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MP-1 治療に難渋した急性下肢動脈塞栓症の一例
石原　龍馬 ｜ 河北総合病院　循環器科

MP-2 総腸骨動脈分岐部病変に対するV-stentingを用いたEndovascular Therapyの予後に関する検討
久保　俊介 ｜ 倉敷中央病院　循環器内科

MP-3 前脛骨動脈に全長30cm超のバルーンカテーテルが遺残しそれを回収した重症下肢虚血の一症例
岩田　　曜 ｜ 千葉大学医学部附属病院　循環器内科・冠動脈疾患治療部

MP-4 Application of Rotablator for calcified lesion of lower extremity
福田　圭祐 ｜ 岸和田徳洲会病院　循環器内科

MP-5 高度石灰化病変を伴う右内頚動脈狭窄症に対して頚動脈ステント留置術（CAS）を施行した後、数日間
持続する著明な徐脈・低血圧を呈した1例
知念　敏也 ｜ 江戸川病院　循環器内科

MP-6 Extreme but perfectly successful method for chronic total occlusion of superficial femoral artery,
J-knucklE wire technique with retrograde SUbintimal angiographieS −JESUS technique−
原口　拓也 ｜ 千鳥橋病院　循環器内科

MP-7 Trans-collateral Angioplastyにより再灌流に成功したCLIのBK病変治療
−Prominet BTAの使用経験−
川俣　博文 ｜ 駿河台日本大学病院　循環器科

MP-8 Switch-back TechniqueとRendez-vouz Techniqueが血行再建に有用であったアプローチサイトが限られ
たCLIの一例
杉原　　充 ｜ 福岡大学病院　循環器内科

MP-9 慢性大動脈解離の遠隔期増悪によるCLIをEVTで救肢した一例
山浦　　誠 ｜ 木沢記念病院循環器病センター 循環器内科

MP-10 SFAへ留置後2年以上経過したstentのstent fractureから仮性動脈瘤破裂をきたした1例
堀松　徹雄 ｜ 兵庫医科大学病院　循環器内科

MP-11 Impact of Atrial Fibrillation on Clinical Outcome of Femoropopliteal Artery Intervention in Critical Limb
Ischemia
Hiroyuki Jinnouchi ｜ Department of Cardiology, Kokura Memorial Hospital

MP-12 外腸骨動脈慢性完全閉塞に対し同側鼠径部から直接マイクロカテーテルを挿入して行った retrograde
approachが有用であった一例
宇津　賢三 ｜ 明石医療センター 循環器科

MP-13 Leriche症候群に対するEVTの際に両下肢にdistal embolismを来し、bail outに難渋した一例−大動脈病変
に対するEVTに関連した合併症の検討−
岡　　明宏 ｜ 福山市民病院　循環器内科

MP-14 Reversal Flow Aspiration with Proximal Sheath Block （ REFRAP） Technique against Distal
Embolization for Recanalization of Chronic Total Occlusion in Lower Extremities
Wei Cheng Chun ｜ Department of Cardiology, Kokura Memorial Hospital

MP-15 Long term outcomes after endovascular therapy for femoropopliteal artery disease in patients with chronic
heart failure and critical limb ischemia
小林　洋平 ｜ 小倉記念病院　循環器内科

MP-16 高度石灰化を伴うLeriche型大動脈両側腸骨動脈閉塞症例に対するEVTによる血行再建を施行したCLI症例
岩佐　憲臣 ｜ 松山赤十字病院　血管外科
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MP-17 両EIA病変に対する一期的EVTにて9Fr OPTIMO®のバルーン血行遮断の特性を生かして治療に成功した1例
新井　雄亮 ｜ 坂総合病院　循環器科

MP-18 クロスオーバーによるEVT後にガイディングシース抜去困難となった一例
関　　知嗣 ｜ 東京西徳洲会病院　循環器科

MP-19 腹部大動脈分岐部病変に対してKissing balloon technique施行後に動脈解離を併発した一症例
近江　晃樹 ｜ 酒田市病院機構日本海総合病院　循環器内科

MP-20 Experience of Using Papaverine Hydrochloride in Measurement for Peripheral-Fractional Flow Reserve
村田　直隆 ｜ 小倉記念病院　循環器内科

MP-21 総大腿動脈閉塞を伴うLeriche症候群への経皮的末梢血管形成術の1例
三浦　　崇 ｜ 信州大学医学部附属病院　循環器内科

MP-22 両側CFAからのシース挿入が困難なLeriche症候群に対し、6F TBAとproximal SFA micro-puncture併用
でEVTを施行した1例
原田　　敬 ｜ 北九州市立八幡病院　循環器科

MP-23 透析患者のLeriche症候群に対し、ワイヤー穿孔を起こすものの、合併症回避及び手技成功につながった
一例
緒方　健二 ｜ 宮崎市郡医師会病院　循環器内科

MP-24 Bail out stenting in the common femoral artery just after endarterectomy
Hitoshi Anzai ｜ Department of Cardiology, Ota Memorial Hospital

MP-25 当院におけるCFA単独病変に対するstent留置後の成績
土井尻達紀 ｜ 大和成和病院　循環器内科

MP-26 腹部大動脈狭窄にてEVT後、慢性期に急性閉塞をきたし、血栓除去およびステント内挿にて血行再建に
成功した症例
田﨑　淳一 ｜ 京都大学大学院医学研究科　循環器内科学

MP-27 ZilverPTXが展開不能となり血管内で断裂した一例
青野　　豪 ｜ 東京蒲田病院　循環器内科

MP-28 ガイドワイヤ通過後にexternalizationに難渋したSFA CTOの1例
松野　俊介 ｜ 心臓血管研究所付属病院　循環器内科

MP-29 SFA CTOに対してDistal SFA direct punctureを施行し仮性動脈瘤を形成したがcoil embolizationでbail
outできた一例
平森　誠一 ｜ 小倉記念病院　循環器内科

MP-30 高度石灰化を伴う鼠径部順行穿刺によるEVT後、先端が断裂し遺残した止血デバイスの回収に生検鉗子
を用いて成功した1例
佐々木伸也 ｜ 坂総合病院　循環器科

MP-31 SFA-CTO病変に対するdirect navigation duplex guided EVT
原田　　敬 ｜ 北九州市立八幡病院　循環器科

MP-32 下肢動脈血管内治療後に全身性コレステロール結晶塞栓症（CCE）を生じ、腎不全・心不全を合併した1例
−当院で過去5年間に経験した4例のコレステロール塞栓症の検討−
清山　浩介 ｜ 福山市民病院　循環器内科

MP-33 腹部大動脈ステントグラフト内挿術前後にて3次元的な形態を経過観察しえた2症例
三輪　裕高 ｜ 岐阜県総合医療センター　心臓血管センター

MP-34 当院におけるTAVIの導入とハートチームの役割
荒木　基晴 ｜ 済生会横浜市東部病院　循環器内科

MP-35 下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術（Endovenous laser ablation: EVLA）の初期成績
中村　浩彰 ｜ 加古川東市民病院　循環器内科
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MP-36 Optease®の下方偏位に対しSlender-Systemで再調整を行った1例
金子　伸吾 ｜ 済生会西条病院　循環器科

MP-37 EVT手技中シースが抜けてしまった大腿動脈刺入部に、術後巨大仮性動脈瘤を生じたが、エコーガイド下
の圧迫で良好な経過を得た一例
梅本　朋幸 ｜ 武蔵野赤十字病院　循環器科

MP-38 右総腸骨動脈完全閉塞病変の1症例の検討：failure or successの分岐点
竹井　義純 ｜ 東大阪市立総合病院　循環器内科

MP-39 Fogarty血栓除去直後に人工血管と深大腿動脈の急性閉塞を来しbailoutに成功したF-Fバイパス術後浅大
腿動脈ステント血栓症の一例
山口真一郎 ｜ 近江八幡市立総合医療センター　循環器内科

MP-40 血管造影上異なる形態を示した若年腎動脈線維筋性異形成症2症例に対する経皮的腎動脈形成術後の臨床
経過
日置　紘文 ｜ 信州大学付属病院　循環器内科

MP-41 末梢動脈疾患治療における圧較差測定の重要性
藤尾　栄起 ｜ 姫路赤十字病院　循環器内科

MP-42 対側クロスオーバーアプローチでのSFAのEVTの際に、カテーテルがスタック・離断してしまった一症例
内藤洋一郎 ｜ 福山市民病院　循環器内科

MP-43 EVT時のシース挿入に伴う医原性動静脈瘻が心不全の原因と考えられる維持血液透析患者の1症例
衛藤　　聡 ｜ 医療法人福西会福西会病院　腎臓・血管内科

MP-44 当院使用経験から得られた、慢性維持透析患者の順行性穿刺におけるエクソシール使用経験と安全性に
ついての報告
梅本　紀夫 ｜ 名古屋共立病院　循環器内科

MP-45 中足背側動脈穿刺と経側副血行路アプローチを駆使し完全結構再建に成功した一例
仲間　達也 ｜ 宮崎市郡医師会病院心臓病センター　循環器内科

MP-46 大動脈内、腎動脈分岐部近くの限局性血栓症から腎動脈血栓症を繰り返し発症した若年男性の一例
植島　大輔 ｜ 青梅市立総合病院　循環器内科

MP-47 透析シャント静脈高血圧に対する血管内治療
衛藤　　聡 ｜ 医療法人福西会福西会病院　腎臓・血管内科

MP-48 内腸骨動脈瘤に対しコイル塞栓術施行後、一過性脳虚血発作を認めた一例
樋上　裕起 ｜ 京都大学医学部附属病院　循環器内科

MP-49 両側間歇性跛行を伴う造影剤腎症患者の右浅大腿動脈慢性完全閉塞、右外腸骨動脈、左総腸骨動脈および
浅大腿動脈高度狭窄に対して炭酸ガス造影とIVUSガイドで治療し得た1例
高田　裕基 ｜ 明石医療センター　循環器内科

MP-50 大動脈に突出した総腸骨動脈のstentにKBTを施行しstent edgeをflair様に広げた一例
金城　達也 ｜ 福岡医療団千鳥橋病院　循環器内科

MP-51 当院における血管内治療にともなう腸骨動脈領域の血管穿孔症例とその予後の検討
吹野　恵子 ｜ 新東京病院　心臓内科

MP-52 術前単純CT、術中IVUSを使用した腸骨動脈long chronic total occlusionへのアプローチ
植島　大輔 ｜ 青梅市立総合病院　循環器内科

MP-53 両総腸骨動脈に同時に発生したかい離を2期的に治療し得た症例
光井　恵麻 ｜ 岡山済生会総合病院　循環器内科

MP-54 当科における破裂性腹部大動脈瘤に対するOpen Repair とEVARの戦略
乃田　浩光 ｜ 滋賀医科大学　心臓血管外科
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MP-55 膝下動脈の血管内治療
辻　　哲平 ｜ 国立病院機構高松医療センター　循環器内科

MP-56 膝下高度石灰化病変に対する積極的血管内治療の有用性の検討
緒方　健二 ｜ 宮崎市郡医師会病院心臓病センター 循環器内科

MP-57 血管攣縮が原因と考えられた繰り返す若年膝窩動脈閉塞の一例
臼井　公人 ｜ 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院　循環器内科

MP-58 ステント留置により下肢虚血が悪化した膝窩動脈瘤に対しHybrid治療にて救肢に成功した一例
新倉　寛輝 ｜ 富士重工業健康保険組合太田記念病院　循環器内科

MP-59 Y-graft置換術8年後に動脈瘤の拡大を認めた一例
小川　恭弘 ｜ 小牧市民病院　循環器科

MP-60 腹部大動脈瘤グラフト置換術後慢性期にkinkによる血栓閉塞をきたし血管内治療を施行した2例
堀口　昌秀 ｜ 伊勢赤十字病院　循環器内科

MP-61 動脈硬化性勃起障害に対して薬剤溶出型ステントを用いた血管内治療を行った2症例の検討
岩田　　曜 ｜ 千葉大学医学部附属病院　循環器内科・冠動脈疾患治療部

MP-62 実臨床における大腿膝窩動脈領域における薬剤溶出性ステントの効果
上岡　智彦 ｜ 小倉記念病院　循環器内科
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