
中通総合病院

平井　俊浩
旭川厚生病院

深町　大介
日本大学医学部

福原　怜
兵庫県立尼崎総合医療センター

藤本　善英
千葉大学医学部

船田　竜一
北関東循環器病院

堀江　和紀
仙台厚生病院

本田　晋太郎
仙台厚生病院

幕内　智子　
勤医協中央病院
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Local Faculty
及川　雅啓
福島県立医科大学

大竹　秀樹
大原綜合病院

大和田　卓史
白河厚生総合病院

大和田　尊之
福島赤十字病院

小野　正博
総合南東北病院　

工藤　俊
いわき市医療センター

國井　浩行
福島県立医科大学

齋藤　富善
白河厚生総合病院

佐藤　雅彦
公立相馬総合病院

高橋　皇基
太田綜合病院附属太田西ノ内病院

津田　晃洋
平心会須賀川病院

土川　幹史
総合南東北病院

中里　和彦
福島県立医科大学

中村　裕一
竹田綜合病院

塙　健一郎
いわき市医療センター

保坂　浩希
会津中央病院

星野　弘尊
福島県立医科大学 会津医療センター

星野　寧人
福島第一病院

八巻　尚洋
福島県立医科大学

山口　修
済生会福島総合病院

山本　義人
いわき市医療センター

吉成　和之
福島労災病院

和田　健斗
太田綜合病院附属太田西ノ内病院

Faculty of the Year
松尾　征一郞
東京慈恵会医科大学附属病院 葛飾医療センター

南　尚賢
北里大学病院

宮坂　政紀
仙台厚生病院

宮下　耕太郎
上尾中央総合病院

宮下　武彦
公立刈田綜合病院

宮本　明
総合高津中央病院

茂木　聡
浜松医科大学医学部

森重　侑樹
杏林大学医学部

矢部　敬之
東邦大学医療センター大森病院

山田　愼一郎
北播磨総合医療センター

山地　杏平
小倉記念病院

山地　雄平
北野病院

山中　多聞
石巻赤十字病院

山本　匡
北海道循環器病院

横田　貴志
弘前大学医学部

吉田　雅言
岡山大学病院

渡邊　圭祐
大分循環器病院
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●参加受付
6月6日（木） ７：30～１7：００ １Ｆ 第１会場前
6月7日（金） ７：30～１５：００ １Ｆ 第１会場前

●機器展示
6月6日（木） 9：00～１7：００
  １F マルチパーパスルーム2
6月7日（金） 9：00～１7：００
  １F マルチパーパスルーム2
　　　　　※ドリンクサービス　10：30～１4：3０

●ホスピタリティルーム
6月6日（木） ９：００～１７：００ ３F 小会議室１～3
6月7日（金） ９：００～１７：００ ３F 小会議室１～3

●ハンズオンセミナー
心タンポナーデを作らないためのコイル塞栓術
　１F マルチパーパスルーム1
6月7日（金）   9:30～11:00
 14:00～15:30

IVUS／FFR Learning Center
　ボストンサイエンティフィックジャパン㈱
　ホスピタリティルーム（3F)
IVUS 6月6日（木）14：45～15：45
FFR 6月7日（金）10：30～11：30

●クローク
6月6日（木） 7：30～20：0０ １F ホワイエ
6月7日（金） 7：30～１７：3０ １F ホワイエ

●意見交換会
6月6日（木）  １9：30～２0：3０

  ４Ｆプレゼンテーションルーム

●症例検討会
6月5日（水） １9：００～２0：００  メグレズホール
  （星総合病院）
6月6日（木） 18：30～19：3０  １Ｆ 第１会場

●ライブ症例閲覧コーナー
6月6日（木） 9：００～17：００ １F ホワイエ
6月7日（金） 9：００～17：００ １F ホワイエ

●飲食サービス
下記の飲食サービスを提供します。
いずれも数に限りがございますのでご了承ください。
また、整理券の配布はございません。
モーニングセミナー　　　　パン＋飲料
ランチョンセミナー　　　　お弁当
コーヒーブレイクセミナー　飲料＋スイーツ

●事務局
いわき市医療センター
〒973-8555 福島県いわき市内郷御厩町久世原16
TEL.0246-26-3151（代）

●お問い合わせ先
運営事務局
株式会社ビジテック（内）
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-19-5  ９B
TEL.052-684-4511  FAX.052-684-4512
E-mail: adatara@visitech.co.jp 

日本心血管インターベンション治療学会専門 医・認定医資格更新単位取得 ライブ(更新単位2点)
日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師更新単位
  認定試験受検申請では過去の出席、発表、講演すべてが認められます。
  更新申請では認定後(更新後)5年間の出席、発表、講演が認められます。
  出席:1単位　発表(筆頭者):2単位　発表(共同研究者):1単位　講演(筆頭者):5単位　シンポジスト(筆頭者):4単位
インターベンション エキスパートナース更新単位 10単位
CVIT心血管インターベンション技師制度(ITE)資格更新単位　5単位

6月5日水・6日木・7日金開催日

5日水
6日木・7日金 ビッグパレットふくしま 〒963-0115 福島県郡山市南二丁目52番地

TEL.024-947-8010  FAX.024-947-8020

会場

医師・企業／ 12,000円　 コメディカル／1,000円  （１日）500円 
※発表者、研修医、学生は無料

参加費

メグレズホール（星総合病院）〒963-8501 福島県郡山市向河原町159番1号
TEL.024-983-5511

Co-medical Faculty
赤川　拓
由利組合総合病院

赤松　俊二
滋賀県立総合病院

稲田　毅
岐阜ハートセンター

岩城　龍平
岩手医科大学附属病院

岡田　忠久
京都桂病院

奥田　正穂
札幌東徳洲会病院

菊地　真弓
大崎市民病院

木下　昌樹
岡崎市民病院

口ノ町　俊嗣
豊橋ハートセンター

國井　由花
会津中央病院

佐藤　龍飛
日本海総合病院

佐藤　久弥
昭和大学病院

佐野　始也
高瀬クリニック

塩田　裕啓

島袋　朋子
湘南鎌倉総合病院

清水　速人
倉敷中央病院

進藤　勇人　
平鹿総合病院

田沢　未森
仙台オープン病院

谷岡　怜
神戸大学医学部附属病院

玉澤　充
北光記念病院

中鉢　亮
東北医科薬科大学病院

辻井　正人
三重ハートセンター

對馬　真貴子
青森県立中央病院

永井　美枝子
済生会横浜市東部病院

中川　透
金沢医科大学病院

中西　基修
草津ハートセンター

野崎　暢仁
高の原中央病院 かんさいハートセンター

早坂　啓
仙台循環器病センター

林　貞治
千葉西総合病院

平田　和也
小樽市立病院

堀井　里美
市立秋田総合病院

宮本　秋生
札幌心臓血管クリニック

矢彦沢　佐織
おおたかの森病院

山口　敏和
あいちハートクリニック

湯面　真吾
済生会山口総合病院

吉田　悟
岩手医科大学附属病院

安藤　啓子
総合南東北病院

遠藤　孝敏
いわき市医療センター

大内　卓也
太田綜合病院附属太田西ノ内病院

國分　利規
太田綜合病院附属太田西ノ内病院

後藤　秀明
須賀川病院

Co-medical Local Faculty
齋藤　賛
星総合病院

相良　成美
太田綜合病院附属太田西ノ内病院

佐藤　晃一
わかまつインターベンションクリニック

椎名　響子
いわき市医療センター

添田　信
星総合病院

鈴木　勇人
星総合病院

砂山　篤志
わかまつインターベンションクリニック

清野　泰司
福島県立医科大学附属病院

関根　良美
星総合病院

奈須　利政
星総合病院

福原　之博
福島県立医科大学附属病院

二上　倫嗣
星総合病院

古川　崇
星総合病院

三浦　咲紀
福島県立医科大学附属病院

渡辺　幸紀
総合南東北病院
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●参加受付
6月6日（木） ７：30～１7：００ １Ｆ 第１会場前
6月7日（金） ７：30～１５：００ １Ｆ 第１会場前

●機器展示
6月6日（木） 9：00～１7：００
  １F マルチパーパスルーム2
6月7日（金） 9：00～１7：００
  １F マルチパーパスルーム2
　　　　　※ドリンクサービス　10：30～１4：3０

●ホスピタリティルーム
6月6日（木） ９：００～１７：００ ３F 小会議室１～3
6月7日（金） ９：００～１７：００ ３F 小会議室１～3

●ハンズオンセミナー
心タンポナーデを作らないためのコイル塞栓術
　１F マルチパーパスルーム1
6月7日（金）   9:30～11:00
 14:00～15:30

IVUS／FFR Learning Center
　ボストンサイエンティフィックジャパン㈱
　ホスピタリティルーム（3F)
IVUS 6月6日（木）14：45～15：45
FFR 6月7日（金）10：30～11：30

●クローク
6月6日（木） 7：30～20：0０ １F ホワイエ
6月7日（金） 7：30～１７：3０ １F ホワイエ

●意見交換会
6月6日（木）  １9：30～２0：3０

  ４Ｆプレゼンテーションルーム

●症例検討会
6月5日（水） １9：００～２0：００  メグレズホール
  （星総合病院）
6月6日（木） 18：30～19：3０  １Ｆ 第１会場

●ライブ症例閲覧コーナー
6月6日（木） 9：００～17：００ １F ホワイエ
6月7日（金） 9：００～17：００ １F ホワイエ

●飲食サービス
下記の飲食サービスを提供します。
いずれも数に限りがございますのでご了承ください。
また、整理券の配布はございません。
モーニングセミナー　　　　パン＋飲料
ランチョンセミナー　　　　お弁当
コーヒーブレイクセミナー　飲料＋スイーツ

●事務局
いわき市医療センター
〒973-8555 福島県いわき市内郷御厩町久世原16
TEL.0246-26-3151（代）

●お問い合わせ先
運営事務局
株式会社ビジテック（内）
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-19-5  ９B
TEL.052-684-4511  FAX.052-684-4512
E-mail: adatara@visitech.co.jp 

日本心血管インターベンション治療学会専門 医・認定医資格更新単位取得 ライブ(更新単位2点)
日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師更新単位
  認定試験受検申請では過去の出席、発表、講演すべてが認められます。
  更新申請では認定後(更新後)5年間の出席、発表、講演が認められます。
  出席:1単位　発表(筆頭者):2単位　発表(共同研究者):1単位　講演(筆頭者):5単位　シンポジスト(筆頭者):4単位
インターベンション エキスパートナース更新単位 10単位
CVIT心血管インターベンション技師制度(ITE)資格更新単位　5単位

6月5日水・6日木・7日金開催日

5日水
6日木・7日金 ビッグパレットふくしま 〒963-0115 福島県郡山市南二丁目52番地

TEL.024-947-8010  FAX.024-947-8020

会場

医師・企業／ 12,000円　 コメディカル／1,000円  （１日）500円 
※発表者、研修医、学生は無料

参加費

メグレズホール（星総合病院）〒963-8501 福島県郡山市向河原町159番1号
TEL.024-983-5511
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Access map

ビッグパレットふくしまへのアクセス
JR （郡山駅下車） 東北新幹線 東京駅から1時間26分
  仙台駅から48分
タクシー 郡山駅より10分
バス 郡山駅より15～20分
お車 （東北自動車道）
 郡山 I.C.より20分
 郡山南 I.C.より15分
飛行機 福島空港より車で40分
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JR郡山駅西口発 → ビッグパレット行き
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21

ビッグパレット発 → JR郡山駅西口行き

Access map

メグレズホール案内図
徒歩順路
郡山駅西口を出て千石方面に歩き、美術館通りとの交差点を右折し、
JRガード下を通過し、右手階段を上がり、出た道路を右折。最初の陸
橋渡り右折し更に直進約10メートルで病院。（徒歩約10分）

東部幹線

美
術

館
通

り

星総合病院
メグレズホール

JR郡山駅

ESSO●ラウンドワン

●福島交通

ビックアイ●ホテルドーミーイン●

立体駐車場

※JR郡山駅西口バス乗場1番ビッグパレット経由
※（栄町） 柴宮団地行き以外にご乗車下さい。
※バス料金： 300円 （片道）

※バス料金： 300円 （片道）
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Access map

ビッグパレットふくしまへのアクセス
JR （郡山駅下車） 東北新幹線 東京駅から1時間26分
  仙台駅から48分
タクシー 郡山駅より10分
バス 郡山駅より15～20分
お車 （東北自動車道）
 郡山 I.C.より20分
 郡山南 I.C.より15分
飛行機 福島空港より車で40分
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Access map

メグレズホール案内図
徒歩順路
郡山駅西口を出て千石方面に歩き、美術館通りとの交差点を右折し、
JRガード下を通過し、右手階段を上がり、出た道路を右折。最初の陸
橋渡り右折し更に直進約10メートルで病院。（徒歩約10分）
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JR郡山駅

ESSO●ラウンドワン

●福島交通

ビックアイ●ホテルドーミーイン●

立体駐車場

※JR郡山駅西口バス乗場1番ビッグパレット経由
※（栄町） 柴宮団地行き以外にご乗車下さい。
※バス料金： 300円 （片道）

※バス料金： 300円 （片道）

EV エレベータ
ES エスカレータ
● 男子トイレ
● 女子トイレ
● 障害者トイレ

3F
4F

1F

受付
（6/6・6/7）

第1会場 第2会場

EV

ES

EV

ライブ症例
閲覧コーナー

ポスター会場

機器展示
ドリンクサービス
e-casebook
インフォメーションデスク

クローク
ハンズオンセミナー

控室
3

控室
2

控室
1 エントランス
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WC
第3会場 ホスピタリティ

ルーム

ホスピタリティ
ルーム

ホスピタリティ
ルーム

ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

テルモ㈱

スタッフ控室EV

EV

WCWC

WC
EV

本部

特別会議室

プレゼンテーションルーム

意見交換会（6/6）

展示会場
出入口 出入口

展示
ドリンクサービス

e-casebook
インフォメーションデスク

②

①　アボット バスキュラー ジャパン株式会社

②　株式会社島津製作所

③　日本メドトロニック株式会社

④　センチュリーメディカル株式会社

①

④

③

㈱島津製作所
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　 会場案内図
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lecture

Slender Session

IABP

Mini-lecture

PCPS

Mini-lecture

インペラ

Mini-lecture

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

6月6日●木

中
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施
設

第
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会
場

第
2
会
場

第
3
会
場

ホワイエ

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

6月7日●金

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

6月5日●水　メグレズホール（星総合病院）

Live Demonstration :  いわき市医療センター

Live Demonstration :  星総合病院

症例検討会

Live Demonstration ❶ Live Demonstration ❷ Mini-
lecture

Live Demonstration ❺
CTO Education Live Course

Live Demonstration ❻ Mini-
lecture

症例検討会

Morning Seminar

Luncheon Seminar

共催： ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

Luncheon Seminar

Luncheon Seminar

ADATARA PPI ＆ 第24回FPIC

共催： 大塚製薬㈱

Luncheon Seminar

DAPT

共催： アボット バスキュラー ジャパン㈱

Luncheon Seminar

Luncheon Seminar

共催： アボットメディカルジャパン㈱

Co-medical 
Session

STENT
graft

Co-medical 
Session

Fireside Session

CTO教室
CTO治療症例

こんな時どうする？/My strategy

Adatara Imaging

Coffee Break
Session

Education Session Education Session

教育セッション
⑤補助循環

適用とタイミング
⑥急性期治療
ACSの複雑病変、多肢病変治療

Education
Session

Education Session Sponsored Symposium Sponsored SymposiumEducation SessionMorning Seminar

基礎1

Co-medical Session Co-medical Session

看護２

Co-medical Session

基礎2

Co-medical Session

デバイスを知ろう

Co-medical SessionCo-medical Session

ペースメーカー

Imaging Device

Co-medical Session

デバルキングデバイス

Co-medical Session

心臓血管
外科医の話

特別企画プログラム
徹底討論

～この症例どうする？～

Co-medical Session

放射線

Co-medical Session

合併症対策
～こんな症例二度と経験したくない！～

Satellite Symposium

Mini-
lecture

Mini-
lecture

Mini-
lecture

Mini-
lecture

共催： アボット バスキュラー ジャパン㈱、テルモ㈱、
 ニプロ㈱、㈱フィリップス・ジャパン、
　　  ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

Morning Seminar

共催： エドワーズライフサイエンス㈱

共催： ニプロ㈱

Morning Seminar

RFR

大腿膝下動脈における、
これからのDCBとDES

の在り方

Mini-
lecture

Mini-
lecture

共催： アボット バスキュラー ジャパン㈱
 テルモ㈱

共催： 朝日インテックJセールス㈱

共催： 日本メドトロニック㈱ 共催： アイペックホールディングス㈱

共催： ニプロ㈱

症例から学ぶ
～Lesion

Preparation～

リードレス
ペースメーカーの

適応と現状

HBR75-超高齢化社会
を見据えたテーラー
メイドPCIのススメ

心房細動アブレーション
～高周波？バルーン？～

Structure
Device

DCA

看護1

EVT Symposium

共催: 第一三共㈱

共催: ㈱カネカメディックス

共催: ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

共催: オーバスネイチメディカル㈱

共催: ㈱フィリップス・ジャパン共催: 日本ライフライン㈱

共催: ニプロ㈱共催: サノフィ㈱

共催: アステラス製薬㈱／
 アステラス・アムジェン・バイオファーマ㈱

Coffee Break
Session共催：

カーディナルヘルスジャパン（同）
日本ライフライン㈱
ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

意見交換会

会場： 4Ｆ
（プレゼンテーションルーム）

19:30～20:30

Live Demonstration ❸
EVT Education Live Course Live Demonstration ❹

共催： アボット バスキュラー ジャパン㈱

共催： カーディナルヘルスジャパン（同）

ポスター掲示

ポスター掲示

中
継
施
設

第
1
会
場

第
2
会
場

第
3
会
場

ホワイエ

ポスター発表

地域を一体として
捉えた多職種連携、
診療科相互補完の
必要性を考える

共催: ゼオンメディカル㈱

共催： ㈱カネカメディックス

教育セッション
①PCIの基礎１

ガイドワイヤ＆ガイディングカテーテル
②虚血の評価

FFR/iFR

教育セッション
③EVT

EVTを成功に導くパンクチャー ～私の流儀～
④EVT

SFA～私のやり方～

教育セッション
⑦PCIの基礎2

各種バルーンの選び方
⑧虚血の評価

非侵襲診断（シンチ・perfusion CTCA）

教育セッション
⑨合併症

Slow Flow/ No reflow/HIT
⑩合併症

デバイス抜去困難

共催： 日本メドトロニック㈱   　　　　　　　　　
 ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

共催: テルモ㈱

共催: アボット バスキュラー ジャパン㈱

Live Demonstration ❼ Live Demonstration ❽

Slender session @ ADATARA
DRAP and Beyond

新時代の抗血栓療法
-implications from

the AUGUSTUS trial-

共催: テルモ㈱

Mini-lecture  FFR

共催： ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈱/ファイザー㈱

特別企画プログラム
徹底討論

～この症例どうする～
共催: アシストジャパン㈱、アボット バスキュラー ジャパン㈱、
 テルモ㈱、㈱フィリップス・ジャパン、
 フクダ電子南東北販売㈱、メディキット㈱、㈱メディコン

TAVI 治療の現状と
これからのTAVI 治療

Adatara Imaging -Video Live
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これからのTAVI 治療
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Morning Seminar

6月6日木    第1会場  

 8:00-9:00 『RFR』
  座長
   小松　宣夫 （太田綜合病院附属太田西ノ内病院）
  演者

   当院における新しい安静時指標、 Resting Full-cycle Ratio (RFR)使用経験から
   田沢　未森 （仙台オープン病院）

   FFR、RFRを臨床にどう活かすか？
   寺井　英伸 （心臓血管センター金沢循環器病院）

共催: アボット バスキュラー ジャパン㈱

6月6日木    第2会場  

 8:00-9:00 『大腿膝下動脈における、これからのDCBとDESの在り方』
  座長
   山本　義人 （いわき市医療センター）

  演者
   The Optimal Solution for SFA Treatment with Eluvia stent
   飯田　修 （関西ろうさい病院）

   SFA治療における DCBの有用性
   宇都宮　誠 （東邦大学医療センター　大橋病院）

共催: 日本メドトロニック㈱、ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱
6月7日木    第1会場  

 8:00-9:00 『TAVI治療の現状とこれからのTAVI治療』
  座長
   山本　義人 （いわき市医療センター）
  演者

   TAVI治療の現状
   國井　浩行（福島県立医科大学）

   TAVI最新アップデート　これからの TAVI治療
   福井　昭男（山形県立中央病院）

共催: エドワーズライフサイエンス㈱6月7日金    第2会場  

 8:00-9:00 『DCA』
  座長
   木島　幹博 （星総合病院）
  演者
   私の考える DCA治療～ Stent lessを目指して～
   横田　貴志（弘前大学医学部）

   当院での DCAの使用経験
   下地顕一郎（済生会宇都宮病院）

共催: ニプロ㈱

Luncheon Seminar

6月6日木    第1会場  

 12:30-13:30 『HRB75-超高齢化社会を見据えたテーラーメイド PCIのススメ』
  座長
   森野　禎浩（岩手医科大学）

  演者
   High bleeding riskの課題と Short DAPT trials
   大塚　頼隆（福岡輝栄会病院）

   高齢者への PCIを考える
   茂木　聡 （浜松医科大学）

共催: ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

6月6日木    第2会場  

 12:30-13:30 『症例から学ぶ～ Lesion Preparation～』
  座長
   小松　宣夫 （太田綜合病院附属太田西ノ内病院）

  演者
   Mechanical Preparation
   山本　匡  （北海道循環器病院）

   How To DCB:Add Another Twist
   嶋田　芳久 （城山病院）

共催: ニプロ㈱
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6月6日木    第3会場     Co-medical

 12:30-13:30 『リードレスペースメーカーの適応と現状』 
  座長
   安藤　啓子（総合南東北病院）
  演者
   清野　義胤（星総合病院）

共催: 日本メドトロニック㈱

6月7日金    第1会場  

 12:30-13:30 『DAPT』
  座長
   岩渕　薫  （大崎市民病院）　　浪打　成人（仙台オープン病院）

  演者
   High Bleeding Risk症例に挑む -CREDO-Kyoto Risk Scoreに基づくベストアプローチ
   夏秋　政浩 （佐賀大学医学部）
   DAPTに関する最近の動向
   上妻　謙  （帝京大学医学部）

共催: アボット バスキュラー ジャパン㈱

6月7日金    第2会場  

 12:30-13:30 『新時代の抗血栓療法 -implications from the AUGUSTUS trial-』
  座長
   竹石　恭知（福島県立医科大学）

  演者
   坂本　知浩（済生会熊本病院）

共催: ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈱/ファイザー㈱

6月7日金    第3会場     Co-medical

 12:30-13:30 『心房細動アブレーション～高周波？バルーン？～』 
  座長
   添田　信之（星総合病院）
  演者
   松尾征一郎（東京慈恵会医科大学葛飾医療センター）

共催: アボットメディカルジャパン㈱

Coffee Break Session

6月6日木    第2会場  

 15:00-15:30 『冠動脈疾患二次予防における積極的脂質管理の重要性』
  座長
   清野　義胤 （星総合病院）

  演者
   南　尚賢 （北里大学）

共催: アステラス製薬（株）／アステラス・アムジェン・バイオファーマ㈱

6月7日金    第2会場  

 15:10-15:40 『アルチマスター留置患者のアウトカム予知因子』
  座長
   國井　浩行 （福島県立医科大学）

  演者
   只野　雄飛 （札幌心臓血管クリニック）

共催: テルモ㈱
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6月5日水
  メグレズホール（星総合病院） 

 17:00-19:00 ADATARA PPI & 第24回FPIC
今年も ADATARA Live Demonstration 2019 のサテライトシンポジウムとして第 24 回 Fukushima Peripheral Intervention Conference（FPIC）を開催
します。
尚、FPIC 終了後に、同会場において、引き続き、ADATARA Live Demonstration 2019 の症例検討会を行います。
できるだけ多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

  司会
   小松　宣夫（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）

  座長
   飯田　修 （関西ろうさい病院）
   中村　茂 （京都桂病院）   
  コメンテーター
   安藤　弘 （春日部中央総合病院）　　　國井　浩行（福島県立医科大学）
   高橋　大 （山形大学医学部）　　　　　水上　浩行（寿泉堂綜合病院）
   山本　義人（いわき市医療センター）

  症例呈示
   金子　一善（山形市立病院　済生館）　　阪本　亮平（中通総合病院）
   中村　裕一（竹田綜合病院）　　　　　　星野　寧人（福島第一病院）
   堀江　和紀（仙台厚生病院）

共催: 大塚製薬㈱

 19:00-20:00 症例検討会  
ADATARA Live Demonstration では e-casebookによりライブ症例の透視画像を供覧して頂けるようになりました。ライブ前夜に実際の治療を行うオペレー
ター、当日に担当される座長、コメンテーター、会場に参加される皆さを交えて症例検討会を開催致します。6 月 6 日のいわき市医療センターからはペリフェラ
ル症例を含む 7 症例を予定しており、個々の症例に対して何が最良の治療法かについて、みんなで掘り下げた検討をすることでより充実したライブコースになる
ものと確信いたします。

  司会
   杉　正文 （いわき市医療センター）

  ご意見番
   木島　幹博（星総合病院）

  ディスカッサー
   安藤　弘 （春日部中央総合病院）　　角辻　暁 （大阪大学）
   那須　賢哉（豊橋ハートセンター）　　吉川　糧平（三田市民病院）
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6月6日木    第1会場  

 Morning Seminar
 8:00-9:00 『RFR』 
  座長
   小松　宣夫 （太田綜合病院附属太田西ノ内病院）

  演者
   当院における新しい安静時指標、 Resting Full-cycle Ratio (RFR)使用経験から
   田沢　未森 （仙台オープン病院）
   FFR、RFRを臨床にどう活かすか？
   寺井　英伸 （心臓血管センター金沢循環器病院）

共催: アボット バスキュラー ジャパン㈱　

  中継施設   いわき市医療センター   LIVE 

  オペレーター
   朝倉　靖 （博慈会記念総合病院）　　　安藤　弘 （春日部中央総合病院）
   齋藤　滋 （湘南鎌倉総合病院）　　　　杉　正文 （いわき市医療センター）
   角辻　暁 （大阪大学）　　　　　　　　那須　賢哉（豊橋ハートセンター）
   吉川　糧平（三田市民病院）

  IVUS コメンテーター
   小林　智子（京都桂病院）　　　寺島　充康（豊橋ハートセンター）
   藤井　健一（関西医科大学）　　武藤　光範（菊名記念病院）

  カテ室スタッフ
   多田　智洋（函館五稜郭病院）　　松陰　崇 （東海大学医学部）

 9:00-10:40 Live Demonstration ❶
  座長
   上田　欽造（高瀬クリニック）　　片平　美明（公立刈田綜合病院）

  ご意見番 
   山口　徹 （虎の門病院）

  コメンテーター
   後藤　亮 （秀和総合病院）　　　　　津田　晃洋（平心会須賀川病院）
   中澤　学 （東海大学）　　　　　　　新関　武史（公立置賜総合病院）
   福井　昭男（山形県立中央病院）　　　八巻　多 （名寄市立総合病院）
   山口　修 （済生会福島総合病院）

  Mini-lecture
  『ガイドエクステンションカテーテル『HIKYAKU』の使用経験』
  演者
  　滝澤　要 （JCHO 仙台病院）

共催: ㈱カネカメディックス　

 10:45-12:25 Live Demonstration ❷
  座長
   野崎　英二（岩手県立中央病院） 　　武藤　誠 （埼玉県立循環器 ･ 呼吸器病センター）

  コメンテーター
   飯野　健二（秋田大学医学部）　　　　　　　　　　大竹　秀樹（大原綜合病院）
   川村　敬一（総合南東北病院）　　　　　　　　　　児玉　隆秀（虎の門病院）
   中里　和彦（福島県立医科大学）　　　　　　　　　朴沢　英成（イムス東京葛飾総合病院）
   堀口　聡 （秋田県立循環器・脳脊髄センター）

  Mini-lecture
  『ACSにおける冠動脈、大動脈内視鏡所見』
  演者
  　深町　大介（日本大学医学部）

共催: サノフィ㈱　
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 Luncheon Seminar
 12:30-13:30 『HRB75-超高齢化社会を見据えたテーラーメイド PCIのススメ』
  座長
   森野　禎浩（岩手医科大学）

  演者
   High bleeding riskの課題と Short DAPT trials
   大塚　頼隆（福岡輝栄会病院）
   高齢者への PCIを考える
   茂木　聡 （浜松医科大学）

共催:  ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱　

  Mini-lecture
  『Chase-DSAを使って下肢の EVTをスマートにこなす』
  演者
  　山本　義人（いわき市医療センター）

 13:35-15:15 Live Demonstration ❸
  『EVT Education Live Course』
  座長
   中村　明浩（岩手県立中央病院）　　横井　宏佳（福岡山王病院）

  ご意見番
   一色　高明（上尾中央総合病院）

  コメンテーター
   岩谷　真人（秋田赤十字病院）　　　　川﨑　大三（森之宮病院）
   木下　順久（豊橋ハートセンター）　　佐々木伸也（坂総合病院）
   玉田　芳明（山形県立中央病院）

  Mini-lecture
  『石灰化病変への挑戦  SapphireNC24』
  演者
  　滝澤　要 （JCHO 仙台病院）

共催: オーバスネイチメディカル㈱　

 15:20-17:00 Live Demonstration ❹
  座長
   北山　道彦（金沢医科大学病院）　　　松村　昭彦（亀田総合病院）

  ご意見番
   土井　修 （倉敷リバーサイド病院）

  コメンテーター
   近江　晃樹（日本海総合病院）　　　菊池　正 （庄内余目病院）
   齋藤　富善（白河厚生総合病院）　　中村　淳 （新東京病院）
   保坂　浩希（会津中央病院）　　　　武藤　満 （総合南東北病院）
   宗久　雅人（仙台厚生病院）

  Mini-lecture
  『NSE PTA3回拡げてみませんか？』
  演者
  　辛島　詠士（下関市立市民病院）

共催: ニプロ㈱　
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Fireside Session
 17:10-18:30 『CTO教室』CTO治療症例 こんな時どうする？ / My strategy

CTO-PCI へのアプローチは、各種デバイスの進歩に伴い、その成績も確実に向上して参りました。しかしながら、CTO-PCI 治療には依然としてラーニングカー
ブがあることも事実であります。今年も、CTO 症例で難渋したケース 2 題をご呈示頂き、加藤修先生にアドバイス頂きます。
それぞれの症例を振り返り、問題点を明らかにすることによって、明日への PCI 治療に活かして頂けましたら幸いです。

座長
   及川　裕二（心臓血管研究所付属病院）　　矢坂　義則（兵庫県立姫路循環器病センター）

  スーパバイザー
   加藤　修
  症例呈示
   瀧井　暢 （仙台オープン病院）　　山中　多聞（石巻赤十字病院）

共催: 朝日インテックJセールス㈱

 18:30-19:30 症例検討会  
ADATARA Live Demonstration では e-casebook によりライブ症例の透視画像を供覧して頂けるようになりました。ライブ前夜に実際の治療を行うオペ
レーター、当日に担当される座長、コメンテーター、会場に参加される皆さを交えて症例検討会を開催致します。6 月 7 日の星総合病院からは CTO 症例を
含む 6 症例を予定しており、個々の症例に対して何が最良の治療法かについて、みんなで掘り下げた検討をすることでより充実したライブコースになるもの
と確信いたします。

  司会
   清野　義胤（星総合病院）

  ご意見番
   木島　幹博（星総合病院）　　鈴木 孝彦（豊橋ハートセンター）

  ディスカッサー
   阿部　亘 （わかまつインターベンションクリニック）　　小松　宣夫（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）
   五十嵐康己（時計台記念病院）　　　　　　　　　　　　　濱嵜　裕司（おおたかの森病院）
   高橋　徹 （秋田県立循環器・脳脊髄センター）

 意見交換会のご案内 
日時：６月６日（木）１９：３０～２０：３０
場所：４階 プレゼンテーションルーム
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6月7日金    第1会場  

 Morning Seminar
 8:00-9:00 『TAVI治療の現状とこれからの TAVI治療』
  座長
   山本　義人 （いわき市医療センター）

  演者
   TAVI治療の現状
   國井　浩行 （福島県立医科大学）
   TAVI最新アップデート　これからの TAVI治療
   福井　昭男 （山形県立中央病院）

共催: エドワーズライフサイエンス㈱　

  中継施設   星総合病院   LIVE 
  オペレーター
   阿部　亘 （わかまつインターベンションクリニック）　　五十嵐康己（時計台記念病院）
   小松　宣夫（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）　　　　　清野　義胤（星総合病院）
   高橋　徹 （秋田県立循環器・脳脊髄センター）　　　　　土金　悦夫（豊橋ハートセンター）
   濱嵜　裕司（おおたかの森病院）
  IVUS コメンテーター
   大和田卓史（白河厚生総合病院）　　　高木　厚 （済生会川口総合病院）
   中山　睦夫（広島ハートセンター）　　船山　大 （自治医科大学）
   本江　純子（菊名記念病院）

 9:00-10:40 Live Demonstration ❺
  『CTO Education Live Course』
  座長
   大辻　悟 （東宝塚さとう病院）　　許　永勝（草津ハートセンター）

  スーパバイザー
   加藤　修
  コメンテーター
   菅野大太郎（札幌心臓血管クリニック）　　桜田　真己（所沢ハートセンター）
   廣上　貢 （手稲渓仁会病院）　　　　　　弘永　潔 （福岡市民病院）
   松原　徹夫（豊橋ハートセンター）　　　　三引　義明（仙台市立病院）
   矢嶋　純二（心臓血管研究所付属病院）

  Mini-lecture
  『Orsiro ultrathin strut DES』
  演者
  　髙木　祐介（国際医療福祉大学）

共催: 日本ライフライン㈱　

 10:45-12:25 Live Demonstration ❻
  座長
   小田　弘隆（新潟市民病院）　　西川　英郎（三重ハートセンター）

  コメンテーター
   石原　昭三（耳原総合病院）　　　　　　　　　　　佐藤　雅彦（公立相馬総合病院）
   寺井　英伸（心臓血管センター金沢循環器病院）　　浪打　成人（仙台オープン病院）
   房崎　哲也（岩手医科大学）　　　　　　　　　　　藤原　敏弥（市立秋田総合病院）
   八巻　尚洋（福島県立医科大学）

  Mini-lecture
  『進化した GuidezillaTM II  ~複雑病変の治療にGuidezillaTM IIを活かす~』
  演者
  　岡田　正治（滋賀県立総合病院）

共催: ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱　
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 Luncheon Seminar
 12:30-13:30 『DAPT』
  座長
   岩渕　薫  （大崎市民病院）　　浪打　成人（仙台オープン病院）

  演者
   High Bleeding Risk症例に挑む -CREDO-Kyoto Risk Scoreに基づくベストアプローチ
   夏秋　政浩 （佐賀大学医学部）
   DAPTに関する最近の動向
   上妻　謙  （帝京大学）

共催: アボット バスキュラー ジャパン㈱　

 13:35-15:15 Live Demonstration ❼
  座長
   門田　一繁（倉敷中央病院）　　華岡　慶一（華岡青洲記念心臓血管クリニック）
  コメンテーター
   岩渕　薫 （大崎市民病院）　　　　尾形　公彦（JCHO 仙台病院）
   下地顕一郎（済生会宇都宮病院）　　鈴木　智人（秋田大学医学部）
   多田　智洋（函館五稜郭病院）　　　道下　一朗（横浜栄共済病院）
   山尾　秀二（北茨城市民病院）

  Mini-lecture
  『iFRの最新エビデンス』
  演者
  　菊田　雄悦（福山循環器病院）

共催: ㈱フィリップス・ジャパン　

 15:20-17:00 Live Demonstration ❽
  座長
   小野　史朗（済生会山口総合病院）　　金谷　法忍（かないわ病院）

  コメンテーター
   悦喜　豊 （日立総合病院）　　　　　　　　　　　　小澤　典行（間中病院）
   大和田尊之（福島赤十字病院）　　　　　　　　　　　川井　和哉（近森病院）
   星野　弘尊（福島県立医科大学会津医療センター）　　吉成　和之（福島労災病院）

  Mini-lecture
  『VIABAHNの使用経験と抗血栓療法』
  演者
  　工藤　俊 （いわき市医療センター）

共催: 第一三共㈱　
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6月6日木    第2会場  

 Morning Seminar
 8:00-9:00 『大腿膝下動脈における、これからのDCBとDESの在り方』
  座長
   山本　義人 （いわき市医療センター）

  演者
   The Optimal Solution for SFA Treatment with Eluvia stent
   飯田　修 （関西ろうさい病院）
   SFA治療における DCBの有用性
   宇都宮　誠 （東邦大学医療センター　大橋病院）

共催: 日本メドトロニック㈱、ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱　

EVT Symposium
 9:30-10:30 『地域を一体として捉えた多職種連携、診療科相互補完の必要性を考える』
  座長
   飯田　修  （関西ろうさい病院）　　山本　義人（いわき市医療センター）

  演者
   井上　政則（慶應義塾大学医学部）　　登坂　淳 （TOWN 訪問診療所三鷹院）
   宮本　明 （総合高津中央病院）　　　森重　侑樹（杏林大学医学部）

共催: カーディナルヘルスジャパン（同）

Education Session
 10:30-10:55 『教育セッション１　PCIの基礎 1』ガイドワイヤ＆ガイディングカテーテル

ガイディングカテーテルを適切に選択することは PCI 成功への第一歩となります。エンゲージができなければ PCI 治療自体がはじまらないし、選択を誤
れば治療に難渋することになります。ガイドワイヤーも PCI に必須のツールで、製品の特性を理解し、病変に適したガイドワイヤーを選択し適切に操作す
ることが手技の成功の鍵となります。そしてワイヤーの選択・操作によっては治療の成否のみならず、穿孔や解離などの合併症の原因にもなり得ます。
このセッションでは PCI を安全かつスムーズに成功に導くためのガイディングカテーテル・ガイドワイヤーの選び方、使い方、注意点などについてレクチャー
していただきます。

  座長
   菊池　文孝（はちのへハートクリニック）

  演者
   高橋　潤 （東北大学病院）

 11:00-11:25 『教育セッション２　虚血の評価』FFR/iFR
近年、技術の向上やデバイスの進歩によりPCI の成功率は目覚ましく向上しております。一方で PCI の適応に関して、米国において Appropriate Use 
Criteria(AUC) とよばれる基準の策定が行われ、PCI 治療の適切性が見直されているのが現状です。本邦においても、昨今の医療情勢もあり、PCI 治
療の適正化が求められております。
このような背景から安定冠動脈疾患に対する機能的虚血評価の重要性が年々高まってきております。このセッションでは機能的虚血評価の代表的ツール
である FFR/ iFR に関し、最近の知見も含めて実践的に解説して頂きます。

  座長
   田中　信大（東京医科大学八王子医療センター）

  演者
   松尾　仁司（岐阜ハートセンター）

 11:30-11:55 『教育セッション３　EVT』EVTを成功に導くパンクチャー　～私の流儀～
EVT 数は近年増加傾向で、様々なデバイスも使用できるようになってきました。ガイドワイヤーの進歩やリエントリーデバイスにより病変に対するワイヤー
通過の成功率も高くなってきています。しかしながら EVT を成功に導く最大のカギは distal puncture によりbi directional approach のシステムを
構築することにあると考えられます。そこで、今回エキスパートの先生に様々な puncture の方法をレクチャーしていただきます。

  座長
   野崎　洋一（北光記念病院）

  演者
   越田　亮司（豊橋ハートセンター）

 12:00-12:25 『教育セッション４　EVT』SFA～私のやり方～
浅大腿動脈への EVT は、デバイスや再開通技術の発達により高い初期成功率が期待でき、多くの症例で EVT が第一選択となっています。しかし病変
形態や患者背景により戦略が変わり、また使用できるデバイスの選択肢も増えているため、経験の浅い術者にとって Best strategy を決定することはし
ばしば難しいことです。「ワイヤーは 35？18？14？」「ナックルのほうが速いけど、サブ行ったら次どうしよう」「硬い CTO ではどんなワイヤーがいい
だろう」「仕上げ方はステント？バルーン？」といった悩みを持ちながら My best strategy をなかなか築き上げられない術者も多いと思います。本セッショ
ンでは、経験豊富な先生の My strategy を、症例ベースに、使用するデバイスも含めて具体的に解説頂きます。明日からの EVT にすぐに役立つもの
と期待しています。

  座長
   佐藤　匡也（坂総合病院）

  演者
   曽我　芳光（小倉記念病院）

共催: ㈱カネカメディックス
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 Luncheon Seminar
 12:30-13:30 『症例から学ぶ～ Lesion Preparation～』
  座長
   小松　宣夫 （太田綜合病院附属太田西ノ内病院）

  演者
   Mechanical Preparation
   山本　匡  （北海道循環器病院）
   How To DCB:Add Another Twist
   嶋田　芳久 （城山病院）

共催: ニプロ㈱　

Education Session
 13:35-14:00 『教育セッション５　補助循環』適用とタイミング

IABP に関しては実臨床において明らかに有用と実感できる場面もあるにもかかわらず、心原性ショックに対する使用でさえネガティブな研究結果も出て
おります。そういった最近の状況を踏まえて、IABP を使用するタイミングを中心にレクチャーして頂きます。PCPS については、血行動態が破綻した際
の使用は判断に迷いませんが、見た目のバイタルに騙されて導入が遅れ臓器障害が進んでしまったりと対応が後手に回ってしまう場合もあります。各個
人で経験できる症例は限られており、その使い方に関してエキスパートの先生にレクチャーして頂きます。

  座長
   高橋玲比古（さくら会高橋病院）

  演者
   菅原　重生（日本海総合病院）

 14:05-14:30 『教育セッション６　急性期治療』ACSの複雑病変、多肢病変治療
「脆弱なプラークを有する急性冠症候群。急性期のカテーテル治療において、多枝病変で責任病変の判断に迷ったり、分岐部や石灰化病変など複雑な状
況への対応に悩んだり、no reflow で困ったりすることは、誰しも経験することです。しかも、瞬時に状況を正確に把握し、的確な治療を行わなければ、
患者さんの予後に影響を与えかねません。そのため、様々な状況への対処法を予め学んでおくことは、術者にとってとても大切であり、必ず助けになり
ます。本セッションにおいて、それらを共有したいと考えております。

  座長
   吉町　文暢（東海大学医学部付属八王子病院）

  演者
   阪本　亮平（中通総合病院）

 Coffee Break Session
 15:00-15:30 『冠動脈疾患二次予防における積極的脂質管理の重要性』
  座長
   清野　義胤 （星総合病院）

  演者
   南　尚賢  （北里大学）

共催: アステラス／アステラス・アムジェン・バイオファーマ㈱　

ADATARA Imaging
 15:30-17:00 『Adatara Imaging -Video Live』   VIDEO LIVE  

Imaging device の存在意義が問われてきている時代となってしまいました。
AMI に対する emergency PCI に対する IVUS の使用すら Guideline が変わりつつあります。又、AMI に移行すべき本当の不安定狭心症も組織像ではなく
iFR  FFRといった圧較差だけで推定されてしまいます。過去の Imaging device の歴史を造ってこられた先輩方の大きな努力より、費用対効果比がさけばれ
てしまっています。ここ福島県において、特に顕著であります。この時代に逆行すべき流れに負けず、本当の Imaging device の心を持ち続けたいと考えます。
この限られた時間で皆様とともに Discussion を楽しんでいきたいと考えます。宜しくお願い致します。

 座長
  赤阪　隆史（和歌山県立医科大学）　　松尾　仁司（岐阜ハートセンター）
コメンテーター

   挽地　裕 （佐賀大学）　　　　　　中山　睦夫（広島ハートセンター）　　船山　大 （自治医科大学）
   松岡　宏 （愛媛県立中央病院）　　村里　嘉信（九州医療センター）

  ビデオライブ
   Physiology & imaging-guide PCIの 1例：PCIにどのように physiology・imagingを使うか？みんなで考えよう
   赤阪　隆史（和歌山県立医科大学）

  特別講演
   ベンチテストから見た LMステントの可能性とイメージングの必要性
   挽地　裕 （佐賀大学）

   血管内視鏡領域における最近の話題　～大動脈内視鏡～
   松岡　宏 （愛媛県立中央病院）

共催:  アボット バスキュラー ジャパン㈱、テルモ㈱、二プロ㈱、 
 　　　㈱フィリップス・ジャパン、ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

 意見交換会のご案内 
日時：６月６日（木）１９：３０～２０：３０
場所：４階 プレゼンテーションルーム
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6月7日金    第2会場  

 Morning Seminar
 8:00-9:00 『DCA』
  座長
   木島　幹博 （星総合病院）

  演者
   私の考える DCA治療～ Stent lessを目指して～
   横田　貴志 （弘前大学医学部）

   当院での DCAの使用状況
   下地顕一郎 （済生会宇都宮病院）

共催: ニプロ㈱　

Slender Session
 9:00-10:25 『Slender Session @ ADATARA』DRAP and Beyond

毎年、あだたらライブで全く方向性の異なる企画として行っていた Slender Club ですが、ここ数年でさらに人口に膾炙するようになり、かの加藤修先生でさ
え TRI を CTO で併用される時代となりました（感涙）。
今年は全世界的に（？）ホットな話題になってきた DRAP（Distal Radial Artery Puncture；PPAP）をさらに分かりやすく広めるために、各演者の先生、
さらにコメンテータの先生方と場外バトルをして頂くことにしました。
新たなスタンダードシース留置法となりつつある DRAP の最新情報とは！？　その答えを異種格闘技コロッセオで刮目せよ！！

 座長
   進　智康 （東可児病院）　　　　　西垣　和彦（岐阜市民病院）
   羽田　哲也（さくら会高橋病院）

  コメンテーター
   片平　美明（公立刈田綜合病院）　　　　　　鈴木　隆司（勤医協中央病院）
   高川　芳勅（小樽市立病院）　　　　　　　　高橋玲比古（さくら会高橋病院）
   舛谷　元丸（はくほう会セントラル病院）　　松陰　崇 （東海大学医学部）
   吉町　文暢（東海大学医学部付属八王子病院）

  フロアコメンテーター
   加藤　隆一（東大和病院）　　　　　　　　寺井　英伸（心臓血管センター金沢循環器病院）
   唐原　悟　　　　　　　　  　   　　　　　藤本　善英（千葉大学医学部）
   山田愼一郎（北播磨総合医療センター）

  演者
   R2Pの実際と展望
   曽我　芳光（小倉記念病院）

   複雑病変でも DRA
   櫻井　馨 （新百合ヶ丘総合病院）

   エコーガイド穿刺@DRA
   宮下　武彦（公立刈田綜合病院）

   Vertual 3Fr@DRA
   加治屋　崇（天陽会中央病院）

   FFR & iFR@DRA
   金子　伸吾（済生会西条病院）

   何が何でもシースレス@DRA
   齋藤　礼 （小樽市立病院）

共催: アシストジャパン㈱、アボット バスキュラー ジャパン㈱、テルモ㈱、㈱フィリップス・ジャパン、
　　 フクダ電子南東北販売㈱、メディキット㈱、㈱メディコン

22

Program



Education Session
 10:30-10:55 『教育セッション７　PCIの基礎 2』各種バルーンの選び方

 PCI において病変拡張の基本は、現在でもバルーンの効果的な使用にあることは変わりありません。近年、バルーンカテーテルも地道な改良が続いて
おり、性質の異なる製品が複数選択可能になっています。このセッションでは安全で効果的な治療を進めるためのバルーン選択やそれぞれの使用法につ
いて、実践的な講義を行います。各種バルーン（セミコン、ノンコン、スコアリング、カッティングなど）の特徴や適合病変、また、サイズ選択の tips
やデリバリー困難な場合の対応なども解説していただきます。

  座長
   井上　直人（東京蒲田病院）

  演者
   平瀬　裕章（高岡みなみハートセンター　みなみの杜病院）

 11:00-11:25 『教育セッション８　虚血の評価 』非侵襲診断（シンチ・perfusion CTCA）
平成 30 年 4 月、安定狭心症に対する PCI の保険適応が改定され、冠動脈造影で 75％以上の狭窄という適応は廃止となり、90％以上の高度狭窄、
胸痛の原因となる狭窄、虚血の証明された狭窄の 3 条件のみが適応となりました。米国において Appropriate Use Criteria (AUC) が提唱され、そ
の有効性も示されています。今後、日本においてもPCI の適応を再検証していくことになると思われます。適切な治療を患者さんに提供していくためにも、
様々な modality に熟知する必要があると思われます。perfusion CTCA を用いた虚血評価など、非侵襲的な modality での最新の虚血評価について
解説していただきます。

  座長
   上妻　謙 （帝京大学）

  演者
   田邊　裕貴（愛媛大学大学院医学系研究科放射線医学）

 11:30-11:55 『教育セッション９　合併症』Slow Flow/ No reflow/HIT
PCI の手技の経験が増えるにつれて、手技関連の合併症に遭遇する機会も増えてくると考えられます。合併症対策の基本は、「起こさないこと」が一番
重要ですが、不幸にも起きてしまった場合、適切で迅速な対応が求められます。しかし、経験の浅い術者にとって合併症が目の前で起きてしまった時に迅
速に冷静に対応することは簡単なことではありません。本講演では合併症の中でも Slow flow / No reflow /  HIT にテーマを絞り、経験豊富なエキス
パートの先生に合併症の病態、合併症の実際、その対応の仕方についてレクチャーして頂きます。

  座長
   岩淵　成志（琉球大学大学院医学研究科）

  演者
   伊藤　智範 （岩手医科大学）

 12:00-12:25 『教育セッション１０　合併症』デバイス抜去困難
「あれっ、IVUS が抜けない…」、「マイクロカテの先端、取れてない？」、「ワイヤーちぎれた！」 熟練の PCI 術者になる過程で、これらのデバイストラブ
ルを一切経験しない人はいないでしょう。合併症対策は PCI の重要なテーマであり、本セッションではそのひとつとして、デバイスの抜去困難を取り上げ
ます。様々なトラブルをどうbailout するか、そもそもトラブルはなぜ生じ、どう未然に防ぐのか、エキスパートが解説します。

  座長
   佐藤　勝彦（札幌心臓血管クリニック）

  演者
   辻　貴史 （草津ハートセンター）

 Luncheon Seminar
 12:30-13:30 『新時代の抗血栓療法 -implications from the AUGUSTUS trial-』
  座長
   竹石　恭知（福島県立医科大学）

  演者
   坂本　知浩（済生会熊本病院）

共催: ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈱/ファイザー㈱　
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Sponsored Symposium
 13:35-15:05 『特別企画　徹底討論～この症例どうする～』Part1

若手医師を中心に日常の PCI で経験した興味深い症例をラウンドテーブル形式でディスカッションします。スマートフォンを利用して、参加者にも積極的に参
加していただきます。

  フロアコメンテーター
   岩谷　章司（済生会福島総合病院）　　　　　　　潟手　庸道（埼玉医科大学国際医療センター）　　桐林　伸幸（日本海総合病院）
   櫻井　将之（おおたかの森病院）　　　　　　　　辻本　充 （ベリタス病院）　　　　　　　　　　中山　雅文（戸田中央総合病院）
   長谷川寛真（北村山公立病院）　　　　　　　　　平井　俊浩（旭川厚生病院）　　　　　　　　　　船田　竜一（北関東循環器病院）
   福原　怜 （兵庫県立尼崎総合医療センター）　　幕内　智子（勤医協中央病院）　　　　　　　　　宮下耕太郎（上尾中央総合病院）

 13:35- ACS
座長

   宗久　雅人（仙台厚生病院）

  演者
   瀧井　暢 （仙台オープン病院）

  コメンテーター
   及川　雅啓（福島県立医科大学）　　　　　髙木　祐介（国際医療福祉大学）　　　圓谷　隆治（大崎市民病院）
   徳山　榮男（かわぐち心臓呼吸器病院）　　中林　圭介（春日部中央総合病院）

共催: ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱　

 14:05- HBR
座長

   杉　正文 （いわき市医療センター）

  演者
   沼澤　洋平（足利赤十字病院）

  コメンテーター
   遠藤　秀晃（岩手県立中央病院）　　工藤　俊 （いわき市医療センター）　　舘山　俊太（青森県立中央病院）
   水上　浩行（寿泉堂総合病院）　　　山中　多聞（石巻赤十字病院）

共催: カーディナルヘルスジャパン（同）

 14:35- ステント内皮化
座長

   片平　美明（公立刈田綜合病院）

  演者
   櫛引　基 （青森県立中央病院）

  コメンテーター
   臼井　雄太（岩手県立中部病院）　　近江　晃樹（日本海総合病院）　　大和田卓史（白河厚生病院）
   関　勝仁 （秋田大学医学部）　　　土川　幹史（総合南東北病院）

共催: 日本ライフライン㈱　

 Coffee Break Session
 15:10-15:40 『アルチマスター留置患者のアウトカム予知因子』
  座長
   國井　浩行 （福島県立医科大学）

  演者
   只野　雄飛 （札幌心臓血管クリニック）

共催: テルモ㈱　
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 15:45-17:15 『特別企画　徹底討論～この症例どうする～』Part2
  フロアコメンテーター
   石川　有 （岩手医科大学）　　　加藤　重彦（山形大学医学部）　　　　　　　　　　嘉納　寛人（心臓血管研究所付属病院）
   菊地　彰洋（日本海総合病院）　　塙　健一郎（いわき市医療センター）　　　　　　　濱田　一路（坂総合病院）
   本田晋太郎（仙台厚生病院）　　　宮坂　政紀（仙台厚生病院）　　　　　　　　　　　山地　雄平（北野病院）
   渡邊　圭祐（大分循環器病院）　　和田　健斗（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）

 15:45- 血栓症
座長

   國井　浩行（福島県立医科大学）

  演者
   外海　洋平（大阪警察病院）

  コメンテーター
   大道寺飛雄馬（山形県立中央病院）　　神波　裕 （済生会熊本病院）　　　　　　阪本　亮平（中通総合病院）
   中嶋　壮太（平鹿総合病院）　　　　　横田　貴志（弘前大学医学部）

　

 16:15- 分岐部
座長

   滝澤　要 （JCHO 仙台病院）

  演者
   伊澤　毅 （仙台厚生病院）

  コメンテーター
   岩田　曜 （船橋市立医療センター）　　　　　　川初　寛道（手稲渓仁会病院）　　寺村　真範（一宮西病院）　
   矢部　敬之（東邦大学医療センター大森病院）　　吉田　雅言（岡山大学病院）

共催: テルモ㈱　

 16:45- DAPT
座長

   石田　大 （岩手医科大学）

  演者
   山地　杏平（小倉記念病院）

  コメンテーター
   大瀧陽一郎（山形大学医学部）　　　小岩屋　宏（宮崎市郡医師会病院）　　　　　　　　近藤　正輝（岩手県立中央病院）
   清水　竹史（福島県立医科大学）　　羽尾　清貴（秋田県立循環器・脳脊髄センター）

共催: アボット バスキュラー ジャパン㈱　
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１. Device 司会　中里　和彦（福島県立医科大学）

 M-001 LADの石灰化病変に対して Rotablatorと diamondbackを用いて治療した 1例
  菊地　彰洋（日本海総合病院）

 M-002 LMT true bifurcation lesionに対してRotablatorを用いることでsingle stent+KBTで仕上げることができた一例
  櫻井　将之（おおたかの森病院）

 M-003 高度石灰化病変に対しDiamondback coronary Orbital Atherectomy Systemを使用した冠動脈形成術の急性期中期成績
  小池　淳平（京都桂病院）

 M- LAD入口部のWiktor stent®の focal再狭窄病変に対し、DCAを用いて stentlessで治療し得た一例
  築山　義朗（兵庫県立姫路循環器病センター）

２. Complication 司会　清野　義胤（星総合病院）

 M-004 ガイディングカテーテル内血栓、filter no reflowをきたしたminimum contrast medium PCIの一例
  古財　敏之（原三信病院）

 M-005 IVUSのstuckに対してダブルガイドガイディングのシステムを用いてbail outした1例
  渡辺　貴裕（自治医科大学附属病院）

 M-006 Rotablator不通過の高度石灰化病変に対して, Tornusと小径バルーンを組み合わせることで血行再建に成功した一例
  須藤　究 （済生会宇都宮病院）

 M- 左冠動脈前下行枝と対角枝の分枝部に血管穿孔を生じ、対処法に苦慮した一例
  岩根　成豪（兵庫県立姫路循環器病センター）

３. Tips 司会　阿部　亘 （わかまつインターベンションクリニック）

 M-007 右冠動脈左バルサルバ洞起始患者のPCI施行の際ガイディングの固定に左右冠動脈へのワイヤークロスが有効であった一例
  江口久美子（国立病院機構　仙台医療センター）

 M-008 Newly devised jailed balloon technique:  Kita-Harima style
  山田愼一郎（北播磨総合医療センター）

 M-009 Virtual 3Frシースレス遠位橈骨動脈アプローチによるロータブレーターの使用経験
  斉藤　礼 （小樽市立病院）

４. EVT 司会　小松　宣夫（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）

 M-010 血栓内膜摘除術後の感染性動脈瘤破裂に対し、カバードステントにて良好な止血を得た一例
  藤原　秀臣（虎の門病院）

 M-011 ワイヤリング困難な高度石灰化膝窩動脈病変の通過に血管外からの18G針穿刺が有効であった一例
  宮國　翔太（亀田総合病院）

 M-012 EVTこそSlender　やればできる裸でSupera　そしてその先へ
  金子　伸吾（済生会西条病院）

５. 成績 そのた 司会　上田　欽造（高瀬クリニック）

 M-013 側枝が責任病変の急性冠症候群に対するPCI治療成績
  水上　浩行（寿泉堂綜合病院）

 M-014 抗血小板剤の継続的な内服が困難な術前胃癌患者に対しPOBAのみで冠動脈血行再建した1例
  飯田　健太（秀和総合病院）

 M-015 Coronary interventionistの考える心室再同期療法
  ～技術の応用　FIVE Star method～
  多田　智洋（函館五稜郭病院）

 M-016 第2世代・第3世代DES留置後再々狭窄を来たす因子についての検討
  加治屋　崇（社会医療法人天陽会中央病院）

優秀演題は意見交換会会場にて表彰します。

ポスター演題 発表時間：6月6日（木）14:30～15:00
討論時間：発表5分　討論2分

26

Program



6月6日木    第3会場  

Co-medical Session
 9:00-10:00 『基礎 1』
  座長 國井　由花（会津中央病院）

  演者 全身の血管　　奥田　正穂（札幌東徳洲会病院 )

    心臓の解剖　　岡田　忠久（京都桂病院 )

    血行動態　　　野崎　暢仁（高の原中央病院かんさいハートセンター）

 10:00-10:20 Mini-lecture
	 	『IABP』
  座長　奈須　利政（星総合病院）

  演者　木下　昌樹（岡崎市民病院）
共催: ゼオンメディカル㈱　

 10:20-11:20 『看護 1』
  座長 三浦　咲紀（福島県立医科大学附属病院）

  演者 スタッフ教育　　湯面　真吾（済生会山口総合病院）

    患者管理　　　　對馬真貴子（青森県立中央病院）

    看護記録　　　　堀井　里美（市立秋田総合病院）

 11:20-12:20 『看護 2』
  座長 島袋　朋子（湘南鎌倉総合病院）

  演者 各施設の研究、取り組みなど　　矢彦沢佐織（おおたかの森病院）
    　　　　　　　　　　　　　　　相樂　成美（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）
    　　　　　　　　　　　　　　　椎名　響子（いわき市医療センター）

 Luncheon Seminar
 12:30-13:30 『リードレスペースメーカーの適応と現状』 
  座長　安藤　啓子（総合南東北病院）

  演者　清野　義胤（星総合病院）

共催: 日本メドトロニック㈱　

Co-medical Session
 13:30-14:10 『ペースメーカー』
  座長 清野   泰司（福島県立医科大学附属病院）

  演者 植え込み　　進藤　勇人（平賀総合病院）

    電磁障害　　早坂　啓 （仙台循環器病センター）

 14:10-14:30 Mini-lecture
	 	『FFR』
  座長　鈴木　勇人（星総合病院）

  演者　玉澤　充 （北光記念病院）
共催: アボット バスキュラー ジャパン㈱　

コメディカルプログラムは、基礎の話に始まりカテ室業務に関連した知識や技術の数々を日本全国で活躍している著名な先生方をお呼びして教えていただきます。心臓
血管の基礎知識に始まり、各種デバイスの最新の情報、看護の現場での各施設の工夫や取組、心臓外科が求めるコメディカル像などコメディカルの役割について掘り
下げて行きたいと考えています。また、ペースメーカやアブレーションについても経験豊富な先生方にご講演していただきます。今年も一般演題を募集しており、サテ
ライトセッションでご発表頂き、合併症症例から様々なことを学んでいただきたいと思っております。この機会を大切にしていただき知識や技術を共有し皆様と一緒に
地域医療に貢献出来ればと考えます。郡山でお会いしましょう。
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 14:30-16:30 『基礎2』
  座長 関根　良美（星総合病院）　　橋本　潤一（太田綜合病院附属太田西ノ内病院） 
  演者 心電図 辻井　正人（三重ハートセンター）

    心エコー 赤松　俊二（滋賀県総合病院）

    下肢エコー 永井美枝子（済生会横浜市東部病院）

    腎保護 塩田　裕啓
    心臓リハビリ 齋藤　賛 （星総合病院）

 16:30-18:10 『デバイスを知ろう』
  座長 二上　倫嗣（星総合病院）　　渡辺　幸紀（総合南東北病院）

  演者 Guide catheter 砂山　篤士（わかまつインターベンションクリニック）

    Guide wire 中西　基修（草津ハートセンター）

    Balloon 宮本　秋生（札幌心血管クリニック）

    STENT 林　貞治 （千葉西総合病院）

    止血デバイス 添田　信 （星総合病院）

Satellite Symposium
 18:10-19:30 『合併症対策』～こんな症例二度と経験したくない！～

座長
   稲田　毅 （岐阜ハートセンター）　　山口　敏和（あいちハートクリニック）

  演者

      CO-001  合併症のBailout中に予測することもできなかった事象が起きてしまった症例
   口ノ町俊嗣（豊橋ハートセンター）

      CO-002  エキシマレーザー冠動脈形成術(ELCA）により冠動脈破裂を来たした一例
   佐野　始也（高瀬クリニック）

      CO-003  Sheath挿入時に起きた総腸骨動脈穿孔に対する対応 
   後藤　秀明（須賀川病院）

      CO-004  RCA入口部解離のbailout-Steningに難渋した1例
   中西　基修（草津ハートセンター）

      CO-005  DRA止血時間短縮への取り組み中の出血合併症について
   杉本とも子（はくほう会セントラル病院）

      CO-006  PCI時にロータブレーターがスタックした症例
   奥田　正穂（札幌東徳洲会病院）

共催: アイペックホールディングス㈱
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6月7日金    第3会場  

Co-medical Session
 9:00-10:00 『放射線』

 座長 佐藤　晃一（わかまつインターベンションクリニック）

  演者 CT 佐野　始也（高瀬クリニック）

    被曝 岩城　龍平（岩手医科大学附属病院）

    シンチ 佐藤　久弥（昭和大学病院）

 10:00-10:30 『STENT graft』
 座長 古川　崇 （星総合病院）

  演者 TEVAR　EVAR 佐藤　龍飛（日本海総合病院）

 10:30-10:50 Mini-lecture
	 	『PCPS』
  座長　後藤　秀明（須賀川病院）

  演者　中鉢　亮 （東北医科薬科大学病院）
共催: テルモ㈱　

 10:50-11:30 『Structure Device』
 座長 遠藤　孝敏（いわき市医療センター）

  演者 清水　速人（倉敷中央病院）

 Luncheon Seminar
 12:30-13:30 『心房細動アブレーション～高周波？バルーン？～』 
  座長　添田　信之（星総合病院）

  演者　松尾征一郎（東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター）

共催: アボットメディカルジャパン㈱　

 13:30-14:30 『心臓血管外科医の話』
    心臓血管外科が求めるコメディカル

 座長 福原　之博（福島県立医科大学附属病院）

  演者 高橋　皇基（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）

 14:30-15:00 Mini-lecture
	 	『インペラ』
  座長　大内　卓也（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）

  演者　吉田　悟 （岩手医科大学附属病院）

 15:00-16:00 『Imaging Device』
座長 赤川　拓 （由利組合総合病院）

  演者 IVUS 平田　和也（小樽市立病院）

    OCT 谷岡　怜 （神戸大学医学部附属病院）

 16:00-17:00 『デバルキングデバイス』
 座長 橋本　潤一（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）

  演者 DCA  二上　倫嗣（星総合病院）
    Rotablator  中川　透 （金沢医科大学病院）
    ダイアモンドバック 國分　利規（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）
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発表形式：ポスター掲示

※優秀演題の審査を行います。

　ポスター最優秀賞　報奨金50,000円

１） ポスターパネル

１． 演題名・演者名・所属を記入したものを各自でご用意ください。

 （縦20cm×横70cm）

２． 発表内容は右図の発表スペース

 （縦160cm×横90cm）に収めてください。

３． 演題番号および貼付用の画鋲は学会にて用意します。

４． 離れた場所からも判読できるよう、文字の大きさや

 レイアウトを工夫して作成してください。

 なお、「目的」、「方法」、「結果」、「結論」など明確に記載

 してください。

２）ポスター掲示場所について

 ビッグパレットふくしま（郡山）

 コンベンションホール前ホワイエ　

　

３） ポスター貼付・閲覧・発表・撤去時間について

 貼付： ６月５日（水） 16:00～18:00

  ６月６日（木）  8:00～10:00

 掲示： ６月６日（木） 10:00～18:00

  ６月７日（金） 9:00～16:00

 発表： ６月６日（木） 14:30～15:00

 撤去： ６月７日（金） 16:00～17:00

※ポスター発表時にはご自身のポスター前にお立ちください。

※優秀ポスターの審査は6月6日（木）10:00～18:00となります。

※優秀賞の表彰はの意見交換会会場（6月6日（木）19:30～）で行います。

（表彰式におられない方は資格放棄として次点の方を繰り上げます。）

※撤去時間を過ぎたポスターは、事務局にて撤去・廃棄させて頂きますのでご了承ください。

ADATARA Live Demonstration2019発表要項

一般演題（ポスター）の方へ
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Hands-on seminar

9:00-11:00

14:00-15:30

角辻　暁
（大阪大学医学部国際循環器学寄附講座）

角辻　暁
（大阪大学医学部国際循環器学寄附講座）

8名

8名

メディカル6月7日金

講師 定員対象時間開催日

角辻先生が教える、
心タンポナーデを作らないためのコイル塞栓術
開催日：6月7日（金）  9:30-11:00／14:00-15:30
対　象：メディカル

会　場：ビッグパレットふくしま 1F　マルチパーパスルーム1

受　付：ADATARA Live Demonstration HPからお申し込みください

　　　　https://www.adatara-live.com/

＊2 つのセッションは、同一のプログラムです。

＊本コースは事前予約制です。

＊当日キャンセルが出た場合は当日受付を行います。

　各セッション開始 15 分前より先着順にて受け付けます。直接会場にお越しください。

共催： ADATARA Live Demonstration2019／大阪大学医学部国際循環器学寄附講座／テルモ株式会社
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- IVUS/FFRの基礎から臨床まで-

共催：ADATARA Live Demonstration ／ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

PSST20190515-0501
© 2019 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

ADATARA 
LIVE DEMONSTRATION 2019

月 日（木）
講師 二上 倫嗣

星総合病院

内容 形式のレクチャーを行います。
ベーシック（画像解析 計測）から、アドバンス（合併症）
まで、症例をもとに の情報を 戦略に応用！

対象：医師・コメディカル

月 日（金）
講師 佐藤 匡也 先生

坂総合病院

会場

ビッグパレットふくしま 小会議室

お申込方法
下記項目を明記の上、 宛に、メールをお送り下さい。

ご氏名、 貴院名、 職種、 心カテ歴、 希望セッション
・各セッション定員（ 名）になり次第、締切とさせて頂きます。
・当日枠として、 席＋当日キャンセル分をご用意いたします。
・当日枠は各セッションの開始 分前より、先着順で受け付けます。直接会場にお越しください。
･事前登録については､ 枠以上のご登録はご遠慮下さいます様、お願い申し上げます｡
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ADATAR Live動画症例集のご案内
Live Case の症例動画を見ることができます︕

ADATARA LIVE DEMONSTRATION 2019では、症例検討ウェブページ
（e-casebook.com）を使って、ライブ症例データに加えて術者の治療戦略
をご参加の医師、コメディカルの皆様に公開させていただいております。
インターネットに接続できる、パソコン、スマートフォン、タブレット端末
で閲覧できます。ご利用は無料です。ぜひご利用ください。

www.e-casebook.com/adatara2019

メールアドレスを入力し会員
登録後にすぐに閲覧可能
※ご利用の通信環境により、
表示速度が異なります。

無料アクセスアドレス

2019
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ADATAR Live動画症例集のご案内
Live Case の症例動画を見ることができます︕

ADATARA LIVE DEMONSTRATION 2019では、症例検討ウェブページ
（e-casebook.com）を使って、ライブ症例データに加えて術者の治療戦略
をご参加の医師、コメディカルの皆様に公開させていただいております。
インターネットに接続できる、パソコン、スマートフォン、タブレット端末
で閲覧できます。ご利用は無料です。ぜひご利用ください。

www.e-casebook.com/adatara2019

メールアドレスを入力し会員
登録後にすぐに閲覧可能
※ご利用の通信環境により、
表示速度が異なります。

無料アクセスアドレス

2019

     百人会議の使い方  

下記 QR コードを読み込み、サファリや Chrome 等の
純正ブラウザで開いて下さい。

ホーム画面でのコメントにニックネー
ムが出ます。お好きなものをどうぞ。 

初期入力画面 

ホーム画面 結果表示 

投票機能 

回答後は 
そのまま 
お待ちください 

… 

結果やデータは一週間
保持されます 

百人会議についてのお問い合わせは
100ninkaigi@gmail.com まで(担当:薬師寺) 

面白いコメントに
はいいねを 

コメントをどうぞ
URL にはリンクがつきます 

   読み込めない場合、
 http://kaigi100.com に行き
   “ald2019
を入力

会場 Wifi より LTE/4G 

による接続をお薦めします。 

投票アラートが
出てきますので
そこをタップ 

ADATARA LIVE 2019 

項目を入力後送信をお願いします。 
（必須項目と任意項目があります） 
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ADATARA Live Demonstration 2019

抄　録
メディカル



M-001

LAD の石灰化病変に対して Rotablator と diamondback を用いて治療した 1 例

日本海総合病院
○	菊地	彰洋、枝村	峻佑、横山	美雪、門脇	心平、禰津	俊介、佐藤	陽子、	桐林	伸幸、近江	晃樹、菅原	重生

症例は 60歳代男性。肺野精査のため施行したCTで冠動脈の石灰化を指摘され当科を受診した。
明らかな胸部症状は認めなかったが心エコーで前壁の壁運動が軽度低下していたことから精査を行う方針とした。冠動脈CTで
はRCA#1-3 と LAD#6-7 に著明な石灰化を認め、薬物負荷シンチではLAD領域の虚血反応が認められたため冠動脈造影を行う
とRCAの内腔は保たれていたがLADは #6	50%,	#7	99%	delay であったためPCI を施行した。
SION	blue とmizuki で病変にアプローチしwire は比較的 smooth に病変部を通過しmicro も病変部を通過可能であった。IVUS
で観察すると狭窄部は内腔 1.5mmで 360 度の石灰化を伴っており近位部にも非常に厚い石灰化病変が連続していた。石灰化の
debulking が必要と判断しRotaLink	Plus	1.75mmで ablation を施行した。IVUSで観察すると狭窄部は 1.75㎜の内腔は得られた
が残存する石灰化は厚く、近位部の石灰化の	debulking	も不十分であったためDiamond	back360	1.25mmでの sanding を施行し
た。施行中に ST上昇がありニトロプルシドの投与で改善していたが 6回目施行後に胸痛はないものの STの改善が乏しかった
ことから slow	flowとなる危険が高いと判断し sanding を終了した。IVUSで観察すると石灰化の厚みは減少していたことから
scoring	balloon を用いて病変部の前拡張を行うと石灰化に良好な crack が確認できた。stent 拡張が可能と判断しResoluteOnyx	
2.5mm× 30mmを留置しNC	balloon での後拡張を行い良好な拡張を得ることができた。
高度石灰化病変に対してRotablator と Diamondback の併用が有効であった 1例を経験したので報告する。

M-002

LMT true bifurcation lesion に対して Rotablator を用いることで single stent+KBT で仕上げるこ
とができた一例

おおたかの森病院
○櫻井	将之、濱嵜	裕司、武田	悟秋、佐藤	奈々恵、川崎	志郎、秋山	一秀

【症例】80代女性【既往歴】AR,	脊柱管狭窄症【冠危険因子】高血圧、脂質異常症【現病歴】約 1か月前からの労作時胸痛を主
訴に精査目的に入院。【入院後経過】胸部症状が切迫しており、準緊急で CAG を施行。高度石灰化と伴う LMTの true	
bifurcation	lesion であり、LADは 99%	delay となっていた。そのため、引き続き PCI を施行。LADに SION	Blue → XT-R で
cross 試みたが、困難であり、LCXにガイドワイヤー cross し、高度石灰化のため IVUS 不通過であったため、Rotablator	
1.5mm→ 2.15mmで ablation を施行。その後にRotablator により LAD方向の石灰が薄くなったため、SIONで LADへガイド
ワイヤー通過が容易になり、LAD方向もRotablator	1.5mm→ 2.15mmで ablation を施行し、最終的に single	stent+KBTで仕上
げることができた。【結語】LMT	true	bifurcation	lesion に対してRotablator を用いることで single	stent+KBTで仕上げること
ができた症例を経験したので報告する。

M-003

高度石灰化病変に対し Diamondback coronary Orbital Atherectomy System を使用した冠動脈形
成術の急性期中期成績

京都桂病院
○小池	淳平、平野	正二郎、西浦	崇、岩崎	義弘、時政	聡、吉田	律、溝渕	正寛、舩津	篤史、小林	智子、
　中村	茂

【背景】高度石灰化病変に対する冠動脈形成術（PCI）は非石灰化病変に比べ、MACEの割合を増加させると報告されており、
現在でもPCI の一つの限界となっている。石灰化病変に対してRotational	Atherectomy（RA）やスコアリングバルーンが使用
されている中で、新たな石灰化プラーク切除デバイスであるDiamondback	360	Coronary	Orbital	Atherectomy	System	(OAS)	
が使用可能となった。
【方法】当院で 2018 年 2 月から 2019 年 3 月までOASを使用し PCI を行った合計 100 病変（82 症例）を対象とし、急性期中期
成績 (手技、合併症、MACE、PCI6 か月後の臨床成績 )について検討を行った。
【結果】全ての症例において低速回転を施行し、71%の病変で高速回転による追加アブレーションを行った。OAS通過困難もし
くはさらなるアブレーションが必要でRAを併用した病変が 9%。全ての症例で Imaging	device を使用し、そのうち 80%におい
てOFDI、20%で IVUSを使用した。最終的な治療を薬剤溶出性ステント（DES）14%、薬剤溶出性バルーン（DCB）81%で行っ
た。97%の症例で Procedure	success が得られ、合併症として冠動脈穿孔が 1%、persistent	slow	flowは 3%で認められ、入院
中のMACE発症については死亡例が 1%、nonQ	MI が 9%であった。PCI 後 6ヶ月経過した 48病変 (40 症例 ) において中期成績
を評価した。Target	Lesion	Revascularization は 2例 (5%) にみられたが、退院後の心臓死と心筋梗塞の発症はなかった。31病変
についてフォローアップ冠動脈造影が施行され、再狭窄は 2病変 (6%) であった。
【結語】OASを使用した PCI において合併症・MACEの発症率とフォローアップ時の再狭窄率が低く、急性期中期成績は良好
であると考えられた。高度石灰化病変に対するPCI において、OASは有用である可能性が示唆された。どのような病変におい
てOASの効果がより多く得られるか今後もさらなる検討が必要である。
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M-004

ガイディングカテーテル内血栓、filter no reflow をきたした minimum contrast medium PCI の一例

原三信病院
古財	敏之

60才代男性。入院前日に胸部違和感を認め、急性心筋梗塞の診断にて当科紹介となった。来院時胸部症状を認めず、慢性腎臓病
を合併していたため輸液負荷を行った上で待機的冠動脈造影を施行したところ、左前下行枝 Seg7	99%	with	thrombus を認めた。
heparin	total	6000 単位投与の上PCI に移行したが、血栓吸引を行った上で IVUSを施行し attenuation を伴ったプラークが認め
られた。そのため末梢保護の上、direct	stenting、後拡張を行ったところ、カテーテル先端圧の overdumping が認められた。ガ
イディングカテーテル内血栓を疑い吸引を試みたが不可能であったためシステム全抜去を考慮していたところ、前胸部誘導の
ST上昇を伴う胸痛を認めた。filter	no	reflowと考え、ガイディングカテーテルをdeep	engageさせた状態でfilter	wireを抜去し、
カテーテル内を吸引した上でシステム全抜去を行った。システム全抜去後は速やかに ST上昇の改善を認めた。filter および吸引
内容物を確認したところ、索状赤色血栓が確認された。システム全抜去時に測定したACTは 151 秒であり、heparin	2000 単位
追加投与 10分後のACTは 216 秒と延長していたためHITは否定的と考え、更に 2000 単位追加の上手技を続行した。IVUSに
て良好な stent 拡張が確認され、造影上も末梢の血流に問題を認めなかったため、造影剤総使用量 55ml にて手技を終了した。
Minimum	contrast	medium	PCI に際してカテ内の flush およびACT延長の確認が非常に重要であることが再認識された。

M-005

IVUS の stuck に対してダブルガイドガイディングのシステムを用いて bail out した 1 例

	自治医科大学附属病院
○渡辺	貴裕、船山	大、脇	広昴、篠原	肇、大場	祐輔、鳥海	進一、清水	勇人、高橋	政夫、苅尾	七臣

　症例は ,	糖尿病性腎症による慢性腎不全で維持透析中の 62 歳男性。7年前に虚血性心疾患の診断で、RCAと LCxに DESの
留置歴がある。
　今回 ,	前壁の STEMIの診断でCAGを行うと、LAD#6	75%,	#7	90%,	#8	100%とびまん性の屈曲石灰化病変を認め、急性期は、
#8に対して血栓吸引のみを施行し、TIMI3 を得て終了とした。退院前にLADに対する追加PCI を行う方針となった。
　退院前CAGでは、#8 の flowは良好であり、#6 から #7 に対して PCI 施行の方針とした。右 femoral 穿刺で開始し、IL4.0	
6Fr をエンゲージ、SION	blue を LAD、SIONを #9にクロス。IVUS	(Opticross) で観察し、まず、#7のびまん性の病変に対し
てステント留置の方針とした。Powered	NC3	2.5/15mmで前拡張後に SYNERGY	3.0/32mmを留置した。次に、iFR値は 0.80 と
有意であり、LMTから#7のステントまでの中等度狭窄に対しても、ステント留置の方針とした。LMTos から #7に留置され
たステントに重ねて、SYNERGY	4.0/28mmを留置した。IVUSによるステントの観察、引き抜く際に IVUSがステントのオーバー
ラップ部分で stuck し抜去困難となった。さらに、ガイディングカテーテルで LMT入口部のステント変形を来たした。IVUS
を切断し、コアを引き抜いてGuideliner	6Fr を持ち込もうとしたが困難であり、6Fシングルガイディングのシステムでは、対
応が困難と判断した。対側のfemoralからCLS3.5	Mach1を挿入しダブルガイディングのシステムの方針とした。2本目のガイディ
ングカテーテルから、SION	black を LAD末梢まで通過させ、LMT入口部をPowered	NC3	4.0/12mmで拡張した。1本目のガ
イディングカテーテル内のワイヤーにGuideliner	6Fr を挿入したところ、IVUSを抜くことができた。
　IVUS	stuck の原因として、2本目のステントを留置した際に、ステント遠位部が屈曲部となり、小弯側の strut が内腔に飛び
出し、IVUSが stuck したものと思われた。また、ガイディングカテーテルでLMT入口部に留置したステントの変形を来たし、
その後の手技を煩雑にしたと思われた。
　IVUSの stuck に対してダブルガイドガイディングのシステムを用いて bail	out できた 1例を報告する。
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M-006

Rotablator 不通過の高度石灰化病変に対して , Tornus と小径バルーンを組み合わせることで血行再建
に成功した一例

済生会宇都宮病院
○須藤	究、西田	裕明、森	健支、横田	裕之、下地	顕一郎、上野	耕嗣、野間	重孝

症例は脂質異常症と糖尿病の既往がある 60代男性 .	LAD#6-7 の高度狭窄に対してDESを用いた PCI 歴があり ,	RCA#2 の石灰
化を伴う残存病変に対してのPCI を行った .	事前に撮像した心臓CTでは最狭窄部位には内腔に張り出すような石灰化を認め ,	
nodular	calcification の存在が疑われたため ,	Rotablator による石灰化の debulking が必要となる可能性を考慮して手技に望んだ .	
Sionblue は抵抗なく最狭窄部を通過したが ,	low	profile の micro	catheter である Prominet	BTAは病変部を通過しなかった .	や
むなく Rotawire	floppy を bare で通過させ ,	Rotaburr	1.25mmで debulking を行うも病変を通過させることが困難であった .	
debulking の debris により slow	flowとなったため ,	これ以上のRotablator による debulking は危険と判断した .	6Fr-Guidezilla	
II で back	up を強化し ,	Sapphire	II	Pro φ 1.0/5mmで病変通過・拡張を試みるも困難であった .	Tornus	Pro は病変内に挿入す
ることはできなかったが ,	Tornus	(88	Flex) は病変内にわずかに挿入させることができた .	その後Ryurei φ 1.0/5mmが病変を通
過したため ,	順次 balloon を size	up し ,	段階的に病変部の拡張を行うことができた .	最終的にはResolute	Onyx φ 2.75/38mmを
留置し ,	血行再建に成功した .	石灰化病変におけるRotablator による debulking は有用な手段であるが ,	本症例のように稀に
Rotaburr が病変部を通過しない場合がある .	同軸性の確保やRotaburr の size 変更 ,	wire	bias を変えることで病変通過に成功す
る場合があるが ,	すでに slow	flowを生じている症例に対してRotablator による debulking を続けることは血行動態の破綻を招
く可能性がある .	本症例では ,	Rotawire	floppy と 1.25mmの Rotaburr による debulking ですでに slow	flowを生じ ,	それ以上の
debulking を継続することは危険であると判断した .	1.25mmの Rotaburr は病変近位端にはわずかに当たっており ,	calcified	
plaque	modification がなされたことで ,	Tornus が通過し ,	段階的に病変部を拡張することができたと考えられる .	1.25mmの
Rotaburr が不通過な高度石灰化病変に対して ,	Tornus と小径バルーンを組み合わせることで血行再建に成功した症例を経験し
たため ,	ここに報告する .

M-007

右冠動脈左バルサルバ洞起始患者の PCI 施行の際ガイディングの固定に左右冠動脈へのワイヤークロス
が有効であった一例

国立病院機構　仙台医療センター
○江口	久美子、尾上	紀子、阿部	翔太郎、古田	銀次、高橋	佳美、笠原	信太郎、山口	展寛、篠崎	毅

症例：58歳、男性
主訴：胸痛
経過：胸痛を主訴に当院へ救急搬送となった．来院後急性心筋梗塞疑いにて緊急カテーテル検査を施行したところ、左冠動脈に
は有意な狭窄は認めないが右冠動脈が左バルサルバ洞より左冠動脈とは別に起始しており、この右冠動脈＃２に完全閉塞を認め
た．この病変に対し経皮的冠動脈形成術（PCI）施行した．ガイディングカテーテル	AL	1.0	６Fr にてワイヤー先行にてエンゲー
ジするもバックアップが非常に不良であった．ワイヤーを右冠動脈（RCA）本幹と右室枝にクロスするもガイディングが徐々に
左冠動脈の方向へ回転してきてしまい、安定せず、IVUS通過のバックアップもとれなかった．しかし２本のワイヤーをRCA
本幹と左前下行枝にクロスしたところガイディングの回転はなくなりAL1.0 のままで良好なバックアップを得られたため、以降
のPCI を完遂することが可能となった．	
考察：右冠動脈左バルサルバ洞起始は稀な起始異常であるが時に心筋梗塞など緊急の場合にも遭遇する．一般的には右冠動脈左
バルサルバ洞起始についてはALあるいは JLを用いエンゲージを試みるが、バックアップが不良である場合も多いと言われて
いる．その際の対応としてはバルーンを用いた anchoring などでエンゲージを促進することもあるが、本症例は一度エンゲージ
されても rotation により徐々に抜けてきてしまうため、それだけでは安定しなかった．しかし左右の冠動脈にワイヤーをクロス
することで rotation を抑えられ、これがガイディングの安定につながったと思われた．

M-008

Newly devised jailed balloon technique: Kita-Harima style

北播磨総合医療センター
○山田	愼一郎、田頭	達、山脇	康平、平石	真奈、津田	成康、寺下	大輔、浪花	祥太、藤田	文香、
　粟野	孝次郎

分岐部病変に対するPCI 治療は未だ解決していない問題が多く、特に本幹への stent 留置後の側枝閉塞は重篤な合併症となりう
る。Jailed	balloon	technique は 2010 年にイタリアのBurzotta により現法が提唱された、本幹の stent と側枝の balloon を同時
拡張することにより側枝閉塞を防止する方法で、その後、2016 年に Saito らにより側枝の balloon の位置をより末梢側においた
modified	jailed	balloon	technique が考案され発表された。我々は側枝の balloon の位置を Saito らの方法より若干近位部側とする
ことに加え、Kawasaki らや Iwasaki らが提唱した stent の 3回拡張法を組み合わせることでよりシンプルな方法として行ってい
る。今回我々はNewly	devised	jailed	balloon	technique としてこの technique の詳細な施行方法と臨床成績を報告する。
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M-009

Virtual 3Fr シースレス遠位橈骨動脈アプローチによるロータブレーターの使用経験

小樽市立病院
○斉藤	礼、櫻田	心太郎、古川	哲章、髙川	芳勅

経皮的冠動脈インターベンションにおいて、橈骨動脈アプローチは安全かつ有効な方法として確立されてきた。加えて近年手首
関節よりも遠位の手背側にある解剖学的嗅ぎタバコ入れから穿刺する遠位橈骨動脈アプローチが、さらに低侵襲な手法として注
目されている。遠位橈骨動脈では従来の橈骨動脈穿刺部よりも血管内径が約 1Fr 以上細いため、橈骨動脈閉塞などの穿刺部関連
合併症防止のため一層デバイスの細径化が望まれる一方、ガイディングカテーテルサイズによる使用可能デバイスの制限はより
顕著となる。冠動脈の高度石灰化病変ではステント留置前のロータブレーターによるアブレーションが有用であることが知られ
ているが、小径の 5Fr ガイディングカテーテルでは 1.5mm以下のバーしか使用できなかったが、昨年から単一のバーでより広
範囲の血管径に対応できるDiamond	back　360 も使用可能となった。今回 5Fr シースレスシステム (Virtual	3Fr) を用いて遠位
橈骨動脈からロータブレーターを施行した 3症例について報告する。
症例 1：80 歳男性、CABG閉塞後の虚血性心筋症。右遠位橈骨動脈からVirtural	3F でアプローチし、左前下行枝の高度石灰化
病変に対して 1.5mmバーで前処置後にステント留置。
症例 2：68 歳男性、労作性狭心症。左遠位橈骨動脈から	Virtural	3F でアプローチし、左前下行枝の高度石灰化病変に対して
Diamond	back で前処置後にステント留置。
症例 3：72 歳男性、CABGグラフト狭窄による労作性狭心症。左遠位橈骨動脈から	Virtural	3F でアプローチし、左前下行枝の
高度石灰化病変に対してDiamond	back で前処置後にステント留置。

M-010

血栓内膜摘除術後の感染性動脈瘤破裂に対し、カバードステントにて良好な止血を得た一例

虎の門病院
〇藤原	秀臣、藤本	陽、佐藤	敦彦、児玉	隆秀

【症例】65歳男性【主訴】間欠性跛行【既往歴】IgA腎症（透析中）、潰瘍性大腸炎、狭心症（CABG+AVR、PCI 後）【現病歴】
間欠性跛行に対して複数回EVT（X年 8月 Lt-POP	+	Lt-SFA、X+2年 6月 Lt-SFA	+	Lt-POP、X+2年 7月 Rt-CFA	+	Rt-POP。
X+3年 5月 Rt-CFA	+	Rt-SFA	+	Rt—POP）施行歴ある 65歳男性。X+4年 12 月頃から間欠性跛行の再増悪あり、DSAにてRt-
CFA90％、Rt-SFA90％、LtSFA90％、Lt	POP	75％狭窄を認めた。Rt-CFA狭窄に対しては、長年の透析患者でもあり複数回
EVTを繰り返している事から後日内膜摘除術の予定とし、X+4年 12 月 EVT	to	Lt-POP、Lt-SFAを施行した。X+5年 3月	Rt-
CFAに対して血栓内膜摘除術+パッチ修復術施行した。【治療経過】右大腿動脈血栓内膜摘除術+パッチ修復術施行後、発熱と
炎症反応上昇を認め、創傷治癒遅延を認めたことから感染を疑いABPC/SBT投与開始とした。なおも炎症反応の改善乏しく、
創部への持続陰圧療法やVCM追加としたが、感染管理に難渋した。X+5年 4月創部処置中に開放創より動脈性出血あり、血管
エコーにてパッチ部位に仮性瘤を認め、感染性仮性動脈瘤と診断。経過中に敗血症性ショックをきたし、緊急にて仮性瘤切除+
大腿動脈形成術を施行。しかし術後、同部位に血栓が出現し、右下肢運動障害・感覚低下を認め下肢虚血が進行。CK	4580	U/L
まで上昇し、ALI の診断にて緊急EVTを施行した。しかし閉塞部位のWiring に難渋し、内膜摘除術後であり血管壁の脆弱化
を認め、容易に穿孔を来した。逆行性にアプローチを変え閉塞部位の通過に成功、病変部の近位側にてバルーン拡張にて血流を
遮断し、穿孔部位にカバードステントを 2本留置、止血と良好な血流を認めALI の改善を認めた。【考察】内膜摘除術後という
こともあり血管壁の脆弱化を認め、ワイヤー操作の際に容易に穿孔を来した一例を経験した。逆行性アプローチにてWiring に
成功し、病変の近位側にバルーンで血流を遮断することで出血の拡大を防ぎ、カバードステントにて良好な止血を得た貴重な一
例として、若干の文献的考察を付け加えここに報告する。
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M-011

ワイヤリング困難な高度石灰化膝窩動脈病変の通過に血管外からの 18G 針穿刺が有効であった一例

亀田総合病院
○宮國	翔太、吉岡	賢二、植島	大輔、松村	昭彦

症例は 70歳男性 .	左第 2趾壊疽を発症し ,	ABI は右 0.96,	左 0.78 と左で低下を認め ,	左足底第 2趾周囲の SPPは 19mmHgと低
下しており ,	左重症下肢虚血と診断した .	下肢動脈造影検査では左膝窩動脈・左前脛骨動脈の完全閉塞と左後脛骨動脈の 99%狭
窄を認め ,	左下肢末梢は側副血行路が接続している腓骨動脈によって灌流されている状態であり ,	膝窩動脈病変に対しカテーテ
ル治療を行う方針とした.	左総大腿動脈および左後脛骨動脈にシースを留置し,	両方向性に膝窩動脈病変にワイヤリングを行なっ
たが ,	膝窩動脈病変は内腔全体がCT値1,200	HU前後の石灰化で充満されており ,	先端荷重100gのワイヤーでも通過困難であっ
た .	最終	的には両方向性に 0.014inch のエクステンションワイヤーのバックサイドを用いて石灰化病変の通過を試みたが ,	それ
でも病変部の通過は困難であった.	そこで,	両方向から石灰化病変の途中までワイヤリングされているエクステンションワイヤー
のそれぞれの先端同士をかすめるように体表面から 18G針で穿刺を行い ,	18G 針の抜去後に石灰化病変内に形成されたトンネ
ルにワイヤリングを行うことで病変の通過に成功した .	その後バルーニングを行い ,	薬剤溶出性バルーンを使用して治療を終了
した .	ワイヤリング困難な高度石灰化病変に関しては ,	ワイヤーが病変遠位端から偽腔に迷入してしまう場合にはPoorman’s	
outbach	methodが提唱されているが,	両方向性にアプローチしてもワイヤーが通過さえしないような高度石灰化病変に関しては,	
本症例の手法も有効となる可能性がある .

M-012

EVT こそ Slender　やればできる裸で Supera　そしてその先へ

済生会西条病院
金子	伸吾

背景：従来、腸骨、大腿動脈において、十分な性能があるとされる SMARTステント留置には 6Fシステムが必要とされてい
た。しかし特に順行穿刺においては出血性合併症や止血目的の上流圧迫にともなう血流低下は問題となっていた。当院では 2012
年以後、穿刺と止血に体表面エコーやマイクロパンクチャーシステムを使用し、4.5 または 3Fシステムを用いた「裸ステント」
による合併症対策を行っている。新しいClosing	Device も発売されているが、完全ではなく、まだまだ細径システムを用いた
EVTの需要はあると考える。2019 年に本邦で使用可能となった Supera ステントは、屈曲部位に対しても極めて良好な成績が
報告されている一方で、留置にはその性質から十分な前拡張とともに、慎重なリリースを要求されている。
対象と方法：2019 年 4月、当院において大腿膝窩領域病変に対して 4例 Supera ステントを留置した。
結果：初回のみシースを用いたが、あとは全て裸で行い、全例成功し合併症は認めなかった。
考察：良好な初期成績は得られた者の、必要なTips や Device について検討する。さらに 2019 年 6月以後は耐キンク性能の高い、
肉薄シースが発売される。こちらについてはあくまで体外検証であるが、今後の普及が強く期待されることも有り、計測データ
を含めた検討を含めて報告し、より安全で良好な成績が見込まれる、普遍的で再現性ある手技を普及させるための検討としたい。

M-013

側枝が責任病変の急性冠症候群に対する PCI 治療成績

公益財団法人　湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院
○水上	浩行、天海	一明、谷川	俊了、金澤	正晴

本邦では急性冠症候群（ACS）に対する治療として primary	PCI が普及している。心電図変化に乏しいが、血液検査での心筋逸
脱酵素の上昇を認める場合、ACSを疑って緊急心臓カテーテル検査を行うケースも多く見受けられる。対角枝や側壁枝に病変
が認められた際、以前はバルーン拡張のみであったが、近年DCBの普及や小径のDESの登場などで治療成績も向上していると
思われる。今回、我々は当院での側枝が責任病変のACSに対するPCI の治療成績について調べた。
2013 年 6月から 2019 年 3月まで当院でACSの診断で緊急心臓カテーテル検査を行い、責任病変が対角枝、高側壁枝、鈍角枝、
後側壁枝などの側枝に対してPCI を施行した連続 31 症例（年齢 62.5	±	12.2 歳、男性　23 症例）について検討を行った。診断
名はAMI16 症例、UAP14 症例、RMI1 症例だった。PCI 手技は全例成功に終わった（手技の合併症としてwire	perforation が 1
件あった）。治療戦略としてはPOBAのみが 17症例（DCB使用が内 5症例）、BMS1症例、DES12 症例であった（1症例は血栓
吸引のみ）。使用したデバイスの平均径は 2.43	±	0.39	mmであった。Max	CPKは 1049.1（55-3307）で、全例独歩退院し、入院
中の event は認めなかった。確認の冠動脈造影検査は 21 症例で施行され、TVRは 2症例で認められた（DCB1 件、DES1 件）。
また、4症例で他の病変の進行を認め、PCI が追加された。
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M-014

抗血小板剤の継続的な内服が困難な術前胃癌患者に対し POBA のみで冠動脈血行再建した 1 例

秀和総合病院
○飯田	健太、後藤	亮、吉田	誠吾、萩元	宣彦、安達	進

症例は 70代前半の男性。2週間前からの労作時息切れを主訴に近医受診され、Hb10.1 → 7.9 と 2ヶ月で貧血の進行を認め、精査
目的に当院内視鏡外科紹介受診となった。上部内視鏡検査にてステージⅢAの胃癌の診断となり、早期手術が予定されていた。
検査入院中に労作時胸痛認め、術前の心電図にてⅠ ,aVL,aVF,V5-V6 誘導で ST低下認め、狭心症の疑いで冠動脈造影検査施行
となった。右冠動脈#2	99%	,	左回旋枝#11	90%の所見認め、術前に冠動脈形成術が必要と考えられた。しかしながらステント
留置に伴う急性期合併症回避のため、右冠動脈病変に対してはCutting	Ballon、左回旋枝病変に対してはPerfusion	Ballon を使
用して良好な拡張を得た。その後、無事手術を終え軽快退院となった。今後早期の冠動脈フォローを予定している。今回、高度
貧血患者こ観血的手術前に冠動脈血行再建が必要と考えられた症例に対しDAPT中止によるステント血栓症などの急性期合併
症が懸念されたためステント留置を回避しPOBAのみで冠動脈血行再建し無事手術を施行できた症例を経験したので報告する。

M-015

Coronary interventionist の考える心室再同期療法
〜技術の応用　FIVE Star method 〜

函館五稜郭病院
多田	智洋

高度な技術を必要とする治療手技に難渋する時、ほかの分野の技術を応用することで、手技が簡便となり、手技成功率をあげる
ことができることはよく経験される。今回、心室再同期療法の施行において、冠動脈インターベンションで培われた技術を応用
することで、術者・患者の負担を軽減し、さらには予後改善に寄与できる可能性が示唆されたので報告する。
これまでの心室再同期療法は、予め冠動脈造影の際に長めに撮像し冠静脈を描出したもの、もしくはオクルージョンバルーンを
使用して逆向性冠静脈造影を行い、そのイメージからリード留置を行っていることが多い。一方、虚血性心疾患における心筋虚
血の描出と責任冠病変の診断として、負荷心筋血流 SPECTと CT	angiography の fusion	image が活用されている。
このような虚血分野における方法論をもとに、	CTで描出した冠静脈と心筋血流 SPECTの fusion	image を活用し、CRT植込み
を行った。これにより手技時間短縮、被曝量軽減、予後の推定にも有効である可能性が示された。
不整脈専門医ではなくCVIT専門医として、心室再同期療法の新しい手技を考案し、FIVE	STaR	method（Fusion	Image	using	
CT	Venography	and	perfusion	SPECT	applied	for	cardiac	Resynchronization）と名付けたものについて、報告する。

M-016

第 2 世代・第 3 世代 DES 留置後再々狭窄を来たす因子についての検討

社会医療法人天陽会中央病院
○加治屋	崇、下野	洋和、髙岡	順一郎、宮村	明宏、井上	尊文、二宮	登志子、有村	俊博、厚地	良彦、
　厚地	伸彦

Introduction:	第 2 世代及び第 3世代DES留置後の再狭窄は稀ではあるが、時に繰り返す再狭窄を経験する。繰り返す再狭窄病
変についての治療法やその原因については依然明らかとなっていない。
Methods:	 当院にて 2012 年 1 月から 2017 年 3 月にかけて 2339 病変に第 2 世代、第 3 世代 DES	(Nobori,	Promus	Element,	
Resolute	Integrity,	Xience,	Ultimaster	and	Synergy) が留置された。そのうち 4.1%	(95 病変 ) に再狭窄が見られ、PCI が施行され
た。その後 2年後フォローアップが終了し、再々狭窄が見られた群と見られなかった群を比較、検討した。
Results:	2 年後フォローアップ終了時で 31.6%	(N=19)	に再々狭窄が見られた。再々狭窄群の初回再狭窄の際のOCT所見では
homogeneous	26.3%,	heterogeneous	63.2%,	layered	10.5%と再々狭窄なし群と比較し有意に heterogenous パターンが多く見られ
た	(p<0.05)。また、フォローアップ時の LDL コレステロール値も有意に高値であった（114.1 ± 53.9mg/dl	vs	91.4 ± 46.7,	
p<0.05）。
Conclusions:	第 2 世代及び第 3世代DES留置後の再々狭窄を来たす因子としてOCTにて heterogeneous	な組織性状と、LDLコ
レステロールが高値である可能性が示唆された。
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CO-001

合併症の Bailout 中に予測することもできなかった事象が起きてしまった症例

豊橋ハートセンター
口ノ町	俊嗣

冠動脈穿孔、末梢閉塞、冠動脈解離、側枝閉塞などの合併症には、必ず原因と理由が存在する。その多くの場合は原因の究明
ができ、初動の遅れがない限りベイルアウトが可能である。今回、全く予測することのできなかった事象が起きたが、初動の
遅れなくベイルアウトに成功した症例を経験したので報告する。

CO-002

エキシマレーザー冠動脈形成術 (ELCA）により冠動脈破裂を来たした一例

高瀬クリニック
佐野	始也

【症例】　76 歳、男性　
【危険因子】　高血圧、脂質異常、喫煙
【既往】　2008 年 4 月 AMI にて RCA(#1)	100% 狭窄に BMS留置 (maxCK=1531)。後日、LAD(#6-7)	75% 狭窄に対して BMS留
置し経過良好であった。2019 年 4 月労作時の胸部違和感を自覚。TMTではⅡ，Ⅲ，aVf,	V5-6 にて ST低下。心エコーでは壁
運動異常なし。CCTAでは #6-7	stent	patent,	#1	stent	patent	であったが、#6	stent	pro に 50-75%	with	ulcer,	#3 に 90%	with	
low	HU	big	plaque の新規狭窄病変を認め、後日Ad-hoc	PCI の予定となった。
【Ad-hoc	PCI】CAGにて CCTAと同様の所見を認め、#3 に対して PCI を施行する方針とした。GC：8Fr	Hyperion	SAL	1.0	
SH,	GW：Sion	blue,	 IVUS：Navifocus	WR で病変部を観察したところ、強い attenuation を伴う big	plaque であり ELCAで
debulking の方針とした。FILTRAPを留置後 ELCA	1.7mmでAblation を施行した。しかし、その後の確認造影で冠動脈破裂
を認め、Ryusei	2.5/20 を留置し止血が得られた。その後、Graftmaster	2.8/16 を留置したが proximal	edge より血管外への造
影剤漏出所見が認められた為、proximal	に Graft	master	2.8/16 を追加留置した。NC	Traveler	3.5/15 で後拡張を追加し Post	
IVUS では良好な拡張を得て終了とした。
　本症例における治療戦略としてELCAが妥当であったか、術前のCCTA画像およびCAG,	IVUS 画像を供覧し合併症の予測
についてご意見を伺いたい。

CO-003

Sheath 挿入時に起きた総腸骨動脈穿孔に対する対応

平心会　須賀川病院
○後藤	秀明、斎藤	智久、矢吹	文洋、高橋	優花、長谷川	博章

当院のPCI は approach 部位としてFemoral を選択していることが多い。今回 sheath 挿入時に起きた総腸骨動脈穿孔による
STENT	GRAFT内挿術を経験したので報告する。【症例】80代男性【主訴】胸痛【既往歴】糖尿病、高血圧、間欠性跛行【現病歴】
糖尿病、高血圧があり、跛行も見られたため 2012 年に両下肢CTを施行していた。表在化された石灰化は確認できたが狭窄等は
なくまたABIなどでも異常は見受けられず、経過観察となっていた。また右鼠径ヘルニア既往もあったため、今回のカテーテル
検査はLt.Femoral	approachとなった。puncture を終え、wire 挿入。CIA〜EIAの屈曲を確認しつつ sheathを進めたが、sheath
が上がらず患者の脈拍および血圧が著しく低下した。sheath より造影をすると総腸骨動脈中位にて leakあり。コードブルーにて
心臓血管外科医コール。右鼠径部切開、14Fr	DRYSEAL	挿入しGORE	M.O.Bにて腹部大動脈にて occlusion し、左鼠径部も同様
に切開しSTENT	GRAFT	内挿術を施行した。今回当院で起きた合併症に対するSTENT	GRAFT内挿術の成功例を報告する。
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CO-004

RCA 入口部解離の bailout-Stening に難渋した 1 例

草津ハートセンター
中西	基修

症例は 52 歳男性。2018 年 8 月 20 日に激しい胸痛を認めたため当院受診。ECGで ST上昇、echo 所見でも RCA領域の壁運動
低下を認めたため緊急 CAG（TRA）を施行。seg2 で閉塞を認めたため PCI に移行。GC は 7F	JR4 を使用し、MCと SION	
Blue で容易に 4PL まで通過。直後に血栓吸引を試みたが摘出血栓は無し。IVUS で病変を確認したところ血栓像は認めず
Attenuation	echo を伴う plaque であった。末梢保護のため、Filtrap を seg3 に留置。Direct	Stent を行う方針とし、Synegy	
3.5mm-20mmを seg2 の病変部に deliver し GC から Test 造影したところ RCC〜 RCA	mid まで解離による血腫を形成。状況
を把握するため Stent は留置せずに IVUS 施行。RCA入口部から近い冠動脈内で解離腔の entry を認め、RCC側と distal 側は
ACS の culprit 部を超えて seg2	distal まで血腫が進展していた。Entry 部を Stent でカバーするために RCA 入口部から
Resolute	Onyx	4.0mm-22m を留置。Proximal	entry はカバー出来たため、distal 側は圧排された真腔側から NSE	4.0mm で
reentry の形成を試みたが膜のカットは出来ず、Stent で押し付ける方針とし distal から Resolute	Onyx	4.0mm-22mm,		
Synergy	3.5mm-20mmを順に留置した。IVUS で確認したところ、distal 側の bailout は成功。しかし、入口部は飛び出してお
らず Stent で入口部の血腫がカバーできておらず内腔も狭小化していた。Synergy	4.0mm-16mmを追加したが、場所決めの際
に distal 側にずれてしまいもう一本Xience	4.0mm-18mmを追加した。その際、Stent	balloon 抜去によってシステムが崩壊し
てしまった。再度GCの engage を試みたが Stent が飛び出しているため困難。GWのみ先行させ末梢まで通過させ IVUS 確認
したが、入口部は Stent の外側から編んで入っていた。この時 Stent の変形を認めたため、真腔を取り直すことは困難と判断し、
現在通過しているXience の Strut 腔を順に 5.0mmまで拡張し IVUS で確認後 PCI を終了した。

CO-005

DRA 止血時間短縮への取り組み中の出血合併症について

医療法人伯鳳会　はくほう会セントラル病院
○杉本	とも子、吉武	彩乃、岡	克己、舛谷	元丸

（はじめに）当院では冠動脈造影（CAG）、冠動脈ステント留置術（PCI）を低侵襲で行えるように、穿刺部やシースサイズ、
造影剤や放射線量をなるべく最小限に行なっている。そこで、私達病棟看護師もCAG、PCI を終えた後に、橈骨動脈穿刺	(RA)
の止血にこだわり、TRバンドでの止血時間短縮を行なってきた。遠位橈骨動脈穿刺（DRA）を行うようになってからも、TR
バンド同様の空気注入式のブリードセイフHDを使用し、止血にこだわり、止血時間の短縮を行なっている。RAは平均 70 分、
DRAは平均 46 分と、止血時間の短縮は可能であることを報告してきた。しかし、多くはないが止血完了後に再出血すること
を時々経験する。RAでは、出血量が多く患者や看護師の負担は大きい。DRAの再出血の場合はRAの再出血と比較して、止
血は簡単なのか、患者や看護師の負担は軽減するのかを経験した症例より検討した。（対象・方法）2017 年 11 月から 2019 年 4
月までのDRAの全症例 69 件中、止血後再出血の症例１件。カルテより再出血した症例について詳細な検討と関わったスタッ
フへの聞き取りを行った。（結果）再出血時、ブリードセイフHD除去前だったため、ブリードセイフHDの上から穿刺部の圧
迫止血を行い、医師が再度バンドにエアを入れ、再止血 180 分後に止血完了。（考察）RAでの出血の場合、当院では、穿刺部
圧迫および上腕にマンシェットを巻き圧迫止血を行いながら、医師に連絡し、医師により再度TRバンドを巻き止血を行なっ
ていく。さらにRAの場は血腫形成し、内出血痕も腕全体に残る。DRAの場合は、出血量は少なく、上腕に圧迫を行わなくて
も穿刺部局所の指による圧迫止血だけで簡単に止血することができ、血腫形成はなく内出血痕も小範囲であった。（まとめ）
DRAは RAと比較し、止血時間も短くまた、止血後再出血しても出血量は少なく、止血が簡単であり、看護師も慌てず対応で
きた。血腫形成はなく内出血痕も小範囲であり、患者への負担も少ないと考えられる。

CO-006

PCI 時にロータブレーターがスタックした症例

医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院
○奥田	正穂、富樫	豪太、山本	祐也、伊勢谷	啓介、山本	淳、梶原	弘巳、豊村	浩良

症例：84 歳男性。AP,severeAS,HT, 脂質異常症。rtRA	Approach	6Fr	System。LAD	#6	90%,#7	90% 狭窄に対して PCI 施行。
IVUS 施行するも通過せず。CAG上高度石灰化を認めるため、ロータブレーターを施行することとなった。ローター burr φ
1.5mm→φ 1.75mmとサイズアップ。病変通過時に 1.75mm	burr にてスッタク。ロータブレーター切断し、GuideZilla Ⅱをシ
ステムに被せ、なんとか抜去することに成功した。再度システムを組み直し、NC	Balloon にて病変を拡張し STENTを持ち込
もうとするが石灰化が強く持ち込めないため、GuidePlus を通過させ、STENTを持ち込み拡張した。IVUS 上では STENT拡
張不十分にて再度NC	Balloon による拡張を何度か試みて、STENT拡張を得られ手技を終了した。
今回の症例では、GuideZilla Ⅱを使用し、wire ごと引き抜くことに成功し、ことなきを得たが、ローターブレーター症例では
起こり得る事案として、発生要因やスタック時の対処方法など、冠動脈造影や IVUS 画像から予測し、手技中の注意点として
情報共有を行いたいと考える。
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●ご協賛の御礼●

ADATARA Live Demonstration 2019 に
ご協力いただきましたことに厚く御礼申し上げます。

アイペックホールディングス株式会社

朝日インテック株式会社/朝日インテックJセールス株式会社

アシスト・ジャパン株式会社

アステラス製薬株式会社

アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社

アストラゼネカ株式会社

アボット バスキュラー ジャパン株式会社

アボット メディカル ジャパン株式会社

エドワーズライフサイエンス株式会社

MSD株式会社

大塚製薬株式会社

オーバスネイチメディカル株式会社

カーディナルヘルスジャパン合同会社

株式会社カイセイ医療器

株式会社カネカメディックス

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

興和創薬株式会社

サノフィ株式会社

サンセイ医機株式会社

シーマン株式会社

株式会社島津製作所

ゼオンメディカル株式会社

センチュリーメディカル株式会社

第一三共株式会社

大日本住友製薬株式会社

武田薬品工業株式会社

田辺三菱製薬株式会社

帝人ファーマ株式会社

テスコ株式会社

テルモ株式会社

トーアエイヨー株式会社

ニプロ株式会社

日本イーライリリー株式会社

日本光電工業株式会社

日本べーリンガーインゲルハイム株式会社

日本メジフジックス株式会社

日本メドトロニック株式会社

日本ライフライン株式会社

ノバルティスファーマ株式会社

バイエル薬品株式会社

バイオトロニックジャパン株式会社

ファイザー株式会社

株式会社フィリップスジャパン

フクダ電子南東北販売株式会社

ブリストル・マイヤーズ  スクイブ株式会社

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

メディキット株式会社

株式会社メディコン

持田製薬株式会社

大会の運営にあたり、上記企業・団体よりご協賛頂きました。ここに深甚なる感謝の意を表します。
（敬称略・５０音順） ２０19年5月31日現在

ADATARA Live Demonstration 2019
代表世話人一同
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