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7月21日（木） 　B会場　

DES1 9:00～10:00
 座長：洛和会丸太町病院 上田　欽造
 時計台記念病院　 佐藤　勝彦

MO001 膝下の末梢動脈疾患に対して使用した冠動脈用薬剤溶出性、非薬剤溶出性ステントの長期成績
 千葉西総合病院 倉持　雄彦

MO002 新規病変に対するパクリタキセル溶出性ステント(TAXUS Liberte)とエベロリムス溶出性ステン
トの有効性の比較

 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 石川　哲也

MO003 シロリムス溶出性ステントと比較したエベロリムス溶出性ステントの中期成績
 石心会狭山病院 荒巻　和彦

MO004 インスリン治療の有無による糖尿病患者に対するSES留置後の慢性期成績の比較
 東邦大学医療センター大森病院 新居　秀郎

MO005 薬剤溶出性ステント時代における高齢者への冠動脈インターベンション
 土谷総合病院 大塚　雅也

 　B会場　

DES2 10:00～11:00
 座長：仙台厚生病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 井上　直人
 Chonbuk National University Medical School/Hospital, Korea Jei Keon Chae

MO006 石灰化病変に対するシロリムス溶出性ステントとパクリタキセル溶出性ステントの血行再建率
の比較

 群馬県立心臓血管センター 宮石　裕介

MO007 TAXUS ExpressからTAXUS Liberteへの改良に伴う再狭窄率の軽減: 待機的PCI連続974病変に
おける比較

 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 石川　哲也

MO008 高齢者における冠動脈疾患の薬剤溶出性ステントの長期予後、特に抗血小板薬2剤併用の影響
 順天堂大学医学部 鈴木　　淳

MO009 小血管に対する2.5mm径Single-SESの長期成績; RD＜2.2と2.2＜RD＜3.0との比較
 心臓血管センター金沢循環器病院 堀田　祐紀

MO010 シロリムス溶出性ステントとパクリタキセル溶出性ステントでのlate catch up再狭窄の比較検
討

 心臓血管センター金沢循環器病院 玉　　直人

メディカル一般演題（口演）
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7月21日（木） 　B会場　

DES3 11:00〜12:00
 座長：久留米大学　 上野　高史
 聖隷浜松病院 岡田　尚之

MO011 透析患者での薬物溶出ステントの長期予後について
 熊本中央病院 大嶋　秀一

MO012 高齢者におけるDESとBMSの比較
 横浜労災病院 舟田　周平

MO013 エバロリムス溶出ステント留置後の新生内膜被覆と内皮機能に関する検討、シロリムス溶出ス
テントとの比較試験

 久留米大学医学部 光武　良亮

MO014 OCTによるDES植え込み後の内膜被覆の比較;第一世代DESと第２世代DESの比較検討
 名古屋ハートセンター 鈴木　頼快

MO015 ゾタロリムス溶出性ステントの中期成績の検討
 東宝塚さとう病院 生島　雅士

 　B会場　

DES4 16:00〜17:00
 座長：東宝塚さとう病院　　　　　 　 大辻　　悟
 National Heart Center, Malaysia Mohd Ali Rosli

MO016 長いステント植込み患者における多枝疾患患者において左主幹部を含む場合と含まない場合で
の臨床成績

 小倉記念病院 白井　伸一

MO017 シロリムス溶出性ステント留置５年後に発生した遅発性冠動脈イベントで、 peri-stent contrast 
stainingの関与が疑われた2症例

 近森病院 山本　哲史

MO018 シロリムス溶出性ステント留置後の長期成績に関する検討
 京都桂病院 舩津　篤史

MO019 薬剤溶出性ステントにおける遠隔期ステントアポジションの予測因子：OCTを用いた検討
 奈良県立医科大学 成　　智熙

MO020 薬剤溶出ステント植え込み後慢性期における局所凝固異常に対するスタチンの有用性
 徳島大学病院 仁木　敏之
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7月21日（木） 　B会場　

DES5 17:00〜18:00
 座長：岡山旭東病院　　　　　　　　 岩崎孝一朗
 関西医科大学附属病院枚方病院 神畠　　宏

MO021 当院でエベロリムス溶出性ステントを留置した患者の短期成績
 横浜栄共済病院 山本　　慶

MO022 CKD患者におけるEverolimus-Eluting Stentの中期臨床成績
 小倉記念病院 稗田　道成

MO023 薬剤溶出型ステント留置後に血管内皮障害を呈する患者の中期予後
 名古屋市立東部医療センター東市民病院 伊藤　重範

MO024 薬剤溶出性ステントによる冠動脈過収縮反応の病態：Ｒｈｏキナーゼ経路の役割
 東北大学大学院医学系研究科 相澤健太郎

MO025 小血管治療におけるBMSとDES、DESの種類別比較検討
 東京都立多摩総合医療センター 加藤　　賢

 　D会場　

IVUS/OCT1 9:00〜10:00
 座長：藤田保健衛生大学 尾崎　行男
 愛媛県立今治病院 松岡　　宏

MO026 VH-IVUSによる冠動脈プラーク構成の評価は急性冠症候群発生の予測に有用である
 福島赤十字病院 大和田尊之

MO027 古典的な冠動脈のリスクファクターである糖尿病と高血圧がスタチン治療中の冠動脈硬化にあ
たえる影響

 横浜栄共済病院 野末　　剛

MO028 不安定狭心症で発症したBMS very late restenosisの形態学的特徴：OCTによる解析
 豊橋ハートセンター 羽原　真人

MO029 光干渉断層法にて認めるステント再狭窄の新生内膜性状の違いに関する臨床的意義についての
検討

 東京医科歯科大学医学部付属病院 木村　茂樹

MO030 光干渉断層法（OCT）により認められるステント留置部位の組織逸脱と長期予後との関係
 横須賀共済病院 杉山　知代
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7月21日（木） 　D会場　

IVUS/OCT2 13:00〜14:00
 座長：横浜栄共済病院　　　　　　　　 　  道下　一朗
 Konyang University Hospital, Korea Jang Ho Bae

MO031 単球はVH-IVUSで評価した冠動脈プラークの脆弱性に大切な役割をはたす
 福島赤十字病院 大和田尊之

MO032 OCTを用いたBMSとDESの再狭窄病変の比較・検討
 日本医科大学千葉北総病院 栗原　　理

MO033 ベントール手術後に心筋梗塞をきたしPCIで治療しえた1例
 昭和大学藤が丘病院 森　　敬善

MO034 冠動脈プラーク破綻における繊維性皮膜の形態の光干渉断層法による評価
 土浦協同病院 米津　太志

MO035 OCTでの冠動脈プラーク所見が待機的PCIにおける周術期トロポニン上昇へ及ぼす影響について
 土浦協同病院 李　　哲民

 　D会場　

IVUS/OCT3 14:00〜15:00
 座長：埼玉医科大学国際医療センター　　　 小宮山伸之
 府中恵仁会病院／岐阜ハートセンター 本江　純子

MO036 急性冠症候群の非責任病変と安定狭心症の責任病変における光干渉断層法での所見の比較
 土浦協同病院 古浦　賢二

MO037 OCTにて観察した再狭窄病変形態の比較検討
 獨協医科大学病院 米田　秀一

MO038 陽性リモデリングはvulnerable patientsの指標である：急性冠症候群例の長期フォローアップ
 川崎医科大学 大倉　宏之

MO039 iMap-IVUSによるプラーク性状分析は待機的PCI後の高感度トロポニンＴ値の上昇を予測する
 長崎大学病院 古賀　聖士

MO040 冠動脈狭窄におけるOCTによる解剖学的評価とFractional flow reserveによる機能的評価の関
連性

 和歌山県立医科大学 塩野　泰紹
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7月21日（木） 　D会場　

IVUS/OCT4 16:00〜17:00
 座長：天陽会中央病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山口　浩士
 Cardiovascular Research Foundation/Columbia University Medical Center, USA Akiko Maehara

MO041 壁在血栓と冠動脈狭窄との関連
 済生会横浜市東部病院 石盛　　博

MO042 急性冠症候群における超音波減衰性プラークのOCTによる組織学的特徴
 横浜市立大学付属市民総合医療センター 前島　信彦

MO043 Optical coherence tomography (OCT) を用いた冠動脈プラーク所見と狭心症安定度との対比
 京都第二赤十字病院 椿本　恵則

MO044 SESとPESの新生内膜のOCTによる連続的評価
 大阪労災病院 中村　大輔

MO045 高血圧を伴う冠疾患患者の冠動脈プラークはカルシウム拮抗薬の降圧度に依存して減少するか
 順天堂大学医学部 宮崎　忠史

 　E会場　

CAS/Endovascular intervention1 9:00〜10:00
 座長：東海大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  伊苅　裕二
 Severance Cardiovascular Hospital/Yonsei University College of Medicine, Korea Donghoon Choi

MO046 循環器科医施行による多数症例の頸動脈ステント留置術の解析および、末梢保護としての
Angioguard X-PとFilterwireの比較

 千葉西総合病院 橋本　　亨

MO047 IVUS下のスポット・ステンティングと最少限の後拡大による安全な頸動脈ステント留置術
 千葉西総合病院 川崎　智広

MO048 浅大腿動脈におけるニチノールステントの長期成績
 岸和田徳洲会病院 東森　亮博

MO049 薬物溶出性スステント留置後8カ月後の血管内視鏡所見：エベロリムス溶出性ステントとシロリ
ムス溶出性ステントの比較検討

 広島市立広島市民病院 臺　　和興

MO050 高血圧および腎機能低下を有する腎動脈狭窄症への腎動脈形成術の効果の検討
 野崎徳洲会病院 小谷　　光
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7月21日（木） 　F会場　

CAS/Endovascular intervention2 13:00〜14:00
 座長：三木市立三木市民病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粟野孝次郎
 Duke University Medical Center and Duke Clinical Research Institute, USA Mitchell W. Krucoff

MO051 経皮的腎動脈形成術の適応による予後の差違
 小倉記念病院 相原　英明

MO052 当院における膝下完全閉塞病変に対するガイドワイヤー通過後の血管内治療戦略
 菊名記念病院 山内　靖隆

MO053 透析症例の中心静脈インターベンション治療の成績
 心臓血管センター金沢循環器病院 堀田　祐紀

MO054 浅大腿動脈ステントの再狭窄形態による再々狭窄頻度の検討
 小倉記念病院 登坂　　淳

MO055 急性下肢虚血に対する第一治療手技としての血管内治療の役割
 聖路加国際病院 安斉　　均

 　F会場　

CAS/Endovascular intervention3 14:00〜15:00
 座長：聖路加国際病院　　　　　　　　 安斉　　均
 Mid-Florida Cardiology, USA Barry S.Weinstock

MO056 重症下肢虚血の血管内治療における脛骨動脈のドップラー血流量測定の有用性
 菊名記念病院 山内　靖隆

MO057 下肢PADに対する血管内治療は血圧を低下させる
 国立病院機構災害医療センター 野里　寿史

MO058 跛行症状を呈する閉塞性動脈硬化症の血管内治療の効果と末梢血酸化ストレスの関係
 信州大学医学部附属病院 宮下　裕介

MO059 粥状動脈硬化性腎動脈狭窄に対する経皮的腎血管形成術の臨床効果について
 石切生喜病院 稲波　　整

MO060 CKD４期以上の腎機能障害を有する腎動脈狭窄患者の血管内治療の成績多施設後ろ向き解析
（REAL RAS）

 信州大学医学部附属病院 宮下　裕介
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7月21日（木） 　G会場　

CAS/Endovascular intervention4 11:00〜12:00
 座長：広島市立広島市民病院　　　　　　　　　　 井上　一郎
 Ochsner Heart and Vascular Institute, USA Mark A. Grise

MO061 大腿膝窩動脈領域のTASC2分類D病変に対する血管内治療の長期成績(REAL-FP Registryのサブ
解析）

 仙台厚生病院 槇田　俊生

MO062 簡便なスコアを用いた腎動脈狭窄のスクリーニング法
 川崎医科大学 根石　陽二

MO063 SFAに留置された自己拡張型ナイチノールステントの性差による臨床成績の検討
 済生会横浜市東部病院 阪本　泰成

MO064 急性動脈閉塞に対する血管内治療の有用性
 カレスサッポロ時計台記念病院 本間　之子

MO065 炭酸ガス造影を使用した血管内治療の安全性と治療効果の検討
 兵庫医科大学 川崎　大三

 　G会場　

CAS/Endovascular intervention5 13:00〜14:00
 座長：豊橋ハートセンター　　　　　　　　　　　  　 木下　順久
 Sanggye-Paik Hospital, Inje University, Korea　　 Choong-Won Goh

MO066 浅大腿動脈の慢性完全閉塞病変に対する血管内治療の手技的成功及び長期予後について
 横須賀共済病院 川口　直彦

MO067 BTK runoff scoreのSFA病変ステント留置術後patencyへの影響
 済生会横浜市東部病院 小松　一貴

MO068 進行した慢性腎臓病患者での動脈硬化性腎動脈狭窄に対するステント治療成績
 岸和田徳洲会病院 森岡　信行

MO069 “最”重症下肢虚血肢におけるEVT後の予後
 済生会横浜市東部病院 阪本　泰成

MO070 EVTにおける新しい超音波検査”血管エラストグラフィー”の有用性
 済生会横浜市東部病院 滝村　英幸
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Anti-platelet therapy1 13:00〜14:00
 座長：岐阜大学大学院　　　　　　　　　　　　　  西垣　和彦
 University Malaya Medical Centre, Malaysia Wan Azman Wan Ahmad

MO071 薬剤溶出ステント留置から６ヶ月以内の２剤の抗血小板療法併用中止に対する妥当性の検討
 心臓血管研究所付属病院 船田　竜一

MO072 薬剤溶出性ステント留置後1年以内の2剤抗血小板療法中止に関する検討
 榊原記念病院 村上　　力

MO073 SES留置後5年間抗血小板剤を2剤投与することの利益とリスク
 社会福祉法人三井記念病院 原　　弘典

MO074 ステント留置後のプロトンポンプ阻害薬の併用は心血管イベントのリスクになるか？
 熊本大学医学部 千年　忠祐

MO075 抗血小板療法中のステント患者におけるCYP2C19遺伝子多型あるいはプロトンポンプ阻害薬併
用による心血管リスクの検討

 熊本大学医学部附属病院 掃本　誠治

 　H会場　

Other new devices 14:00〜15:00
 座長：帝京大学医学部附属病院　　　　　　　　　　　　　　　  一色　高明
 First Affilated Hospital of Dalian Medical University, China Xuchen Zhou

MO076 Igaki-Tamaiステント留置後のIVUS解析について
 滋賀県立成人病センター 西尾　壮示

MO077 奇異性塞栓症再発予防目的の卵円孔開存に対するカテーテル閉鎖術についての経験
 岡山大学病院 木島　康文

MO078 繰り返すステント再狭窄に薬剤溶出性バルーンが有用であった1例
 菊名記念病院 袴田　尚弘

MO079 多孔型ASDに対して3つのAmplatzer Septal Occluderデバイスを留置した高齢女性の一例
 岡山大学医学部附属病院 中川　晃志

MO080 新しいPCI模擬血管モデルを用いたトレーニングの有用性について
 小倉記念病院 兵頭　　真
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AMI 1 9:00〜10:00
 座長：公立陶生病院　　　　　　　　　　　　　　　  味岡　正純
 Medizinisches Versorgungszentrum, Germany Detlef G Mathey

MO081 冠動脈インターベンション治療中ST Segment再上昇と冠微小血管障害・院内死亡率の関係
 神戸市立医療センター中央市民病院 山室　　淳

MO082 当院急性心筋梗塞症例に対する薬剤溶出性ステントと金属ステント使用の慢性期臨床成績の比
較検討

 東京北社会保険病院 中川　裕也

MO083 急性冠症候群に対する薬剤溶出性ステントの治療成績（選択された症例に対する治療効果の検
討）

 福井県立病院 藤野　　晋

MO084 急性冠症候群に対するZESとBMSの比較検討
 仁生社江戸川病院 藤田　雅樹

MO085 急性心筋梗塞の大きさが腎機能障害の進展を予測する
 岐阜県立多治見病院 矢島　和裕

 　K会場　

AMI 2 10:00〜11:00
 座長：奈良県立医科大学附属病院 上村　史朗
 愛媛県立中央病院　　　　 風谷　幸男

MO086 急性動脈閉塞症患者における臨床的特徴
 済生会熊本病院 琴野　巧裕

MO087 急性冠症候群に対するＰＣＩを受けた患者における微小循環障害に対するニトロプルシッドの
効果ーIMRを用いた評価ー

 名古屋市立東部医療センター東市民病院 森本高太郎

MO088 急性心筋梗塞患者の予後に対する急性期カテーテル治療の性差に関する影響
 国立循環器病研究センター 山根　崇史

MO089 慢性腎臓病は急性心筋梗塞後患者の予後を悪化させる。
 広島市立広島市民病院 池永　寛樹

MO090 急性心筋梗塞への冠動脈形成術を実施した腎機能障害患者における30日予後の解析
 小倉記念病院 酒井　孝裕
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AMI 3 11:00～12:00
 座長：広島県立広島病院　　　　　　　　　　　　　 岡本　光師
 横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター 木村　一雄

MO091 ショックに対する経皮的心肺補助の開始は早いほどよいか？
 広島市立安佐市民病院 香川　英介

MO092 ST上昇型心筋梗塞患者におけるベータブロッカの効果
 京都大学医学部附属病院 鮑　　炳元

MO093 心筋梗塞後の左室リモデリングの予測に関する入院時白血球数とQRSスコア併用の有用性
 広島市民病院 中村　真幸

MO094 急性冠症候群に対するS-STENTの臨床成績
 東京都立墨東病院 弓場　隆生

MO095 睡眠呼吸障害が急性心筋梗塞患者の長期予後に与える影響
 小倉記念病院 馬崎　　徹

 　K会場　

AMI 4 13:00～14:00
 座長：大垣市民病院　　　　　　　　　　　　　　　　 　  武川　博昭
 Cardiovascular Institute and Fu Wai Hospital, China HongBing Yan

MO096 急性心筋梗塞を来した大動脈起始部の局在性脈解離の一例
 近森病院 古川　大祐

MO097 急性心筋梗塞におけるno reflow現象と左室拡張能の検討
 桜橋渡辺病院 大宮　茂幹

MO098 STEMIにおけるIMRと遅延造影による微小循環障害の比較検討
 東京医科大学病院 大井　邦臣

MO099 血管径の大きな拡張した右冠動脈を責任血管とする急性心筋梗塞患者に対する再灌流法の検討
 大阪市立総合医療センター 田中　千春
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Cardiac - CT/MRI1 14:00〜15:00
 座長：北海道社会保険病院　　 五十嵐慶一
 杏林大学医学部附属病院 吉野　秀朗

MO101 心臓CTにおける左室内血栓検出の有用性
 名古屋徳洲会総合病院 亀谷　良介

MO102 薬物負荷心臓CT検査による冠動脈の生理学的評価
 土谷総合病院 沖本　智和

MO103 左冠動脈前下行枝起始部病変の進展は左冠動脈主幹部-前下行枝の分岐角の程度に強く影響を受
ける

 兵庫県立姫路循環器病センター 鳥羽　敬義

MO104 Cypher、Taxus Express2およびTaxus Liberte留置後のMSCTによるステント内評価の比較
 野崎徳洲会病院 奥津　匡暁

 　K会場　

Cardiac - CT/MRI2 17:00〜18:00
 座長：総合大雄会病院 松下　豊顯
 近畿大学医学部 宮崎　俊一

MO105 心臓CTによる冠動脈疾患スクリーニングへのEPA/AA比の有用性
 新古賀病院 新谷　嘉章

MO106 急性心筋梗塞再灌流直後のマルチスライスCTによる心筋遅延造影像の予後予測の有用性
 筑波大学 佐藤　　明

MO107 64列CTによる大動脈弁狭窄症の弁口面積の評価
 仙台厚生病院 密岡　幹夫

MO108 高分解能冠動脈CTを用いた非侵襲的ステント内再狭窄の評価
 市立四日市病院 三原　裕嗣

MO109 64列CTによるステント内再狭窄の診断における低濃度造影剤の有用性
 葛西循環器脳神経外科病院 廣瀬　俊輔
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Other modalities 9:00〜10:00
 座長：東北厚生年金病院　　　　　　 片平　美明
 東邦大学医療センター大森病院 我妻　賢司

MO110 頸動脈エコー所見によるSYNTAXスコア重症例の予測に関する検討
 東邦大学医療センター大橋病院 池田　長生

MO111 ABIとSYNTAX scoreの関連性についての検討
 東邦大学医療センター大橋病院 高亀　則博

MO112 透視保存機能を活用した被ばく低減PCI治療
 大阪大学大学院医学系研究科 角辻　　暁

MO113 体表血管超音波を用いた止血デバイス合併症に対する末梢動脈インターベンション
 東北大学医学部 松本　泰治

MO114 腎動脈線維筋性異形成：血管内超音波由来組織性状評価および血管内圧測定値に基づいた経皮
的腎血管形成術の1例

 熊本大学医学部附属病院 辻田　賢一

 　L会場　

Structural Heart Disease Intervention 10:00〜11:00
 座長：小倉記念病院　　　　　　　　　　　　　 白井　伸一
 日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 高山　守正

MO115 シャント性心臓疾患に対するAmplatzerデバイスのオフラベル使用
 仙台厚生病院　 多田　憲生

MO116 経皮的大動脈弁置換術における血管合併症をどう防ぐか
 パリ南心臓血管研究所 林田　健太郎

MO117 クロージャーデバイスを用いた超低侵襲経皮的大動脈弁置換術
 パリ南心臓血管研究所 林田　健太郎

MO118 ハイリスク大動脈弁置換術の術前におけるバルーン大動脈弁拡張術の安全性と有効性の検証
 川崎市立　川崎病院 古田　　晃

MO119 ヨーロッパにおけるTAVIの現状と今後の展望
 パリ南心臓血管研究所 林田　健太郎

MO120 経皮的大動脈弁置換術における合併症の予防と対応
 パリ南心臓血管研究所 林田　健太郎
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Coronary angioscopy/ Flow wire/Pressure wire1 16:00〜17:00
 座長：広島市立広島市民病院　　　　　　　　　　　　  石原　正治
 St. Louis University Health Sciences Center, USA Michael Lim

MO121 冠動脈疾患における薬剤負荷前の安静時Pd/PaとFFRの関係について
 愛知医科大学 高島　浩明

MO122 左回旋枝入口部狭窄は血管造影所見のみでPCIの適応を判断するのは困難であり、PCIの適応判
定には虚血診断が必須である

 関西労災病院 粟田　政樹

MO123 至適ステント留置のための冠内圧測定の臨床的意義
 京都第二赤十字病院 松尾あきこ

MO124 ST上昇型心筋梗塞患者に対するIMRによる急性期心筋虚血再灌流の予測に関する検討
 関西労災病院 石原　隆行

MO125 安定狭心症のPCIにおける心筋逸脱酵素と微小血管抵抗指数との関連について
 信州大学医学部附属病院 三枝　達也

 　M会場　

BMS 9:00〜10:00
 座長：洛和会京都血管内治療センター・洛和会丸太町病院 浜中　一郎
 Konyang University Hospital, Korea　　　　　　  Jang Ho Bae

MO126 ベアメタルステント留置後の超遅発性イベント
 横浜労災病院 西山　大樹

MO127 薬剤溶出性ステント時代におけるベアメタルステントの役割
 手稲渓仁会病院 棗田　　誠

MO128 薬物溶出性ステントが使用できない症例の小血管におけるMULTI-LINK PIXELとMINI VISIONの
成績

 君津中央病院 山本　雅史

MO129 ベアメタルステントを留置した数年後にステント内再狭窄をきたす症例に対する光干渉断層法
を用いた検討

 岩手医科大学医学部 小室堅太郎

MO130 当院におけるDES世代でのベア・メタル・ステント（BMS）の有用性
 太田福島総合病院 福島　弘樹
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Restenosis1 10:00～11:00
 座長：天理よろづ相談所病院 中川　義久
 長野赤十字病院　　　 吉岡　二郎

MO131 再狭窄予測因子としてのシェアストレス。薬剤溶出性ステントとベアメタルステントとの比
較。

 横須賀共済病院 疋田　浩之

MO132 当院における薬剤溶出性ステントおよびベアメタルステントの再狭窄に対する薬剤溶出性ステ
ント留置の長期成績比較

 京都第二赤十字病院 木下　英吾

MO133 XIENCE V 薬剤溶出ステント留置後の再狭窄予測因子についての検討
 青梅市立総合病院 鈴木　麻美

MO134 ステント内再狭窄に対するカッティングバルーン拡張術施行時の光干渉断層法は末梢保護デバ
イスの有用性を予測する

 大阪労災病院 谷池　正行

MO135 シロリムス溶出性ステントの晩期再狭窄像　光干渉断層法による観察
 桜橋渡辺病院 小澤　牧人

 　M会場　

Restenosis2 11:00～12:00
 座長：大阪医科大学附属病院　　　　　    　 鈴木　秀治
 Maasstad Hospital, The Netherlands Elvin Kedhi

MO136 ステント再狭窄患者に対するDESの1年、および2年予後の検討
 熊本中央病院 野田　勝生

MO137 ステント内再狭窄病変に対する標的病変再血行再建におけるスコアリングバルーンの有効性
 －通常バルーンとの比較検討－
 横浜栄共済病院 加藤　大雅

MO138 OCTによるステント再狭窄病変の組織性状の違いと治療後慢性期予後の検討
 榊原記念病院 渡邊　雄介

MO139 Fractureを伴う再狭窄病変は通常再狭窄を起こさないような背景因子を持つ
 東邦大学医療センター大森病院 天野　英夫

MO140 ステント内再狭窄治療後における再‐再狭窄の予測因子
 福岡大学病院 永田　　済



125

メ
デ
ィ
カ
ル
一
般

口
演
　
7
月
21
日
（
木
）

7月21日（木） 　M会場　

PCI and DM/CKD/HD1 13:00〜14:00
 座長：中部労災病院　　 天野　哲也
 鹿児島大学大学院 濱崎　秀一

MO141 左冠動脈主幹部遠位端三分岐部の石灰化狭窄に対する二方向性切削技術を用いた最良の
Rotablator使用法

 千葉西総合病院 清水　しほ

MO142 冠動脈疾患に対する薬剤溶出性ステントCypherの6年以上の長期成績
 千葉西総合病院 三角　和雄

MO143 糖尿病患者におけるエベロリムス溶出性ステントの優れた成績の可能性
 -シロリムス溶出性ステントとの比較-
 石心会狭山病院 荒巻　和彦

MO144 血清カルシウム×リン値からみた透析患者に対する冠動脈ステント留置術の臨床成績
 東邦大学医療センター大森病院 新居　秀郎

MO145 慢性腎疾患ステージ4、5における、造影剤使用に伴う腎機能増悪の予測規定因子
 自治医科大学附属さいたま医療センター 谷口　陽介

 　M会場　

PCI and DM/CKD/HD2 14:00〜15:00
 座長：横浜総合病院　　　　 鶴見由起夫
 日本医科大学付属病院 安武　正弘

MO146 栄養状態からみた透析患者に対する冠動脈ステント留置術の臨床成績
 東邦大学医療センター大森病院 新居　秀郎

MO147 糖尿病患者におけるパクリタキセル溶出性ステント留置後の長期予後
 横須賀共済病院 杉山　知代

MO148 術中右房脱血透析濾過法の造影剤起因性急性腎障害に対する予防効果の検討
 横浜栄共済病院 加藤　大雅

MO149 新しい薬剤溶出性ステントXience・Promusの多数症例による使用経験と臨床成績
 千葉西総合病院 三角　和雄

MO150 慢性腎障害の患者に対する薬剤溶出性ステントを用いたPCIの臨床成績
 済生会横浜市東部病院 滝村　英幸
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New approach to devices/Other coronary diagnostic method1 16:00〜17:00
 座長：東北厚生年金病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片平　美明
 Duke University Medical Center and Duke Clinical Research Institute, USA Mitchell W. Krucoff

MO151 MDCT偽陽性例に対する冠攣縮の関与
 所沢ハートセンター 江崎　裕敬

MO152 NSTEMI/UAP患者のPCI後の心内心電図におけるST上昇は、心筋障害と入院中の悪い経過と有
意に関係性があります。

 土浦協同病院 菱刈　景一

MO153 心臓CTワークステーションを用いて分岐部の至適Viewを同定する
 湖東記念病院 只野　雄飛

MO154 1,5-AGは冠動脈プラークを予測する上で役立つか。
 名古屋ハートセンター 村瀬　　傑

MO155 ステントDeliveryにおける4Frインナーカテーテルの有用性
 国立病院機構災害医療センター 吉田　善紀

 　M会場　

New approach to devices/Other coronary diagnostic method2 17:00〜18:00
 座長：船橋市立医療センター　　　　　　　　　　　　　　　　  福澤　　茂
 First Affilated Hospital of Dalian Medical University, China Xuchen Zhou

MO156 3Fr ガイディングシースによるPCIの安全性と止血時間の検討
 富山労災病院 山田　邦博

MO157 拡張不全のステントに対してELCAが効果的であった1例
 大分岡病院 金子　匡行

MO158 経橈骨動脈心臓カテーテルにおける橈骨動脈スパスムの頻度および予測因子
 慶應義塾大学医学部循環器内科 沼澤　洋平

MO159 薬剤内服下におけるＡｃｈ誘発試験の有用性
 東京都立広尾病院 岩澤　　仁

MO160 末梢ステントデリバリーにおける4Fインナーと5Fインナーの比較
 国立病院機構災害医療センター 吉田　善紀
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Debulking1 9:00〜10:00
 座長：東京女子医科大学 高木　　厚
 福山循環器病院　 治田　精一

MO161 Rotablatorを用いた石灰化病変に対するTAXUS (Express)の中期的有効性；Cypherの後ろ向き
比較

 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 堤　　穣志

MO162 トラップされたロタブレーターバーへの新しい対処法
 自治医科大学附属さいたま医療センター 坂倉　建一

MO163 ロータブレイション後の薬剤溶出ステントと通常金属ステントの中期成績：血管造影と臨床成
績

 仙台厚生病院 滝澤　　要

MO164 Scoreflex<SUP>TM</SUP>の拡張機序　IVUSによる検討
 岡山赤十字病院 福家聡一郎

MO165 経橈骨動脈アプローチによるローターブレータの院内および中期予後について
 国立病院機構災害医療センター 櫻井　　馨

 　N会場　

Debulking2 10:00〜11:00
 座長：国立病院機構長崎医療センター 於久　幸治
 社会保険紀南病院　　　　　　 久保　隆史

MO166 Scoring Balloonの有用な使用による治療成績の検討
 三豊総合病院 大塚　寛昭

MO167 NSEを用いたステントレスPCIの有用性
 獨協医科大学病院 景山　倫也

MO168 FD-OCTによるロータブレーション前後の冠動脈評価
 神戸大学医学部 平沼　永敏

MO169 低出力体外衝撃波治療：心血管疾患に対する新しい非侵襲的血管新生療法
 東北大学大学院 伊藤　健太

MO170 高度石灰化病変へのローターブレーター後のangiosculptの有用性について
 金沢医科大学病院 本山　敦士
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Other complex lesion (bifurcation, calcified lesion...)1 11:00〜12:00
 座長：静岡市立静岡病院 滝澤　明憲
 新東京病院　　　 中村　　淳

MO171 分岐部病変におけるKBTの有用性の検討　-心筋シンチによる機能的評価-
 藤元早鈴病院 剣田　昌伸

MO172 左前下降枝、対角枝の分岐部病変におけるステント留置前、同時バルーン拡張の影響。
 草津ハートセンター 大屋　秀文

MO173 分岐部病変におけるエベロリムスステントとパクリタクセスステントの短期臨床結果
 小倉記念病院 雨宮　　妃

MO174 分岐部病変におけるLMT病変とnon LMT病変における two stent techniqueの比較
 昭和大学医学部 辻田　裕昭

MO175 病変タイプと病変毎のSYNTAX scoreとの関連
 社会保険神戸中央病院 田中　哲也

 　N会場　

Other complex lesion (bifurcation, calcified lesion...)2 13:00〜14:00
 座長：豊橋ハートセンター 朝倉　　靖
 宮崎市郡医師会病院 柴田　剛徳

MO176 冠動脈石灰化病変に対してDual Wire Balloonを用いた治療についての検討
 国立病院機構災害医療センター 加藤　隆一

MO177 鋭角に分岐した側枝へのワイヤリングについて -2症例の報告をふまえての検討-
 済生会福岡総合病院 長友　大輔

MO178 分岐部病変に対する治療戦略-Lesion-Specific Stent Strategy-
 洛和会丸太町病院 富士栄博昭

MO179 分岐部病変におけるプラーク分布がステント留置後の側枝狭窄に及ぼす影響
 済生会横浜市東部病院 山脇　理弘

MO180 分岐部病変における側枝閉塞を予防する方法について
 鎌ケ谷総合病院 加納　　寛
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Stent thrombosis1 14:00～15:00
 座長：博仁会村瀬病院　　　　　  井阪　直樹
 University of Virginia, USA Scott Lim

MO181 新生内膜の動脈硬化性変化が遅発性ステント血栓症を惹起する可能性：光干渉断層法での検討
 福山循環器病院 菊田　雄悦

MO182 急性貫壁性心筋梗塞における急性もしくは亜急性のステント血栓症の特徴について
 広島市立安佐市民病院 板倉　希帆

MO183 ステント血栓症を繰り返した一例
 長野県立木曽病院 若林　靖史

MO184 多枝にシロリムス溶出性ステントを留置した後に、超晩期ステント血栓症を同時にきたした症
例

 船橋市立医療センター 池田　篤史

MO185 SES留置後のステント血栓症症例における血管反応についての検討:RESTART－IVUSサブ解析
 スタンフォード大学 久米　輝善

 　N会場　

Other complex lesion (bifurcation, calcified lesion...)3 16:00～17:00
 座長：大崎病院東京ハートセンター　　　　 細川　丈志
 Maasstad Hospital, The Netherlands Elvin Kedhi

MO186 分岐部病変に対するDESのsingle stentアプローチ：KBTは常に必要か？
 済生会栗橋病院 春木伸太郎

MO187 Kissing baloon inflationの有用性と安全性
 済生会福岡総合病院 高原　勇介

MO188 高度石灰化病変におけるステントデザインの重要性
 大阪労災病院 李　　泰治

MO189 ステント留置前の非直線的なバルーン拡張はステント拡張不良の予測因子となる
 兵庫県立姫路循環器病センター 柴田　浩遵

MO190 シロリムス溶出性ステントとパキルタキセル溶出性ステントによる冠動脈治療後における、側
枝の造影上の長期結果

 松江赤十字病院 三村　麻郎
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7月21日（木） 　N会場　

Stent thrombosis2 17:00〜18:00
 座長：千葉大学大学院医学研究院　 小林　欣夫
 CV Path, Institute, Inc.,USA Renu Virmani

MO191 シロリムス溶出性ステント留置後における超遅発性ステント血栓症の違いについて
 横浜労災病院 福澤　朋幸

MO192 急性冠症候群による院外心肺停止患者での低体温療法とステント血栓症の検討
 聖路加国際病院ハートセンター 迫田　邦裕

MO193 ステント血栓症における、吸引血栓の病理組織学的解析
 小倉記念病院 山地　杏平

MO194 シロリムス溶出ステント留置後における超遅発性ステント血栓症の臨床的特徴と予測因子
 山田赤十字病院 世古　哲哉

MO195 経皮的冠動脈形成術後における慢性期ステント内血栓症の予測因子
 福岡大学病院 中村　　歩
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7月22日（金） 　B会場　

DES6 9:00～10:00
 座長：秋田県成人病医療センター 佐藤　匡也
 京都九条病院　　　　　　 羽田　哲也

MO196 シロリムス溶出性ステント留置後の4年間の長期成績
 宮崎市郡医師会病院心臓病センター 仲間　達也

MO197 DESを留置した透析患者の2年間の長期予後の検討
 熊本中央病院 野田　勝生

MO198 シロリムス溶出性ステントとパクリタキセル溶出性ステント留置後の遅発性の退縮について
 -再狭窄形態の影響-
 倉敷中央病院 久保　俊介

MO199 薬剤溶出性ステント植え込みによる冠動脈内皮機能への影響 -ATPを用いたFMDによる評価-
 藤元早鈴病院 安崎　和博

MO200 透析患者に対するタクサスリバティーステント植え込み後の臨床成績の検討
 岩槻南病院 佐野　剛一

 　B会場　

DES7 10:00～11:00
 座長：三重ハートセンター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  西川　英郎
 Yonsei Cardiovascular Hospital/Yonsei University College of Medicine, Korea Myeong-Ki Hong

MO201 透析患者のDESの長期予後に関する検討
 東宝塚さとう病院 寺杣　晋彦

MO202 薬剤溶出性ステント留置後のStent FractureとPeri-Stent Contrast Stainingの関連
 倉敷中央病院 多田　　毅

MO203 シロリムス溶出性ステントとパクリタキセル溶出性ステントの留置後2年間のlate lossの比較
 仙台厚生病院 堀江　和紀

MO204 シロリムス、パクリタキセル、ゾタロリムス溶出ステント植込み1年後における血管内視鏡と光
干渉断層法による新生内膜性状の評価

 愛媛県立今治病院 川上　秀生

MO205 急性冠症候群に対するゾタロリムス溶出ステント植え込み後の中期成績について
 福岡徳洲会病院 山口　宗孝
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DES8 11:00〜12:00
 座長：三井記念病院　　　　　　　　　　 田邉　健吾
 神奈川県立循環器呼吸器病センター 福井　和樹

MO206 小血管に対する第2世代薬剤溶性ステントの臨床成績
 済生会横浜市東部病院 小松　一貴

MO207 ゾタロリムス溶出性ステントとエベロリムス溶出性ステントの比較検討
 東京医科歯科大学医学部 秦野　　雄

MO208 当院におけるEESの慢性期フォローアップ成績 -再血行再建例の検討-
 東京大学医学部 岩佐　健史

MO209 石灰化病変に対するRotational Atherectomy後のゾタロリムス溶出ステント留置の中期成績に
ついて

 福岡徳洲会病院 山口　宗孝

MO210 シロリスム溶出ステント留置後の非心臓手術における周術期心血管リスク
 慶応義塾大学医学部 大野　洋平

 　B会場　

DES9 14:00〜15:00
 座長：天理よろづ相談所病院　　　 中川　義久
 CV Path, Institute, Inc., USA Renu Virmani

MO211 薬剤溶出ステント留置後の遅発性ステント再狭窄の予測因子
 東邦大学医療センター大橋病院 飯島　雷輔

MO212 BMSおよびDESにおける増殖した新生内膜の組織解析（血管内視鏡とOCTによる評価）
 日本大学医学部 川野　太郎

MO213 CypherとTaxus Express2のステント内再狭窄の形態的特徴
 野崎徳洲会病院心臓センター 北尾　　隆

MO214 エベロリムス溶出性ステントとパクリタキセル溶出性ステントの比較
 小倉記念病院 林　　昌臣

MO215 右冠動脈入口部病変に対するエベロリムス溶出性ステントとシロリムス溶出性ステントの比較
 小倉記念病院 岩室あゆみ
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CTO1 11:00〜12:00
 座長：東宝塚さとう病院 大辻　　悟
 岩手県立中央病院 野崎　英二

MO216 CART法を用いてCTOに留置したDESの10か月後の再造影成績: 連続234CTO病変における非
CART法との後ろ向き比較

 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 武藤　　誠

MO217 冠動脈慢性完全閉塞病変に対する逆行性アプローチの有効性
 京都桂病院 小林　智子

MO218 慢性閉塞性病変内マイクロチャンネルのマルチスライスCTを用いた検討
 豊橋ハートセンター 児玉　淳子

MO219 慢性完全閉塞病変に対するPCIにおける心外膜側副血行路の安全性と有用性に関する検討
 草津ハートセンター 渡邉　哲史

MO220 慢性完全閉塞に対する3種類の薬剤溶出性ステントの予後
 新東京病院 長沼　　亨

 　C会場　

CTO2 14:00〜15:00
 座長：昭和大学医学部　　　　　　　　　 濱嵜　裕司
 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 武藤　　誠

MO221 冠動脈慢性完全閉塞に対するDES留置におけるsubintimal stentingとtrue lumen stentingの比
較

 星総合病院 氏家　勇一

MO222 CORSAIR&reg;を用いた慢性完全閉塞病変に対するretrograde approachの安全性に関する検
討

 済生会横浜市東部病院 滝村　英幸

MO223 冠動脈CTによるretrograde approachのための側副血行路の描出
 北海道社会保険病院 管家　鉄平

MO224 CTO病変への逆行性アプローチにおけるRendezvous法の有用性について
 倉敷中央病院 田中　裕之

MO225 慢性完全閉塞に対する逆行性治療におけるsub-intimalステント留置の安全性と有効性
 -CARTレジストリーのサブ解析-
 豊橋ハートセンター 木村　祐之
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IVUS/OCT5 11:00〜12:00
 座長：奈良県立医科大学附属病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  上村　史朗
 Cardiovascular Research Foundation/Columbia University Medical Center, USA Akiko Maehara

MO226 iMAPによる冠動脈責任病変プラーク性状の解析
 神戸大学大学院医学研究科 上月　　周

MO227 ステント留置後における周波数ドメイン光干渉断層法（FD-OCT）とIVUSとの臨床的パラメー
ターの比較検討について

 神戸大学医学部 大末　剛史

MO228 急性冠症候群患者における積極的な血栓吸引療法後に生じるno reflow現象の特徴
 広島市立安佐市民病院 東　　昭史

MO229 脂溶性スタチンは水溶性スタチンに比しシロリムス溶出性ステント留置後の新生内膜形成を促
進させうる

 大阪労災病院 習田　　龍

MO230 パクリタキセル溶出バルーン拡張後再狭窄病変におけるOCT所見
 倉敷中央病院 細木　信吾

 　E会場　

CAS/Endovascular intervention6 11:00〜12:00
 座長：千葉西総合病院　　　　　　　　　 三角　和雄
 Riverside Methodist Hospital, USA Gary Ｍ. Ansel

MO231 大動脈腸骨動脈領域への血管内治療の中期成績
 仙台厚生病院 鈴木　健之

MO232 ステントグラフト内挿術による大動脈stiffnessの変化　～胸部大動脈と腹部大動脈の違い～
 東京都立広尾病院 渡邉　智彦

MO233 鼠径靭帯以下の病変に対するパクリタキセル溶出性バルーンの中期成績
 仙台厚生病院 槇田　俊生

MO234 末梢動脈疾患において下肢動脈の病変領域が心血管イベントに与える影響
 済生会横浜市東部病院 阪本　泰成

MO235 SYNTAX Scoreを用いた重症下肢虚血患者における冠動脈病変の検討
 横浜市立大学附属病院 重永豊一郎
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7月22日（金） 　F会場　

CAS/Endovascular intervention7 14:00〜15:00
 座長：関西労災病院　　　　　　　　　　　　　　　 飯田　　修
 Sanggye-Paik Hospital, Inje University, Korea Choong-Won Goh

MO236 人工透析症例における浅大腿動脈に対するステント留置の慢性期成績。
 済生会横浜市東部病院 平野　敬典

MO237 内腸骨動脈瘤に対するカバードステントを用いたインターベンション治療の検討
 新潟市民病院 佐藤　迪夫

MO238 浅大腿動脈完全閉塞病変に留置した自己拡張型ナイチノールステント再閉塞例の特徴
 菊名記念病院 福田　正浩

MO239 膝下動脈完全閉塞病変のガイドワイヤー通過における当院の治療戦略
 菊名記念病院 山内　靖隆

MO240 浅大腿動脈に留置された自己拡張型ナイチノールステントの中期成績
 済生会横浜市東部病院 阪本　泰成

 　G会場　

CAS/Endovascular intervention8 10:00〜11:00
 座長：大分循環器病院　　　　　　　　　　　　　　　 秋満　忠郁
 Park Hospital & Heart Center Leipzig, Germany Andrej Schmidt

MO241 腸骨動脈閉塞病変に対するSMARTステントを用いた血管内治療の長期成績
 遠軽厚生病院 鈴木　孝英

MO242 腎動脈ステント留置術における末梢塞栓予防の有効性
 東京女子医科大学病院 東谷　迪昭

MO243 心不全患者における腎動脈狭窄症の有病率
 仙台厚生病院 矢西　賢次

MO244 重症虚血肢に対する足関節以下の動脈形成術の有効性
 新東京病院 朴澤　耕治

MO245 頸動脈ステント留置術におけるproximal protectionの有用性
 総合病院取手協同病院 梅本　朋幸
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Follow up results 14:00〜15:00
 座長：甲府共立病院　　　 大畑　和義
 岐阜県立多治見病院 日比野　剛

MO246 大きいサイズの心房中隔欠損に対するカテーテル閉鎖術時のディバイスサイズ選択についての
検討

 岡山大学病院 木島　康文

MO247 当院における実臨床のSES・PES・ZESの3年間の6ヶ月毎の臨床成績比較
 済生会横浜市東部病院 高間　拓郎

MO248 急性心筋梗塞患者に対するアトルバスタチンとロスバスタチンの使用で冠動脈プラーク低減に
及ぼす影響に違いはあるか？

 岩手医科大学医学部 石川　　有

MO249 ST上昇性急性心筋梗塞に対する緊急経皮的冠動脈形成術におけるシロリムス溶出ステントの５
年後成績

 春日井市民病院 近藤　圭太

MO250 シロリムス溶出性ステントフラクチャー症例おける5年間の臨床成績
 トヨタ記念病院 林　　和孝

 　H会場　

Anti-platelet therapy2 9:00〜10:00
 座長：群馬県立心臓血管センター　　　　　　　　 大島　　茂
 Ochsner Heart and Vascular Institute, USA Mark A. Grise

MO251 穿刺部位と抗血小板薬への高反応性がPCI手技関連出血に与える影響
 横浜市立大学附属市民総合医療センター 塚原　健吾

MO252 非心臓手術術前の安定狭心症患者に血行再建は必要か。
 済生会福岡総合病院 長友　大輔

MO253 ベリファイナウを用いた急性冠症候群における血小板凝集能の評価
 小倉記念病院 野口　将彦

MO254 DES留置後症例におけるPPIの血小板機能と長期予後に与える影響の検討
 慶應義塾大学医学部 荒井　隆秀

MO255 経皮的冠動脈形成術を施行された冠動脈疾患患者におけるクロピドグレルの抗血小板効果につ
いて，CYP2C19遺伝子多型が与える影響

 小倉記念病院 當間裕一郎
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7月22日（金） 　H会場　

Anti-platelet therapy3 14:00〜15:00
 座長：仲田内科/益子病院　　　 大村　延博
 University of Rome, Italy Germano Di Sciascio

MO256 抗血小板薬併用療法患者におけるプロトンポンプ阻害薬とカルシウム拮抗薬の同時投与の血小
板機能に与える影響

 横浜市立大学附属市民総合医療センター 塚原　健吾

MO257 経皮的冠動脈インターベンション施行日本人患者におけるVerifyNowを用いたクロピドグレル
内服後の血小板反応性の検討

 小倉記念病院 廣正　　聖

MO258 高齢者のDES留置後における抗血小板薬2剤併用療法の指摘時期
 横浜栄共済病院 木村　祐也

MO259 冠動脈形成術後の抗血小板療法をうけた患者の出血リスクの検討
 埼玉医科大学国際医療センター 白崎　泰隆

MO260 待機的PCIを施行した日本人の冠動脈疾患患者におけるプラスグレルの迅速かつ強力な薬力学
効果

 小倉記念病院 横井　宏佳

 　K会場　

AMI 5 11:00〜12:00
 座長：大阪市立総合医療センター　　　　　　　 　 伊藤　　彰
 University Malaya Medical Centre, Malaysia Wan Azman Wan Ahmad

MO261 心筋梗塞に対してPCI施行直後のMDCTにおけるMVOの存在が予後に影響を与えるか。
 大垣市民病院 小笠原真雄

MO262 ST上昇型急性心筋梗塞症例におけるPCI手技前TIMIグレードと左室機能の関連性について
 帝京大学医学部附属病院 鈴木　伸明

MO263 ACS患者に対するDESの治療成績の比較;OCTを用いた検討
 名古屋ハートセンター 鈴木　頼快

MO264 有効な側副血行路を有する非ST上昇型急性心筋梗塞に対する当院におけるPCI戦略の検討
 総合太田病院 小松　宏貴
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7月22日（金） 　K会場　

AMI 6 14:00〜15:00
 座長：富山県立中央病院 臼田　和生
 誠佑記念病院　　 友渕　佳明

MO265 急性心筋梗塞に対するsirolimus-eluting stent留置症例の長期予後
 市立四日市病院 早野　真司

MO266 ACSに対する緊急PCIにおけるステント追加拡張の有用性
 東邦大学医療センター大森病院 戸田　幹人

MO267 地方の救急救命センターに搬送された急性心筋梗塞患者の主要心血管イベント発症の規定因子
の検討

 兵庫県立姫路循環器病センター 高谷　具史

MO268 ST上昇型心筋梗塞における早期再灌流術後の冠微小血管抵抗指数とChronic Kidney Diseaseの
関連性

 大阪府済生会千里病院 黒住　祐磨

MO269 ST上昇型心筋梗塞においてステント閉塞型の再狭窄のみが機能的・臨床的予後と相関する
 兵庫県立姫路循環器病センター 柴田　浩遵

 　K会場　

AMI 7 16:00〜17:00
 座長：市立柏原病院　　　　 　 土師 　一夫
 University of Rome, Italy Germano Di Sciascio

MO270 急性冠症候群に対するエンデバーステント留置の有用性：多施設研究 (TOKK study group)
 康生会武田病院 木下　法之

MO271 日本人の急性心筋梗塞患者における睡眠時無呼吸症候群の合併率と問診票の有効性
 名古屋第二赤十字病院循環器センター 安藤萌名美

MO272 ACSにおける長期予後-性差と年齢の観点から-
 東邦大学医療センター大森病院 戸田　幹人

MO273 生存退院した急性心筋梗塞症例における再梗塞の影響について
 大阪大学大学院 中谷　大作

MO274 いわき地区における循環器系地域医療パスの導入とその後の経過
 いわき市立総合磐城共立病院 多田　智洋
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7月22日（金） 　L会場　

Coronary angioscopy/ Flow wire/Pressure wire2 14:00〜15:00
 座長：日本医科大学　　　　　　　　　　   　 高野　仁司
 Korea University Guro Hospital, Korea Seung-Woon Rha

MO275 IVUS、血管内視鏡によるXience/Promusステント内膜の性状についての検討
 -Cypher,Taxusとの比較-
 日本大学医学部 高山　忠輝

MO276 冠動脈の不安定性とn-3/n-6不飽和脂肪酸比の関連：血管内視鏡を用いた検討
 大阪警察病院 樫山　智一

MO277 ゾタロリムス溶出性ステント留置4カ月後の血管内視鏡による血管治癒の検討
 関西労災病院 石原　隆行

MO278 FFRとSPECT結果が異なる症例の臨床的特徴についての検討
 大阪大学大学院 橘　　公一

MO279 ステント再狭窄病変における新生内膜の性状について冠動脈内視鏡を用いた検討
 東京医科歯科大学医学部附属病院 木村　茂樹

 　L会場　

CABG/CABG vs. PCI/Structual1 16:00〜17:00
 座長：大崎病院　東京ハートセンター 細川　丈志
 InfraReDx, Inc., USA　 　　　 James Muller

MO280 複雑3枝病変を有する患者に対する治療の長期予後（PCI vs.CABG）
 豊橋ハートセンター 田中　延宜

MO281 INOUE Balloonによる重症大動脈弁狭窄症(AS)に対する経中隔的大動脈弁形成術(PTAV)の成績
 池上総合病院 葉山　泰史

MO282 閉塞性肥大型心筋症連続45例に対する経皮的アルコール中隔心筋焼灼術（PTSMA）の急性期
および1年フォローアップの成績

 榊原記念病院 高見澤　格

MO283 バイパスグラフトが開通しているにも関わらず，狭心症を繰り返した1症例
 近畿大学医学部附属病院 池田　智之

MO284 ハイリスク大動脈弁狭窄症例におけるバルーン大動脈弁拡張術の新しい役割：二期的な治療の
長期予後分析

 川崎市立川崎病院 古田　　晃
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7月22日（金） 　L会場　

CABG/CABG vs. PCI/Structual2 17:00～18:00
 座長：筑波大学　　　　　　　　　　　　　　　 　 渡辺　重行
 Chief Medical Officer, Abbott Vascular, USA Charles A. Simonton

MO285 現代の経皮的僧坊弁交連裂開術におけるCTスキャンによる術前評価の役割
 慶應義塾大学医学部 河村　朗夫

MO286 外科的大動脈弁置換術の前にバルーン大動脈弁形成術を施行した場合のBridgeとしての有効性
と手術成功率の解析

 川崎市立川崎病院 古田　　晃

MO287 三枝疾患に対する完全血行再建における経皮的冠動脈インターベンションと冠動脈バイパス術
の比較

 東京大学医学部 東邦　康智

MO288 当院における保護されない左主幹部病変に対するPCIおよびCABGの治療成績
 昭和大学横浜市北部病院 荒木　　浩

MO289 高齢日本人における重症大動脈弁狭窄症の予後解析
 小倉記念病院 三浦　史郎

 　M会場　

Complications 9:00～10:00
 座長：石川県立中央病院　　　　　　　　　　　   　  金谷　法忍
 Medizinisches Versorgungszentrum, Germany Detlef G. Mathey

MO290 CAGとPCIは造影剤腎症の低リスク患者に対しても腎臓に不可逆的なダメージを与える。
 千葉県循環器病センター 田永　幸正

MO291 7Fr-TFIに対し6Fr Angio-Seal Evolution使用による止血効果の検討
 洛和会丸太町病院 富士栄博昭

MO292 RCA CTOに対してRetrograde approachのPCIでseptal channelが穿孔し、コイル留置にて止
血できた一症例

 桜橋渡辺病院心臓・血管センター 森澤　大祐

MO293 PCI中の合併症発生とsyntax scoreの関連について
 済生会熊本病院心臓血管センター 田口　英詞

MO294 医原性鎖骨下動脈仮性動脈瘤に対するトロンビン注入療法
 総合病院庄原赤十字病院 杉野　　浩
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7月22日（金） 　M会場　

Coronary angioscopy/ Flow wire/Pressure wire3 17:00〜18:00
 座長：京都第二赤十字病院　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 藤田　　博
 University of Technology and Catharina Hospital, The Netherlands  Nico H.J. Pijls

MO295 FFRとIB-IVUSで観察される病変性状の関連
 新東京病院 丹野　　巡

MO296 PES留置後に認めた造影上の中等度再狭窄症例におけるFFR計測の有用性
 東京医科大学病院 山下　　淳

MO297 シロリムス溶出性ステント留置患者におけるLate acquired stent malappositonの血管内視鏡
による連続観察

 久留米大学医学部 仲吉　孝晴

MO298 冠血流予備量比と他のモダリティーとの相関についての検討
 済生会福岡総合病院 武居　　講

MO299 急性前壁心筋梗塞に対するprimary PCI後のIMRは梗塞サイズを予測できる。
 大阪府済生会千里病院 外村　大輔

 　N会場　

Prognosis after intervention therapy1 9:00〜10:00
 座長：虎の門病院　　　　　　　　　　 石綿　清雄
 国立病院機構北海道医療センター 竹中　　孝

MO300 冠動脈疾患患者における多発性血管病と心血管イベントとの関係
 三井記念病院 谷脇　正哲

MO301 下肢閉塞性動脈硬化症患者における冠動脈重症度の全死亡・主要心事故・脳梗塞・下肢切断に
与える影響の検討

 関西労災病院 石原　隆行

MO302 冠動脈肺動脈瘻の心臓CTによる分類と分類別の治療法の選択
 長野中央病院 山本　博昭

MO303 完全血行再建術をめざしたPCIの予後　ーHigh SYNTAX scoreは本当に予後不良かー
 洛和会丸太町病院 浜中　一郎
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Prognosis after intervention therapy2 14:00〜15:00
 座長：兵庫県立姫路循環器病センター 林　　孝俊
 国立病院機構九州医療センター 冷牟田浩司

MO304 PCI6ヵ月後のhs-CRPは予後予測に有用である
 東京大学 岩田　　洋

MO305 DESによるPCIを施行した重症冠動脈疾患患者の予後予測におけるClinical SYNTAXスコアの有
用性

 済生会熊本病院 中尾　　優

MO306 臨床的パラメータを加味することでSyntax ScoreはPCI後の予後指標としてより優れたものに
なる

 日本医科大学付属病院 中村　俊一

MO307 ステント内再狭窄病変に対して再血行再建術を要した症例における5年予後の検討
 京都府立医科大学 谷口　琢也

MO308 Percutaneous Coronary Intervention for Cardiac Transplant Vasculopathy in Chinese 
Patients

 Chen-Hsin General Hospital, Taiwan Chin-kun Tseng

 　N会場　

Distal protection devices 17:00〜18:00
 座長：洛和会京都血管内治療センター・洛和会丸太町病院 浜中　一郎
 InfraReDx, Inc., USA　　　　　　　　　　　　 　 James Muller

MO309 右冠動脈近位部病変による急性心筋梗塞におけるフィルター保護の効果
 福井県立病院 馬渕　智仁

MO310 前拡張を施行せず留置したParachuteによる末梢保護の有用性の検討
 戸田中央総合病院 小堀　裕一

MO311 PCIにおいてパラシュートおよびフィルトラップ使用後の急性期成績における比較検討
 済生会富山病院 茶谷　健一

MO312 急性心筋梗塞症例の冠動脈インターベンションの際に吸引カテーテルとフィルトラップで得ら
れた部室の組織学的比較

 東住吉森本病院 石井　　英

MO313 ST上昇型急性心筋梗塞に対するプライマリーPCIにおけるフィルターワイヤーによる末梢保護
の効果

 相模原協同病院 河村　洋太
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PCI and DM/CKD/HD3 9:00〜10:00
 座長：関西労災病院　 粟田　政樹
 回生会宝塚病院 馬殿　正人

MO314 2枝病変に対して同時に造影剤を使用せずにPCIを完遂した一例
 済生会福岡総合病院 大坂　薫平

MO315 薬剤溶出性ステントを用いて冠動脈形成術を行った他枝病変を有する透析患者の予後
 湘南鎌倉総合病院 宍戸　晃基

MO316 透析患者における第一世代DESとEESの比較検討
 名古屋共立病院 鴨井　大典

MO317 透析患者に対するエベロリムス溶出性ステント（EES）とパクリタキセル溶出性ステント
（PES）の６ヶ月成績の比較

 小倉記念病院 渡部　宏俊

MO318 慢性腎臓病患者に対する薬剤溶出生ステント(DES)を用いたPCIにおける臨床成績の検討: DES
の種類による比較

 済生会横浜市東部病院 滝村　英幸

 　O会場　

Electrophysiology 10:00〜11:00
 座長：富山県立中央病院　　　　　　 臼田　和生
 名古屋市立大学医学部附属病院 大手　信之

MO319 救命処置後にPCIを受けた院外心肺停止患者に対する低体温療法の効果
 国立病院機構災害医療センター 佐藤　康弘

MO320 初回CRT-D埋め込み後の冠静脈にVH-IVUSで線維性狭窄を認め、リード再留置時にステント挿
入を必要とした1例

 筑波大学大学院 成瀬　代士久

MO321 急性冠症候群による院外心停止患者の救命治療におけるドクターヘリコプターの効果：福島県
の経験

 福島県立医科大学医学部 中村　裕一

MO322 心肺停止患者における冠動脈攣縮の重要性
 京都第一赤十字病院 松井　朗裕

MO323 持続性単形性心室頻拍が原因と判明した、冠動脈バイパス術後の外傷を伴う意識消失発作を繰
り返した１症例

 東京都保健医療公社大久保病院 岡崎　英隆



144

メ
デ
ィ
カ
ル
一
般

口
演
　
7
月
22
日
（
金
）
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PCI and DM/CKD/HD4 11:00〜12:00
 座長：兵庫県立医科大学　　　　　　　　 　  舛谷　元丸
 Korea University Guro Hospital, Korea Seung-Woon Rha

MO324 透析患者における第一世代薬剤溶出性ステントの効果
 仙台厚生病院心臓血管センター 増田新一郎

MO325 糖尿病及び非糖尿病患者におけるシロリムス溶出ステント留置５年後の臨床成績
 岡山赤十字病院 佐藤　哲也

MO326 維持透析患者における薬剤溶出ステントの再血行再建予測因子について
 春日井市民病院 寺沢　彰浩

MO327 非透析CKD患者における三枝病変のCABGとDESを用いたPCIの長期予後の比較
 豊橋ハートセンター 伊藤　立也

MO328 高感度ＣＲＰは薬剤溶出性ステント留置後の慢性腎臓病合併糖尿病患者における再血行再建術
の予測因子となりうるか。

 順天堂大学 荻田　　学

 　O会場　

LMT1 14:00〜15:00
 座長：北海道社会保険病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  五十嵐康己
 The Catholic University of Korea, Seoul/St. Mary's Hospital, Korea Ki Bae Seung

MO329 左冠動脈主幹部病変に対する待機的薬剤溶出性ステント留置後の長期成績
 湘南鎌倉総合病院 松実　純也

MO330 左冠動脈主幹部病変に対する1-stent優先戦略の予後
 新行橋病院 村里　嘉信

MO331 非保護主幹部分岐部への待期的cypherステント留置後の臨床成績
 京都桂病院 小林　智子

MO332 非保護左主幹部病変における薬剤溶出ステント留置術と冠動脈バイパス術の中期成績の比較
 心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 須藤　晃正

MO333 左冠動脈主幹部病変におけるゾタロリムスステントのベアメタルステントに対する優位性
 高瀬クリニック 杉山　淳一
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LMT2 16:00〜17:00
 座長：東住吉森本病院 瓦林　孝彦
 北光記念病院　 野崎　洋一

MO334 非保護左主幹部病変に対する橈骨動脈アプローチによる経皮的冠動脈形成術の中期成績
 鎌ヶ谷総合病院 稲葉　芳絵

MO335 左主幹部病変に対して施行したSingle Stent治療の再狭窄に対する治療
 水戸済生会総合病院 大平　晃司

MO336 非保護左主幹部分岐部病変に対するFlower Petal Stentingは、3年後も、良好な成績を維持する
 りんくう総合医療センター 武田　吉弘

MO337 左主幹部病変に対するステント留置術後の急性期、中期、及び慢性期成績
 第二岡本総合病院 田辺　正喜

MO338 ステント種別左主幹部遠位部分岐部への2-stent後の左回旋枝入口部の再造影結果比較
 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 中田耕太郎

 　O会場　

LMT3 17:00〜18:00
 座長：医療法人社団　さくら会　高橋病院   　 髙橋玲比古
 Korea University Guro Hospital, Korea Seung-Woon Rha

MO339 左主幹部への適切なステント留置とその安全性
 名古屋ハートセンター 松田　　理

MO340 左冠動脈主幹部分岐部病変のSES留置におけるone-stent strategyの優位性
 兵庫県立姫路循環器病センター 鳥羽　敬義

MO341 左冠動脈主幹部病変に対するエベロリムス溶出ステントとパクリタキセル溶出ステントの比較
 小倉記念病院 野村　章洋

MO342 シロリムス溶出性ステントを用いてT-ステントを行った非保護左主幹部新規分岐部病変の一年
間の臨床経過及び慢性期造影所見

 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 久保田健之

MO343 非保護左主幹部病変に対するシロリムス溶出性ステント留置後5年の臨床成績
 倉敷中央病院 福　　康志
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7月23日（土） 　B会場　

DES10 13:00〜14:00
 座長：帝京大学医学部 上妻　　謙
 福山循環器病院 治田　精一

MO344 糖尿病におけるエベロリムス溶出性ステント留置後の臨床成績
 小倉記念病院 榎本操一郎

MO345 小血管病変におけるエベロリムス溶出性ステントとパクリタキセル溶出性ステントの比較
 小倉記念病院 福永　真人

MO346 エベロリムス溶出性ステント留置後８ヶ月時点の血管内視鏡所見
 関西労災病院 粟田　政樹

MO347 薬剤溶出ステントの長期予後比較 若年者と高齢者の予後比較
 順天堂大学医学部 坪井　秀太

MO348 スタチン治療は薬剤溶出性ステント留置後の再狭窄をへらす
 京都大学医学部附属病院 加藤　義紘

 　B会場　

DES11 14:00〜15:00
 座長：済生会横浜市東部病院　 　 村松　俊哉
 University of Virginia, USA Scott Lim

MO349 透析患者に対するSES留置後4年の臨床成績
 倉敷中央病院 福　　康志

MO350 各種DESにおけるStent　Fractureの特徴
 豊橋ハートセンター 木下　順久

MO351 急性冠症候群患者における薬剤溶出性ステント留置後の１年成績
 東京大学医学部 清末　有宏

MO352 急性冠症候群におけるPROMUSの成績
 小牧市民病院 舟曵　純哉

MO353 静岡市民病院におけるゾタロリムス漏出性ステント使用開始後の再狭窄率の評価
 静岡市立静岡病院 高橋　宏輔
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DES12 16:00〜17:00
 座長：国立循環器病研究センター 小谷　順一
 静岡県立総合病院　　　　 土井　　修

MO354 ステント／内腔の面積比が薬剤溶出性ステント留置後のエッジ狭窄予測因子である可能性の検
討

 小牧市民病院 加納　直明

MO355 シロリムス溶出性ステントを用いた急性冠症候群に対する冠動脈ステント留置術の長期成績
 倉敷中央病院 多田　　毅

MO356 バイパス術後の労作性狭心症患者のPCIにKIWAMIカテーテルが有用であった1症例
 諫早総合病院 深江　貴芸

MO357 ステント再狭窄に対する再血行再建術の頻度と時期　～シロリムス溶出性ステントとパクリタ
クセル溶出性ステントの比較～

 群馬県立心臓血管センター 河口　　廉

MO358 急性心筋梗塞治療におけるエンデバーステントの有効性
 NTT東日本関東病院 山崎　正雄

 　C会場　

IVUS/OCT6 13:00〜14:00
 座長：心臓血管研究所付属病院 及川　裕二
 豊橋ハートセンター　　 那須　賢哉

MO359 OCTにより観察した薬剤溶出ステント留置後のedge dissectionの自然経過とステント間
(CypherとEndeavor)の治癒過程の差異

 大阪医科大学 武田　義弘

MO360 薬剤溶出性ステント留置後ステント周囲プラークの変化 
 -zotarolimus-eluting stentとpaclitaxel-eluting stentの比較-
 産業医科大学 村岡　秀崇

MO361 右冠動脈入口部へ留置されたDESのIVUS解析
 済生会横浜市東部病院 阪本　泰成

MO362 drug-eluting stent　再狭窄病変における早期と晩期のパターンの相違
 小倉記念病院 道明　武範

MO363 ベアメタルステントの超遅発性血栓症における血管内超音波所見
 ―IB-IVUSおよび病理組織学的な評価―
 横浜総合病院 大塚　雅人
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7月23日（土） 　D会場　

IVUS/OCT7 11:00〜12:00
 座長：石川県立中央病院 金谷　法忍
 桜橋渡辺病院　　 藤井　謙司

MO364 シロリムス溶出性ステント留置後の遅発性再狭窄と早期再狭窄の新生内膜の違い：OCTによる
検討

 和歌山県立医科大学 猪野　　靖

MO365 ゾタロリムス溶出性ステント留置後のステント周囲プラークの変化 
 -ベアメタルステントとの比較-
 産業医科大学 村岡　秀崇

MO366 オーバーラップし留置したステントの再狭窄部位のIVUS解析
 済生会横浜市東部病院 阪本　泰成

MO367 OCTによるBMSとDESの間での遠隔期ステント内狭窄の検討
 名古屋第二赤十字病院 奥山龍之介

MO368 ステント再狭窄例におけるＯＣＴ所見のＤＥＳとＢＭＳでの比較
 ーストラット周囲の低輝度領域と新生血管を中心にー
 名古屋市立東部医療センター東市民病院 猪又　雅彦

 　D会場　

IVUS/OCT8 14:00〜15:00
 座長：近畿大学医学部奈良病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  城谷　　学
 Yonsei Cardiovascular Hospital/Yonsei University College of Medicine, Korea Myeong-Ki Hong

MO369 IVUSで評価した左主幹部動脈硬化病変の長期予後に対する影響の検討
 河北総合病院 樋口　誉則

MO370 CTOのmicro channelをOCTにて明瞭に観察できた2症例
 さいたま赤十字病院 浅野　充寿

MO371 iMap<SUP>TM</SUP>解析によるSlow flow症例のプラーク性状検討
 神戸大学大学院医学研究科 中川　雅之

MO372 ステント留置後、slow flow およびCPK上昇をきたした症例のIVUSおよびOCT所見
 星総合病院 後藤　洋平

MO373 冠動脈分岐部のNecrotic Coreの分布：  A VH-IVUS Study
 東邦大学医療センター大森病院 天野　英夫
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7月23日（土） 　E会場　

CAS/Endovascular intervention9 11:00〜12:00
 座長：熊本中央病院　　　　　　  　  大嶋　秀一
 UC Davis Medical Center, USA John R. Laird

MO374 TASCIID大腿動脈病変に対する血管内治療の中期成績
 新東京病院 朴澤　耕治

MO375 膝下動脈領域における金属ステントの有用性
 関西労災病院 南都　清範

MO376 第２世代の自己拡張ステント（スマートコントロール）の浅大腿動脈完全閉塞病変における長
期的な効果

 洛和会丸太町病院 井田　　円

MO377 高齢（85歳以上）の重症虚血肢に対する血管内治療
 関西労災病院 岡本　　慎

MO378 当院における透析シャント閉塞に対するPPIのコツ
 いわき市立総合磐城共立病院 山本　義人
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7月21日（木） 　D会場　

IVUS/OCT1 17:00〜18:00
 座長：福岡市医師会成人病センター 勝田　洋輔
 埼玉社会保険病院　　　　　 久保　典史

CR001 責任病変とは異なる部位に認めた急性冠症候群のruptured plaque：
 追加ステントは必要だったか？
 福島県立医科大学 坂本　信雄

CR002 同時期に留置されたゾタロリムス、パクリタクセル溶出性ステントが慢性期ステント内再狭窄
をきたし、各々をOCTで観察できた一例

 石心会狭山病院 荒巻　和彦

CR003 ゾタロリムス溶出性ステント留置後に拡大するステント不完全圧着を光干渉断層法及び血管内
超音波にて認めた一例

 北里大学医学部 西成　真琴

CR004 短期間で急速に進行したACSの責任病変をOCTで観察し得た一例
 心臓血管研究所付属病院 松野　俊介

CR005 OCTのocclusion balloonにより冠動脈狭窄の進行を来したと考えられた2症例
 長崎大学病院 佐藤　大輔

 　F会場　

CAS/Endovascular intervention1 9:00〜10:00
 座長：小牧市民病院　　　　　　 　 川口　克廣
 Mid-Florida Cardiology, USA Barry S.Weinstock

CR006 複雑病変を含む重症上肢虚血に対して血行再建を施行した一例
 東邦大学医療センター大橋病院 板谷　英毅

CR007 透析症例の左腕頭静脈病変に対するPTAでのステント選択：selfとballoon-expandable stentの
使い分け

 心臓血管センター金沢循環器病院 堀田　祐紀

CR008 SFA慢性完全閉塞に対して遠位部浅大腿動脈穿刺からの逆行性アプローチにより血管内治療を
施行し得た一例

 札幌東徳洲会病院 山崎　和正

CR009 バルーン拡張型カバードステントで複雑な腎動脈瘤の治療に成功した一例
 仙台厚生病院 武蔵　美保

CR010 肝不全を合併したB型急性大動脈解離に対してIVUSガイド下で腹腔動脈ステント留置術を施行
した一例

 日本医科大学千葉北総病院 小林　宣明

メディカル一般演題（Case Report）



151

メ
デ
ィ
カ
ル
一
般

C
ase R

eport

　
7
月
21
日
（
木
）

7月21日（木） 　G会場　

CAS/Endovascular intervention2 14:00〜15:00
 座長：太田総合病院附属太田西ノ内病院　 小松　宣夫
 Riverside Methodist Hospital, USA Gary M. Ansel

CR011 PTRAを併用することで腎動脈保護と正確なステントグラフト留置が可能であったEVARの一例
 水戸済生会総合病院 千葉　義郎

CR012 ヨガでの長時間の胡坐が原因と考えられた膝窩動脈血栓症の一例
 康生会武田病院 山田　健志

CR013 9年前に留置したPALMAZステントでjailされた右腸骨動脈慢性完全閉塞病変に対しPPIを施行し
た一例

 網走厚生病院 明上　卓也

CR014 腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術後に急性下肢虚血を来たした症例
 福岡赤十字病院 末松　延裕

CR015 EVTにより救肢しえた壊死性筋膜炎を呈した重症虚血肢患者の一例
 大阪厚生年金病院 山平　浩世

 　J会場　

Restenosis 13:00〜14:00
 座長：富山赤十字病院　　　 新田　　裕
 国立病院機構愛媛病院 舩田　淳一

CR016 Sirolimus eluting stentのlate catch up症例で画像的、組織学的に検討を行えた症例
 桜橋渡辺病院心臓・血管センター 永井　宏幸

CR017 Stent FractureによるSESの再狭窄に対してBMSを用いて治療し再狭窄なく経過した1例
 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 石橋　祐記

CR018 ステント内再狭窄に対し留置したゾタロリムス溶出性ステントの新生内膜被覆についてＯＣＴ
とＣＡＳにて観察した一例

 東京医科歯科大学 中村　玲奈
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Other complex lesion (bifurcation, calcified lesion...) 14:00〜15:00
 座長：マツダ（株）マツダ病院 住居晃太郎
 京都桂病院　　　　　　 中村　　茂

CR019 LMTでのステント脱落にlow-profile balloon catheterでbail outに成功した一症例
 札幌東徳洲会病院 山崎　誠治

CR020 LMT閉塞急性心筋梗塞に対する6Frカテーテルを使用した橈骨動脈アプローチからのmini-crush 
stenting (balloon crush)

 札幌東徳洲会病院 士反　英昌

CR021 ステント留置術後の慢性期冠動脈瘤に対してステントグラフトによる治療を行った一例
 横浜市立大学医学部 高村　　武

CR022 2つの2ワイヤーテクニックを用いた高度屈曲回旋枝病変治療
 熊本大学 田山　信至

CR023 腹部大動脈瘤および弓部人工血管内を通りＰＣＩを施行した一例
 大阪医科大学 山内　洋平

 　K会場　

AMI1 16:00〜17:00
 座長：戸田中央総合病院 内山　隆史
 札幌医科大学　　 長谷　　守

CR024 完全房室ブロックを合併した広範囲前壁心筋梗塞に責任病変以外のPCIを行い救命し得た1例
 大阪府済生会泉尾病院 塚田　　敏

CR025 特発性らせん状右冠動脈解離に対してIVUSガイド下PCIを行った１例
 済生会熊本病院 鈴山　寛人

CR026 幼少時より冠動脈造影を長期間追跡し得た川崎病冠動脈瘤患者に生じた急性心筋梗塞の一例
 天理よろづ相談所病院 西賀　雅隆

CR027 小血管の急性心筋梗塞に対する治療戦略はどうあるべきか?
 鳥取大学医学部附属病院 古瀬　祥之

CR028 CABG後、GEA graftの狭窄による狭心症に対しDES stentを留置した1例
 亀田総合病院 岩塚　良太
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7月21日（木） 　L会場　

Coronary angioscopy/ Flow wire/Pressure wire 17:00〜18:00
 座長：小牧市民病院　　　　　  近藤　泰三
 Stanford University, USA Fumiaki Ikeno

CR029 血管内視鏡を用いて観察し得たパクリタキセル溶出性ステントのedgeに認められた不完全新生
内膜及び大量の黄色プラーク・赤色血栓

 筑波大学大学院人間総合科学研究科 掛札　雄基

CR030 各種モダリティを用いた再狭窄9症例の検討
 愛媛県立今治病院 大下　　晃

CR031 冠動脈内視鏡およびOCTによるカバードステントに生じた内膜被覆遅延の一症例
 日本医科大学千葉北総病院 稲見　　徹

CR032 軽度冠動脈狭窄病変においてFFR測定により生理学的虚血が明らかとなった1例
 愛知医科大学 栗田　章由
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7月22日（金） 　D会場　

IVUS/OCT2 14:00〜15:00
 座長：時計台記念病院 浦澤　一史
 東京医科大学　 田中　信大

CR033 原因不明の両側冠動脈起始部狭窄により不安定狭心症を呈した15歳少女
 久留米大学医学部 光武　良亮

CR034 超遅発性ステント血栓症を発症したPeri-stent conrast stainingをOCTにより観察した一例
 愛媛県立中央病院 清家　史靖

CR035 Paclitaxel溶出ステントの低輝度新生内膜組織はバルーン拡張により著減する：OCTで観察した
2症例

 長崎大学病院 中田　智夫

CR036 光干渉断層法で右冠動脈に蓮根様の構造物を認めた陳旧性心筋梗塞の1例
 奈良県立医科大学 土手　揚子

 　F会場　

CAS/Endovascular intervention3 11:00〜12:00
 座長：大阪労災病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  西野　雅巳
 Severance Cardiovascular Hospital/Yonsei University College of Medicine, Korea Donghoon Choi

CR037 ルーリッシュ症候群の患者のCLIに対して、末梢インターベンションにて治療した症例
 医仁会武田総合病院 武田　真一

CR038 腹部・腸骨動脈瘤グラフト術直後での下肢末梢塞栓症に対しカテーテル治療を行い下肢救済に
成功した1例

 荻窪病院 吉田健太郎

CR039 単腎性腎動脈狭窄に対する腎動脈ステント留置術にて難治性うっ血性心不全の治療に成功した
一例

 永井病院 熊谷　直人

CR040 腹部外傷により腎動脈解離を起こした症例への血管内治療の経験
 岸和田徳洲会病院 藤原　昌彦

CR041 冠動脈2枝・左鎖骨下動脈・両総腸骨動脈領域に高度狭窄を伴うアプローチ困難な患者に対して
血管内治療を施行した1例

 新東京病院 川本　浩禎
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7月22日（金） 　G会場　

CAS/Endovascular intervention4 9:00〜10:00
 座長：岸和田徳洲会病院　　　　　 　 横井　良明
 UC Davis Medical Center, USA John R. Laird

CR042 治療不能と思われた大動脈解離の1例
 心臓病センター榊原病院 山本　桂三

CR043 小径の大動脈を有する嚢状瘤に対してステントグラフト内挿術を施行した一例
 関西労災病院 土肥　智晴

CR044 腸骨静脈圧迫症候群による深部静脈血栓症にステント留置、および血栓吸引療法が有効であっ
た一例

 熊本中央病院 花谷　信介

CR045 SFAステント後で慢性期の血栓豊富な再閉塞病変に対してカテーテルでの血栓破砕および吸引
療法が有効であった1

 熊本中央病院 上村　智明

 　G会場　

Follow up results 11:00〜12:00
 座長：葉山ハートセンター 雨宮　　浩
 安城更生病院　　　 度会　正人

CR046 膝下病変の血流障害は、浅大腿動脈PTA術後の再狭窄率に影響するか？
 心臓血管センター金沢循環器病院 高木　俊光

CR047 9ヶ月間の脂質降下療法前後にOCTによるTCFAの観察をしえた一例
 神戸大学大学院医学研究科 西尾　　亮

CR048 奇異性塞栓症に対するAMPLATZER閉鎖栓を用いた経皮的心房中隔欠損閉鎖術の一例
 東邦大学医療センター大橋病院 原　　英彦

 　K会場　

AMI2 17:00〜18:00
 座長：名古屋掖済会病院　　　 佐野　宏明
 杏林大学医学部附属病院 吉野　秀朗

CR049 自然発症型冠動脈解離による急性心筋梗塞を発症した閉経前女性および冠攣縮との関連
 熊本大学医学部附属病院 辻田　賢一

CR050 急性冠症候群による院外心肺停止蘇生後の責任血管の同定に苦慮した一例
 聖路加国際病院 渡邉　琢也

CR051 冠攣縮と冠動脈解離の関係について--２症例についての検討--
 大阪赤十字病院 徳永　元子

CR052 若年発症ＡＭＩ患者のＰＣＩでの治療戦略（血栓吸引、POBAのみの症例）
 取手協同病院 岩井　利之
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7月22日（金） 　M会場　

Complications1 14:00〜15:00
 座長：札幌心臓血管クリニック 藤田　　勉
 Cleveland Clinic, USA　 E. Murat Tuzcu

CR053 左バルサルバ洞起始の右冠動脈へのPCIに際しバルサルバ洞解離をきたした1例
 北見赤十字病院 斉藤　高彦

CR054 Rotablator後の合併症として解離およびhematomaを認めた一例
 長崎光晴会病院 片山　敏郎

CR056 右冠動脈起始部に留置されるも慢性期造影の際に離断、浮遊したステントの回収に成功した1例
 荻窪病院 石井　康宏

CR057 PCI施行中にステントが脱落し、最終的には回収できなかった一例
 仙台厚生病院 伊澤　　毅

 　M会場　

Complications2 16:00〜17:00
 座長：福岡徳洲会病院　　　　　　　　　　　　     下村　英紀
 University Malaya Medical Centre, Malaysia Wan Azman Wan Ahmad

CR058 ステント留置時の重篤なcoronary ruptureに対して5Frの子カテを使いカバードステントを留置
できた一例

 君津中央病院 藤本　善英

CR059 タキサスステントが原因と疑われた薬剤性脱毛症の１例
 市立福知山市民病院 西尾　　学

CR060 冠動脈に遺残したガイドワイヤーにより遅発性に冠動脈穿孔を生じた1例
 奈良県立医科大学 添田　恒有

CR061 ＰＣＩ中のヘパリン起因性血栓症に対するモンテプラーゼによるパルス注入血栓溶解療法の有
用性

 高岡市民病院 原城　達夫

CR062 左主幹部病変を伴う急性冠症候群に対する緊急PCI中に急性冠閉塞と冠動脈穿孔を合併しPCPS
補助を必要とした一例．

 明石医療センター 松浦　岳司
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7月23日（土） 　B会場　

Stent thrombosis 17:00〜18:00
 座長：筑波メディカルセンター病院　　　　　　　　　　　　 　　　 野口　祐一
 Chonbuk National University Medical School/Hospital, Korea Jei Keon Chae

CR063 XI因子欠損症患者に対する、冠動脈ステント留置術
 富山赤十字病院　 賀来　文治

CR064 アレルギーおよび炎症反応の関与が考えられた、パクリタキセル溶出性ステントの超遅発性ス
テント血栓症の一例

 岩手医科大学医学部 房崎　哲也

CR065 LCX近位部に留置したPESの非内膜被覆ストラットからLMT内に突出した巨大血栓を、OCTで
確認し得たの1例

 新東京病院 三友　　悟

CR066 OCTでの冠動脈瘤形成の確認：SES両端に形成した超遅発性stent血栓症
 大隅鹿屋病院 古賀　敬史

CR067 シロリムス溶出性ステント留置後超遅発性ステント血栓症患者における遅発性ステント圧着不
良と血管炎症との関連

 産業医科大学医学部 樫山　国宣

 　D会場　

IVUS/OCT3 13:00〜14:00
 座長：京都桂病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  小林　智子
 Cardiovascular Research Foundation/Columbia University Medical Center, USA Akiko Maehara

CR068 冠動脈内膜下血腫による急性心筋梗塞の一例
 新潟市民病院 池上龍太郎

CR069 線維筋性異形成との鑑別に苦慮した動脈硬化性腎動脈狭窄の1例
 愛媛大学医学部附属病院 東　　晴彦

CR070 特発性冠動脈解離エントリー部同定にfrequency domain OCTが有用であった一例
 神戸大学大学院医学研究科 中川　雅之

CR071 ステント留置後、移動したしたカリーナをOCTで観察しえた分岐部病変の1例
 星総合病院 後藤　洋平
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7月23日（土） 　F会場　

CAS/Endovascular intervention5 11:00〜12:00
 座長：菊名記念病院　　　　   　 宮本　　明
 Bryn Mawr Hospital, USA Antonis Pratsos

CR072 人工血管FPバイパスへのステンティング
 聖路加国際病院 浅野　　拓

CR073 上腸管膜動脈へのEVTを施行した急性腸管虚血及び慢性腸管虚血の2症例
 東京女子医科大学病院 東谷　迪昭

CR074 IVUS、OCT、血管内視鏡、DCAを施行し得たエベロリムス溶出ステント再狭窄の二例
 心臓血管研究所付属病院 小山　雄広

CR075 CTおよびIVUSガイドにて血行再建に成功したSMA完全閉塞の一例
 京都大学大学院医学研究科 田崎　淳一

 　G会場　

CTO 11:00〜12:00
 座長：洛和会丸太町病院　 上田　欽造
 豊橋ハートセンター 土金　悦夫

CR076 ＧＥＡ－ＲＣＡグラフト経由のレトログレードアプローチで治療したＬＡＤ慢性完全閉塞の一例
 宮城県立循環器呼吸器病センター 三引　義明

CR077 Separate right ventricular branch からの選択的対側造影が有用であった右冠動脈の慢性完全閉
塞病変への PCI の一例

 国立循環器病研究センター病院 陣内　俊和

CR078 順行性のナックルワイヤーにて成功したCTO PCI症例
 北摂総合病院 永松　　航

CR079 右冠動脈の慢性完全閉塞病変の治療に成功した一例
 ～Stent reverse CART テクニックを用いて～
 東邦大学医療センター大橋病院 中西　真規

CR080 Conus Arteryからの対側造影を用いてRCAのCTOを治療した1例
 慶應義塾大学医学部 荒井　隆秀
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7月23日（土） 　H会場　

Complications3 13:00〜14:00
 座長：東宝塚さとう病院　　　　　　　　　　　　　　 　  東野　順彦
 Cardiovascular Institute and Fu Wai Hospital, China HongBing Yan

CR081 Stent外に位置したguide wireをCorsairを用いて抜去した際に、guide wireとCorsairが断裂し
た一例

 福島県立医科大学附属病院 星野　寧人

CR082 冠動脈末梢に断裂、残存したガイドワイヤー断片をSoutenir CVを用いて回収に成功した一例
 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 上嶋　　亮

CR083 ロータブレータ施行中断裂したロータワイヤー回収に難渋した一例
 小牧市民病院 向井健太郎

CR084 穿刺部位に難渋した急性冠症候群の一例
 秀和綜合病院 後藤　　亮

CR085 ドクターヘリでのインターベンション専門医のデリバリーにより救命し得た地方の二次病院で
発生した左冠動脈主幹部解離の一例

 久留米大学 外山　康之

 　H会場　

Complications4 14:00〜15:00
 座長：新潟市民病院 小田　弘隆
 近森病院　　 川井　和哉

CR086 左冠動脈にステントを留置した際に冠動脈右室瘻を形成した一例
 熊本労災病院 日下　裕章

CR087 腸骨動脈CTO病変のPPIで血管破裂に胆管ステントが有効であった１例
 いわき市立総合磐城共立病院 山本　義人

CR088 左主幹部高度石灰化狭窄に対するRotablator ablation中にROTA burrが左主幹部で抜去困難と
なった1例

 いわき市立総合磐城共立病院 多田　智洋

CR089 Filtrapワイヤーがステントに絡んで回収に難渋した右腸骨動脈慢性完全閉塞の一例
 いわき市立総合磐城共立病院 浅海　泰栄
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7月23日（土） 　H会場　

CABG/CABG vs. PCI/Structual 16:00〜17:00
 座長：平塚共済病院 丹羽　明博
 国立病院機構 藤本　和輝

CR090 肺塞栓を発症した心筋炎患者の右房内浮遊帯状血栓に対しカテーテル治療を行った一例
 長野松代総合病院 森田　岳宏

CR091 高度のMRを伴う左室肥大+sigmoid septumによる左室流出路狭窄に対してPTSMAが著効した
1例

 耳原総合病院 石原　昭三

CR092 急性心筋梗塞を発症した重症大動脈弁狭窄症の透析患者に対して緊急PCIと大動脈弁バルーン
拡張術が有効であった１例

 池上総合病院 笠井　智司

CR093 左前下行枝の狭窄病変に対する経皮的冠動脈形成術により左室流出路狭窄が消失した一例
 新潟市民病院 尾崎　和幸

CR094 高度ASと慢性腎不全を併存する腹部大動脈瘤に対し、BAVとEVARを二期的に施行した超高齢
者の一治験例

 川崎市立川崎病院 古田　　晃

CR095 イノウエバルーンが狭窄した僧帽弁を通過しない・・・あなたならどうする？
 慶應義塾大学医学部 高橋　賢至
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7月22日（金） 　3F 展示会場　

AMI 10:00〜11:30
 座長：東大阪市立総合病院 木島　祥行

MP001 初回急性心筋梗塞患者におけるヘモグロビン濃度と血中B-type Natriuretic Peptide (BNP)値の
相関に関する検討

 仙台市医療センター　仙台オープン病院 杉江　　正

MP002 ST上昇型心筋梗塞における6.5Frシースレスガイディングの安全性と有効性
 社会医療法人明和会 播間　崇記

MP003 心筋梗塞患者の退院時心拍数は独立した予後因子となり得る
 昭和大学横浜市北部病院 星本　剛一

MP004 ＩＶＵＳガイド下でPCIに成功したRight coronary Spontaneous DissectionによるAMI の１症例
 福山循環器病院 谷口　将人

MP005 ST上昇型心筋梗塞においてOCTの臨床的有用性
 新東京病院 渡邉　祐三

MP006 右冠動脈ST上昇型急性心筋梗塞でのDioを用いた血栓吸引の有用性
 湖東記念病院 武田　輝規

MP007 急性冠症候群におけるEPA/AA比の検討
 東京大学医学部付属病院 高橋　政夫

 　3F 展示会場　

CAS/Endovascular intervention1 10:00〜11:30
 座長：高井病院 西田　育功

MP008 CTAによって頸動脈ステント留置術CASハイリスク症例を同定できるか？
 中通総合病院 佐藤　　誠

MP009 炭酸ガス造影を使用し浅大腿動脈の慢性完全閉塞のEVTを行なったCKD患者の一例
 横浜栄共済病院 岩城　　卓

MP010 腸骨動脈慢性完全閉塞病変に対する自己拡張型ナイチノールステント留置術後の臨床成績
 済生会横浜市東部病院 高間　拓郎

MP011 大動脈瘤血管内治療施行患者における冠動脈疾患治療戦略
 心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 中田　　淳

MP012 高齢者に対するCASの検討
 小倉記念病院 三浦　　崇

MP013 腋窩動脈及び上腕動脈の慢性完全閉塞に対して血管内治療が有効であった３症例
 福山市民病院 中濱　　一

MP014 腎動脈瘤コイル塞栓術を施行した一例
 九州大学病院 深田　光敬

MP015 浅大腿動脈病変に対するSMART STENTの中期成績　
 福山市民病院 戸田　洋伸

メディカル一般演題（ポスター）
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7月22日（金） 　3F 展示会場　

DES1 10:00〜11:30
 座長：仙台厚生病院 滝澤　　要

MP016 糖尿病患者におけるパクリタキセル溶出性ステントとシロリムス溶出性ステントの臨床成績
（連続600病変の後ろ向き比較研究）

 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 仲野　陽介

MP017 シロリムス溶出性ステント留置後のperi-stent contrast stainingの検討
 松江赤十字病院 角田　郁代

MP018 シロリムス溶出ステント留置５年後の結果
 石川県立中央病院 井上　　勝

MP019 60mmを超えるlog stentingに対するSESとPESの臨床成績の比較
 昭和大学 塚本　茂人

MP020 糖尿病患者に対する薬剤溶出性ステント留置の効果と安全性
 群馬県立心臓血管センター 簡　　伯憲

MP021 各種薬剤溶出ステント留置後における慢性期局所凝固反応についての比較
 徳島大学病院 山口　浩司

MP022 回転性アテレクトミー後の薬剤溶出性ステント留置術の治療成績　SESとPESとの比較
 自治医科大学付属さいたま医療センター 内藤　　亮

 　3F 展示会場　

IVUS/OCT1 10:00〜11:30
 座長：土浦協同病院 角田　恒和

MP023 プラーク正常解析ソフトVH-IVUSとi-MAPとの比較
 心臓病センター榊原病院 廣畑　　敦

MP024 ポジディブリモデリングはプラーク脆弱性と関連があるー40MHziMAP血管内超音波を用いて
 東邦大学医療センター大橋病院 荒木　　正

MP025 薬剤溶出性ステント留置後の形態的特長と慢性期のステント内新生内膜増殖との関係
 ～光干渉断層映像を用いた研究～
 奈良県立医科大学 石神　賢一

MP026 青年から壮年期における急性冠症候群の血管内超音波所見の検討
 松江市立病院 佐藤　寛大

MP027 IB-IVUSを用いたプラーク解析はPCI時のno-reflow現象を予測する
 山形大学医学部 大道寺飛雄馬

MP028 非ST上昇型急性冠症候群の症例群と無症候性の症例群でのプラーク破裂の形態のOCTでの相違
 和歌山県立医科大学 嶋村　邦宏

MP029 NSD は cardiac event の予後予測因子となりうるか？:OCT による 52 症例のフォローアップ
 浦添総合病院 宮城　直人

MP030 複数のSirolimus-eluting stentを留置後、その一部のみにPeri-stent contrast stainingの所見を
呈した一例

 相模原協同病院 伊藤　大起
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7月22日（金） 　3F 展示会場　

LMT 10:00〜11:30
 座長：佐賀大学医学部 挽地　　裕

MP031 左冠動脈主幹部分岐部病変へ薬剤溶出性ステント留置後のトリプルキッシングバルーンテク
ニックの中期成績について

 倉敷中央病院 久保　俊介

MP032 非保護左主幹部分岐部病変による急性冠症候群に対する薬剤溶出性ステントでのミニクラッ
シュ治療の予後

 さくら会高橋病院 坂本　伸吾

MP033 当院における非保護左主幹部病変に対する待機的冠動脈インターベンションの臨床成績
 豊見城中央病院 嘉数　　敦

MP034 左冠動脈主幹部における再狭窄と血小板凝集能との関連
 大垣市民病院 永井　博昭

MP035 非保護下LMT病変についてのSyntax scoreによる検討
 東邦大学医療センター大橋病院 堀　　真規

MP036 非保護左主幹部に対するCross-overステント法からの治療戦略変更の要因
 熊本大学 田山　信至

MP037 Bentall手術3年後にLMT高度狭窄を来した一例
 神戸市立医療センター中央市民病院 西野　共達

MP038 左前下降枝慢性完全閉塞病変のPCI中、LAD起始部の拡張直後にLMT分岐部石灰化プラークが
LCXへ落下した１例

 いわき市立総合磐城共立病院 山本　義人

 　3F 展示会場　

Prognosis after intervention therapy1 10:00〜11:30
 座長：公立阿伎留医療センター 樫田　光夫

MP039 急性冠症候群症例の長期フォローアップと二次予防の重要性
 平塚共済病院 大西　隆行

MP040 腎障害合併ST上昇型急性心筋梗塞症例におけるprimary PCI後の急性腎障害が退院後予後に与
える影響

 国立病院機構大阪南医療センター 久米　清士

MP041 脳血管障害患者における術前脳血管および冠動脈同時造影の検討
 公立昭和病院 山田　朋幸

MP042 眼科術前心電図スクリーニングによる冠動脈および末梢動脈疾患の検出
 総合新川橋病院 小山　　豊

MP043 PCIは安定労作性狭心症の予後を改善するか?
 熊本中央病院 西嶋　方展
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Stent thrombosis 10:00〜11:30
 座長：心臓血管センター北海道大野病院 山下　武廣

MP044 DES留置後の遅発性ステント血栓症の2例-OCT所見を含めて-
 平塚共済病院 大西　祐子

MP045 左前下行枝から主幹部のベアメタルステント拡張不良による急性ステント血栓症の一例
 福山循環器病院 児玉　　直

MP046 二枝同時に発症した遅発性ステント内血栓症の一例
 国立病院機構大阪南医療センター 松寺　　亮

MP047 ステント留置後の急性ステント血栓症における光干渉断層像による検討
 日本医科大学千葉北総病院 北村　光信

 　3F 展示会場　

BMS/Debulking 13:30〜15:00
 座長：大阪労災病院 習田　　龍

MP048 急性冠症候群患者におけるIVUSガイド下での冠動脈ステント留置の臨床的効果の検討
 日本大学医学部附属板橋病院 林田　泰一

MP049 急性冠症候群に対するプライマリーPCI症例への短期心臓リハビリテーションが及ぼす臨床的
および血管造影上の効果

 相模原協同病院 河村　洋太

MP050 小血管に対するステント
 山形県立中央病院 安藤　　薫

MP051 高速回転式アテレクトミー処置後のシロリムス溶出性ステントと従来型ステント留置術におけ
る中期及び長期成績の比較検討

 昭和大学横浜市北部病院 磯村　直栄

MP052 ステント内狭窄の再狭窄予防に対する Scoring Balloon(ScoreFlex)とCutting Balloon 
(Flextome)の有用性の検討

 長野赤十字病院循環器病センター 宮澤　　泉
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CAS/Endovascular intervention2 13:30〜15:00
 座長：北海道循環器病院 八巻　　多

MP053 造影剤を使用しない腎動脈ステント留置術
 三重ハートセンター 宮田　和明

MP054 慢性腎臓病患者における腎動脈狭窄症は予後不良因子となる
 東邦大学医療センター大橋病院 堀　　真規

MP055 経皮的血行再建により再疎通しえた急性下肢虚血の3例
 横須賀共済病院 藤波　竜也

MP056 自家静脈カバードステントによる腎動脈瘤治療
 横浜労災病院 佐々木法常

MP057 血管内治療を行ったLeriche症候群の一例
 春日部中央総合病院 尾崎　俊介

MP058 高度石灰化を伴う大動脈縮窄症に対して血管内治療を施行した1例
 名古屋ハートセンター 村田　　朗

MP059 血管内治療におけてCO2造影は造影剤の投与量を減らすことに貢献する
 国立病院機構岩国医療センター 川本　健治

MP060 低侵襲経皮的腎動脈ステント留置術
 聖マリアンナ医科大学 金剛寺　謙



166

メ
デ
ィ
カ
ル
一
般

ポ
ス
タ
ー
　
7
月
22
日
（
金
）

7月22日（金） 　3F 展示会場　

Complications 13:30〜15:00
 座長：三友堂病院 阿部　秀樹

MP061 PPI中に生じた筋肉内出血の止血に難渋した一例
 済生会京都府病院 竹田　光男

MP062 橈骨動脈アプローチにおける穿刺部合併症の危険因子の検討
 国立病院機構熊本医療センター 本多　　剛

MP063 急峻な角度を有する冠動脈への通過中に断裂したガイドワイヤー先端が慢性期の冠動脈造影時
に消失した一例

 徳島赤十字病院 宮崎晋一郎

MP064 PCIにおけるステントデザインの側枝閉塞に関する検討　open-cellとclose-cellに優劣は存在するか？
 横浜市立みなと赤十字病院 植島　大輔

MP065 PCIにおいて発生する造影剤腎症が遷延する場合の危険因子の検討
 取手協同病院 久保山　修

MP066 小径バルーンカテーテルにて脱落したステントを回収し得た1例
 長野赤十字病院 戸塚　信之

MP067 ステロイドを前投与したにもかかわらず心臓カテーテル検査中に冠攣縮を伴うアナフィラキ
シーショックを呈した1例

 富山赤十字病院 吉田　太治

MP068 血管内に脱落したANGIO-SEALのアンカーおよびコラーゲンスポンジを、Fogartyカテーテル
を使用し外科的に摘出した一例

 福島赤十字病院 渡部　研一

MP069 緊急PCIを施行したAMI患者における造影剤腎症発症の危険因子の検討
 取手協同病院 久保山　修

MP070 経上腕動脈腸骨動脈形成術後に同側上肢の麻痺を伴い穿刺部感染および腋窩動脈仮性動脈瘤を
発症した一症例

 日立総合病院 湯川　明和

MP071 循環補助下経皮的冠動脈形成術における大動脈バルーンパンピングカテーテルサイズのカテー
テル関連合併症に及ぼす影響について

 さくら会高橋病院 山田　健志
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CTO 13:30〜15:00
 座長：手稲渓仁会病院 廣上　　貢

MP072 冠動脈CTでみた慢性完全閉塞病変におけるPCIの手技成功予測因子の検討
 済生会横浜市東部病院 小松　一貴

MP073 CTOに対するPCIの有効性－急性期および8か月後におけるTL/I-BMIPP dual SPECTを用いた血
流代謝乖離、左室機能評価の検討－

 済生会横浜市東部病院 佐々木伸也

MP074 慢性完全閉塞に対する2期的ステント留置
 名古屋第二赤十字病院 吉田　路加

MP075 右冠動脈の慢性完全閉塞病変に長区域に留置したシロリムス溶出ステントの遅発性再閉塞に対
するPCIの１例

 明石医療センター 松浦　　啓

 　3F 展示会場　

DES2 13:30〜15:00
 座長：大阪府済生会中津病院 瀬尾　俊彦

MP076 シロリムス溶出性ステントとパクリタクセル溶出性ステント留置後のstent fracture部位におけ
る中期成績

 倉敷中央病院 早川　由紀

MP077 Paclitaxel-eluting stent留置後のステント内組織性状：OCTによる再狭窄と非再狭窄例の比較
 川崎医科大学 山田亮太郎

MP078 びまん性小血管病変に対する複数の細径DES留置後3年の臨床成績
 小倉記念病院 加藤　雅史

MP079 腎障害患者に対する薬剤溶出性ステント別の成績
 昭和大学横浜市北部病院 山下賢之介

MP080 当院におけるZotarolimus-Eluting Stentの中期成績
 NTT東日本関東病院 松下匡史郎

MP081 薬剤溶出性ステントの早期および晩期における再狭窄の造影所見
 天陽会中央病院 有川　　亮

MP082 エベロリムス溶出性ステントの初期成績
 倉敷中央病院 三宅　剛司
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IVUS/OCT2 13:30〜15:00
 座長：徳島大学病院 若槻　哲三

MP083 安定狭心症における冠動脈リモデリングとthin cap fibroatheromaとの関係：IB-IVUSによる検討
 川崎医科大学 宮本　欣倫

MP084 OCTを用いたステント圧着不良・組織逸脱・血栓の自然経過に関する検討
 神戸大学医学部附属病院 川森　裕之

MP085 ＯＣＴ、integrated backscatterＩＶＵＳにて観察し得たno-reflw現象を来した急性冠症候群の一例
 聖マリアンナ医科大学 小山　幸平

MP086 LDLコレステロールと中性脂肪の冠動脈内マクロファージ濃度の違い： OCTを用いた 52 例に
おける検討

 浦添総合病院 宮城　直人

MP087 狭心症における血中MDA-LDL値とプラーク不安定性との関連（OCTによる解析）
 石川県立中央病院 三輪　健二

MP088 IVUSによる冠動脈プラークの組織性状とCTによる内臓脂肪の関連
 信州大学 木村　　光

MP089 虚血発作を再発したシロリムス溶出ステント植え込み患者のステント内不安定プラーク破裂
 福岡市医師会成人病センター 島松淳一郎

MP090 特殊な新生内膜増殖形態と思われる再狭窄例のIVUSとOCT
 秋田県成人病医療センター 佐藤　匡也

 　3F 展示会場　

Other modalities/new devices 13:30〜15:00
 座長：所沢ハートセンター 桜田　真己

MP091 ST上昇型心筋梗塞におけるprimary PCI後のニコランジル冠注療法が慢性期左室機能に及ぼす
効果の検討

 大阪府済生会千里病院 山田　憲明

MP092 左肺動脈内に迷入したカテーテルに対してsuture techniqueを用いたスネアが有用であった一例
 広島鉄道病院 寺川　宏樹

MP093 子宮筋腫および子宮腺筋症患者における子宮動脈塞栓症とD-dimerの関係
 府中恵仁会病院 石川　　浩

MP094 ６Fガイドカテを用いたTRIにおいてステントデリバリーが困難な高度屈曲石灰化病変を
Cokatteを用いて通過しえた一例

 関西医大滝井病院 朴　　幸男

MP095 クイッククロットの有用性について
 一宮西病院 石原　弘貴

MP096 薬剤添加剤アレルギーを有する患者にDEBでのTLRが有効であった一例
 舞鶴共済病院 臼井　公人

MP097 フィルトラップ捕捉物の病理学的解析
 帝京大学医学部附属病院 大槻　修司
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Prognosis after intervention therapy2 13:30〜15:00
 座長：昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 嶽山　陽一

MP098 岸和田徳洲会病院における心血管インターベンションの現状
 岸和田徳洲会病院 藤原　昌彦

MP099 橈骨動脈アプローチと大腿動脈アプローチによる冠動脈インターベンション後のアウトカム比較
 京都大学 夏秋　政浩

MP100 胸痛再発のため中等期間を空けてから冠動脈造影再検を受けた患者が血行再建を要する予測因
子の検討

 鳥取県立中央病院 遠藤　昭博

MP101 TCFAは適切な薬物療法下においても、早期にプラークを進行させる可能性を秘めている。
 日本医科大学千葉北総病院 志村　徹郎

7月23日（土） 　3F 展示会場　

Anti-platelet therapy 10:00〜11:30
 座長：市立岸和田市民病院 松田　光雄

MP102 急性心筋梗塞にてPrimary Stenting施行患者においてプロトンポンプ阻害剤併用時のクロピド
グレルとチクロピジンの臨床効果の比較

 半田病院 田中　哲人

MP103 薬剤溶出性ステント留置後におけるクロピドグレル中断例での有害事象検討
 横須賀共済病院 黒田　俊介

MP104 薬剤溶出性ステント留置後1年以内に起こる非心臓イベントについての検討
 佐賀県立病院好生館 吉田　敬規

MP105 Tokai Protocolの成績
 東海大学医学部付属病院 戸田　恵理

MP106 シロリムス溶出性ステント植え込み後ステントの破損を認めた患者における長期抗血小板剤２
剤併用療法の効果

 倉敷中央病院 加藤　晴美

MP107 待機的冠動脈インターベンション施行症例における機能的CYP2C19遺伝子変異に基づいた至適
抗血小板療法

 熊本大学大学院生命科学研究部 海北　幸一

MP108 腎不全が冠動脈ステント植え込み患者における血小板機能とクロピドグレル効果に与える長期
的な影響

 帝京大学医学部附属病院 付　　　強

MP109 PSSを認めたSES留置後の患者に抗血小板薬2剤併用はいつまで必要か
 倉敷中央病院 齋藤　直樹
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CAS/Endovascular intervention3 10:00〜11:30
 座長：埼玉医科大学国際医療センター 小宮山伸之

MP110 腎動脈インターベンション後に劇的な腎機能改善をみた両側腎動脈狭窄の一例
 市立秋田総合病院 藤原　敏弥

MP111 浅大腿動脈に対するEVT後のステント再狭窄に対する治療方法の検討
 済生会横浜市東部病院 滝村　英幸

MP112 血栓吸引療法を行った急性腎梗塞の一例
 国立病院機構岡山医療センター 更科　俊洋

MP113 段階的血管内治療によって著しい改善をみたMay-Thurner syndrome の一例
 聖マリアンナ医科大学 下郷　卓史

MP114 4.5Frシースレスガイドカテーテルによる腎動脈狭窄症に対する治療
 湘南鎌倉総合病院 水野　真吾

MP115 末梢動脈疾患を有する透析患者においてCRPは大腿膝窩動脈領域EVT後の予後予測因子となるか
 名古屋共立病院 河村　吉宏

MP116 当院におけるシャント不全に対する、経皮的血管形成術の初期成績
 岸和田徳洲会病院 塩谷　慎治

 　3F 展示会場　

Coronary angioscopy/ Flow wire/Pressure wire 10:00〜11:30
 座長：大阪大学大学院 橘　　公一

MP117 血管内視鏡による内膜被覆程度の検討-各薬剤溶出性ステント間の違い-
 岡山赤十字病院 川合　晴朗

MP118 ゾタロリムス溶出性ステントの新生内膜被覆はシロリムス溶出性ステントに比し不均一である
 大阪労災病院 牧野　信彦

MP119 インスリン抵抗性は安定狭心症に対する冠動脈インターベンション後の冠微小循環障害を増加
させる

 心臓病センター榊原病院 大河　啓介

MP120 冠動脈疾患における経皮的冠動脈形成術後の心筋障害を予測する心筋血流予備量比の有用性
 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 石橋　祐記

MP121 大動脈内バルーンパンピングのFractional flow reserveに及ぼす影響
 広島鉄道病院 大成　裕亮

MP122 パクリタキセル溶出性ステント留置後慢性期の血管内視鏡検査による検討。
 浮間中央病院 猿谷　忠弘
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DES3 10:00〜11:30
 座長：日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 浅野　竜太

MP123 エベロリムス溶出性ステントの中期成績
 倉敷中央病院 三宅　剛司

MP124 分岐部病変におけるtwo-stentを使用したPCIの長期成績
 倉敷中央病院 羽原　誠二

MP125 血管径の大きい冠動脈病変に対する長期予後に与える薬剤溶出性ステントの有用性
 富山赤十字病院 吉田　太治

MP126 DES留置患者のQCAを用いたlate　lossと血糖及びHbA1cの検討
 金沢医科大学病院 渡辺　　真

MP127 糖尿病患者に対してのPES留置の臨床的有用性について
 加古川東市民病院 寺尾　侑也

MP128 ゾタロリムス溶出性ステントの1年後の臨床成績
 仙台厚生病院 上村　　直

MP129 AMIに対するDES留置の短期および中期成績
 東宝塚さとう病院 浅野　克明

 　3F 展示会場　

Follow up results 10:00〜11:30
 座長：葉山ハートセンター 雨宮　　浩

MP130 冠動脈形成術を施行した糖尿病患者における患者背景及び予後：ベアメタルステントと薬剤溶
出性ステント時代を比較して

 順天堂大学 坪井　秀太

MP131 薬剤溶出性ステントとベアメタルステントにおける留置1年以降の標的病変再血行再建の比較
 亀田総合病院 大野　正和

MP132 重症下肢虚血患者に対して、単一施設での血行再建・創傷治癒・栄養管理の集学的治療の効果．
 昭和大学藤が丘病院 前田　敦雄

MP133 透析患者におけるPCI後のCRPによる長期予後予測
 名古屋共立病院 川島　一博

MP134 SES留置後における超慢性期成績；術後6年間における臨床経過
 東邦大学医療センター大森病院 内田　靖人

MP135 DES時代における安定狭心症に対するPCI後の長期成績
 心臓血管研究所付属病院 岸　　幹夫

MP136 日本人患者におけるゾタロリムス溶出性ステント(エンデバー)留置後の中期成績
 日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 笠原　　武

MP137 小血管に対するPES（Taxus ExpressとTaxus Liberte）の長期成績について
 災害医療センター 関川　雅裕
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New approach to devices/Other coronary diagnostic method1 10:00〜11:30
 座長：三菱京都病院 三木　真司

MP138 虚血性心疾患患者におけるEPA/AAの動脈硬化の進展への寄与
 東邦大学医療センター大橋病院 中西　真規

MP139 Device Delivery Catheter Cokatteのdeep engageにCorsairが有効であった蛇行血管のPCI症例
 福島赤十字病院 阪本　貴之

MP140 4Fr親子カテシステムのバックアップサポート力に親ガイドカテーテルサイズが与える影響
 湘南鎌倉総合病院 竹下　　聡

MP141 左内胸動脈グラフトの先の冠動脈へのPCIに４FrガイディングカテーテルKIWAMIが有効であっ
た2例。

 君津中央病院 山本　雅史

MP142 Complex TRIにおける7.5 Fr Sheathless Guide Catheter Systemの有効性および安全性
 仙台厚生病院 松本　　崇

MP143 冠動脈疾患診断における脂質マーカーの有用性の検討
 昭和大学横浜市北部病院 山本　明和

MP144 冠動脈造影上有意狭窄を認めない造影遅延現象についての検討
 康生会武田病院 宮井　伸幸

MP145 4FガイディングカテーテルにてOCTガイド下にステント内再狭窄を治療した1例
 康生会武田病院 中村　玲雄

 　3F 展示会場　

CABG/CABG vs. PCI/Structual 13:15〜14:45
 座長：大阪大学 溝手　　勇

MP146 回収可能型下大静脈フィルターの長期臨床成績とCT画像を用いたフィルター合併症の検討
 聖路加国際病院 猪原　　拓

MP147 経皮的大動脈弁形成術におけるPercloseとAngio-Sealの変法を用いた止血法の検討
 仙台厚生病院 加畑　　充

MP148 順行性PTAVによって大動脈弁逆流が減弱したASRの一例
 小倉記念病院 有田　武史

MP149 重症冠動脈疾患を合併した重症大動脈弁狭窄症に対し経皮的バルーン大動脈弁形成術と冠動脈
形成術を一期的に施行し成功した一例

 慶応義塾大学医学部 前川裕一郎

MP150 三枝病変・左主幹部病変におけるPCIとCABGの臨床アウトカムの比較
 神戸市立医療センター中央市民病院 井手　裕也

MP151 経皮的大動脈弁形成術の限界：３症例での検討
 国立病院機構岩国医療センター 川本　健治

MP152 血栓溶解療法禁忌下に生じた肺血栓栓塞症におけるガイドカテーテルを使用した用手的血栓吸
引療法の有用性

 沖縄県立中部病院 仲里　　淳
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7月23日（土） 　3F 展示会場　

Cardiac - CT/MRI 13:15〜14:45
 座長：大阪大学大学院医学系研究科 野嶋　祐兵

MP153 Cypherステント留置から約二年後にMSCTにて発見されたvery late-acquired stent 
malappositionの一例

 名古屋徳洲会総合病院 渡辺　大基

MP154 冠動脈疾患を検知するための320列AD-CTの有用性
 済生会熊本病院 宮本　信三

MP155 320列冠動脈CTと冠動脈造影検査との比較
 千葉県循環器病センター 久保田暁彦

MP156 CTOを有する患者とCTCAにて測定した心臓周囲脂肪との相関
 済生会横浜市東部病院 小松　一貴

MP157 高分解能CTによるステント再狭窄の正確性の検討
 江戸川病院 菊池　達郎

 　3F 展示会場　

CAS/Endovascular intervention4 13:15〜14:45
 座長：総合新川橋病院 小山　　豊

MP158 一時的下大静脈フィルターに付着した血栓に対して、カテーテルによる吸引を施行した2症例
 横須賀共済病院 永井　　直

MP159 亜急性血栓性下肢動脈閉塞に対してステント留置術が有効だった一例
 総合病院回生病院 木村　朋生

MP160 腸骨動脈領域の慢性閉塞病変に留置した自己拡張型ステント（SMART stent）の遠隔期拡張に
関する検討

 大阪労災病院 吉村　貴裕

MP161 当院における閉塞性動脈硬化症に対するハイブリッド治療症例の検討
 国立病院機構和歌山病院 栗山　雄幸

MP162 慢性透析患者における末梢動脈疾患の病変部位と予後との関連
 京都第二赤十字病院 坂谷　知彦

MP163 腸骨および大腿膝窩動脈領域の末梢動脈疾患に対する血管内治療施行例の中長期予後の検討
 国立病院機構岡山医療センター 宗政　　充

MP164 胸部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術前に腹腔動脈コイル塞栓を行った症例
 心臓病センター榊原病院 外山　裕子
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7月23日（土） 　3F 展示会場　

DES4 13:15〜14:45
 座長：心臓血管センター金沢循環器病院 堀田　祐紀

MP165 対象血管径の違いによるSESおよびPES留置術後の慢性期成績
 東邦大学医療センター大森病院 内田　靖人

MP166 糖尿病患者に対するシロリムス、パクリタクセル、ゾタロリムス、エベロリムス溶出性ステン
トの比較

 船橋市立医療センター 杉岡　充爾

MP167 糖尿病患者に対するPCIにおいてEESとSESとの比較検討
 小牧市民病院 上村　佳大

MP168 透析患者における3種の薬剤溶出性ステントのフォローアップ成績の比較
 大阪労災病院 牧野　信彦

MP169 急性心筋梗塞におけるパクリタクセル溶出ステント留置後2年の追跡
 静岡市立静岡病院 村田　耕一郎

MP170 エベロリムス溶出性ステントの短期・中期の成績
 岡崎市民病院 根岸　陽輔

MP171 糖尿病患者における everolimus-eluting stentとpaclitaxel-eluting stentの比較検討
 安城更生病院 上山　　力

 　3F 展示会場　

DES5 13:15〜14:45
 座長：草津ハートセンター 辻　　貴史

MP172 小血管に対するSESまたはPES留置後の臨床成績。
 福岡大学医学部 杉原　　充

MP173 シロリムス溶出性ステントを留置された、ロータブレーターを必要とする高度石灰化病変にお
ける糖尿病の影響

 帝京大学医学部附属病院 興野　寛幸

MP174 シロリムス溶出ステント移植後の再血行再建とステント血栓症の発生：5年のフォローにて
 船橋市立医療センター 沖野　晋一

MP175 左主幹部病変に対するXience V　ステントの初期成績
 庄内余目病院 菊池　　正

MP176 A Case of Endothelial Dysfunction After Drug-Eluting Stent Implantation
 National Heart Centre Singapore, Republic of Singapore Choon Pin Lim

MP177 LADに対する総ステント長50mm以上のTAXUS (Express)とCypherの後ろ向き有効性比較
 埼玉県立循環器呼吸器病センター 鈴木　輝彦

MP178 当院におけるPaclitaxel-Eluting Stentの成績と今後の日常臨床における有用性の検討
 東京都立広尾病院 田辺　康宏
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7月23日（土） 　3F 展示会場　

DES6 13:15〜14:45
 座長：徳島赤十字病院 岸　　宏一

MP179 糖尿病患者におけるTAXUS LIberte stentの臨床成績
 安城更生病院 上山　　力

MP180 血管内超音波ガイド下ステント留置におけるシロリムス溶出性ステントとエベロリムス溶出性
ステントの比較

 新行橋病院 山本　智彦

MP181 びまん性冠動脈病変に留置したエベロリムス溶出ステントとパクリタキセル溶出ステントの臨
床予後比較

 小倉記念病院 馬崎　　徹

MP182 SES留置後長期においても内皮機能障害は遷延する
 日本医科大学千葉北総病院 村上　大介

MP183 SES留置5年後にVery Late Stent Thrombosisを発症し、OCT・CASでステント下のplaque 
ruptureを観察した一例

 広島市立広島市民病院 三木　崇史

vMP184 ネイティブ冠動脈の新規狭窄病変における薬剤溶出性ステント留置後の炎症マーカーとステン
ト内遠隔期損失径の相関関係の考察

 長崎医療センター 松尾　崇史

MP185 OCTを用いたEverolimus eluting stent（EES）の再内皮化についての経時的検討
 麻植協同病院 井内　敦彦
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7月22日（金） 　3F 展示会場　

PCI and DM/CKD/HD 10:00〜11:30
 座長：戸田中央総合病院 内山　隆史

MP186 糖尿病患者に対する第2世代薬剤溶出生ステントの臨床成績検討
 済生会横浜市東部病院 小松　一貴

MP187 維持透析患者におけるパクリタキセル溶出性ステントの有用性について～パクリタキセルの抗
炎症効果との関連をふまえて～

 獨協医科大学病院 矢野　秀樹

MP188 心筋梗塞患者の予後における慢性腎臓病の関連
 徳島県立中央病院 岡田　　歩

MP189 薬剤溶出性ステント時代の慢性腎臓病患者における高血圧の長期予後に与える影響
 三重大学大学院 澤井　俊樹

MP190 LDLコレステロール/HDLコレステロール比管理が冠動脈壁組織性状に与える影響について～IB-
IVUSを用いた検討

 KKR高松病院 松元　一郎

MP191 冠疾患患者の背景の変化―当院での4年間の推移―
 慶應義塾大学医学部 茂木　　聡

MP192 ベアメタルステントまたはシロリムス溶出性ステントにより治療した患者の2年後臨床成績に及
ぼす維持透析の影響についての検討

 社会保険中京病院 太田　智之

MP193 スタチン維持投与は抗酸化作用を介さずに造影剤による腎障害を予防する
 福井大学 池田　裕之

MP194 冠動脈疾患(CAD)でステント挿入術を受けている血液透析患者の臨床結果における糖尿病の影響
 国立病院機構 藤本　和輝

MP195 耐糖能異常を有する冠動脈疾患患者における二次予防に影響する因子
 KKR高松病院 河上　　良

7月23日（土） 　3F 展示会場　

Restenosis 10:00〜11:30
 座長：亀田総合病院 松村　昭彦

MP196 当院におけるBMSとPOBAの超長期成績の比較検討
 松江赤十字病院 嘉悦　泰博

MP197 covered stent留置後の臨床成績
 倉敷中央病院 早川　由紀

MP198 SES留置後のearly restenosisには臨床、病変背景が影響しlate restenosisにはFractureが影響する
 東邦大学医療センター大森病院 天野　英夫

MP199 薬剤溶出性ステント留置後の再狭窄に尿酸が及ぼす影響
 鹿児島大学医学部 神田　大輔

MP200 PCI後の患者にLDL-C/HDL-Cは心血管イベントの予後因子になるか？
 東京慈恵会医科大学 小川　和男

MP201 急性心筋梗塞症例におけるLDL/HDL比とステント内再狭窄に関する検討
 弘前大学医学部 櫛引　　基
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Other complex lesion (bifurcation, calcified lesion...) 13:15〜14:45
 座長：新行橋病院 村里　嘉信

MP202 冠動脈分岐部病変にどちらの薬剤溶出性ステントを選択するか？～エベロリムスステントとシ
ロリムスステントとの比較～

 福井循環器病院 阪田　純司

MP203 LAD os病変に対する治療成績の検討
 市立四日市病院 光田　貴行

MP204 Jailed Balloon Technique:側枝閉塞予防に有効な新しいテクニック
 新行橋病院 中俣　彰裕

MP205 薬物溶出性ステント時代における劣化大伏在静脈バイパスに対するステント治療の成績
 安城更生病院 竹本　憲二

MP206 当院における分岐部病変に対するDESの中期成績：DES毎の比較
 三菱京都病院 谷口　智彦
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