１日目
Tokyo Physiology 2022 by FRIENDS Live 日程表（3月4日
金）

2022年3月1日現在

第一会場
8 : 50 ~8 : 55

9 : 00

10 : 00

第二会場

OPENING

8 : 55 ~10 : 15
ライブ１ CMD岐阜スタイル

8 : 55 ~10 : 20
コメディカル Physiology中継ライブ

座長 田中信大（東京医科大学八王子医療センター）

新家俊郎（昭和大学医学部）
術者 松尾仁司（岐阜ハートセンター）
コメンテーター
小林光一（トヨタ記念病院）
寺島充康（豊橋ハートセンター）
野崎洋一（カレスサッポロ北光記念病院）
水上拓也（昭和大学、OLVAalst）
山下淳（東京医科大学病院）
Imagingコメンテーター
割澤高行（岐阜ハートセンター／聖マリアンナ医科大学）
Virtual FFR コメンテーター
谷垣徹（岐阜ハートセンター）

9 : 20 ~10 : 20
イベント発生をnon-invasiveに予測する

座長 松本直也（日本大学病院）
城戸輝仁（愛媛大学医学部）
演者 立石恵実（国立循環器病研究センター）
「心筋血流イメージングで冠動脈イベントを予測する SPECT ／ PET ／ MRI」
鳥羽敬義（神戸大学）
「冠動脈イメージングで冠動脈イベントを予測する CT ／ FFR-CT」
楠瀬賢也（徳島大学）
「Artificial intelligenceで冠動脈イベントを予測する」
コメンテーター
尾崎行男（藤田医科大学）
工藤崇（長崎大学原爆後障害医療研究所）

共催：アボットメディカルジャパン合同会社

10 : 20 ~11 : 00 Special Lecture １（English）
Physiology and imaging in bifurcation lesion
(perspective from president of Korean bifurcation club)

11 : 00

Chair 赤阪隆史（和歌山県立医科大学）
Speaker Chang Wook Nam
（Internalmedicine,School of medicine, Keimyung University）

座長 横井宏佳（福岡山王病院）

木下順久（豊橋ハートセンター）
術者 川瀬世史明（岐阜ハートセンター）
コメンテーター
鈴木孝英（旭川厚生病院）
民田浩一（明石医療センター）
挽地裕（佐賀県医療センター 好生館）
廣畑敦（心臓病センター榊原病院）
山田慎一郎（北播磨総合医療センター）
Imagingコメンテーター
大久保宗則（岐阜ハートセンター）
Virtual FFR コメンテーター
谷垣徹（岐阜ハートセンター）

13 : 00

15 : 00

岡山英樹（愛媛県立中央病院 ）
藏満昭一（小倉記念病院）

座長
演者

座長 天野哲也（愛知医科大学病院）

本江純子（菊名記念病院）
術者 岩淵成志（琉球大学大学院医学研究科）
コメンテーター
安藤博彦（愛知医科大学）
七里守（榊原記念病院）
進藤直久（新座志木中央総合病院）
山下武廣（北海道大野記念病院）
山脇理弘（済生会横浜市東部病院）
Imagingコメンテーター
板倉良輔（岐阜ハートセンター）
Virtual FFR コメンテーター
谷垣徹（岐阜ハートセンター）

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

17 : 00

16 : 50 ~18 : 10
ライブ５ non-wirebased FFR PCI
座長

18 : 00

高木厚（済生会川口総合病院）
角田恒和（土浦協同病院）
術者 中山雅文（岐阜ハートセンター）
コメンテーター
阿部七郎（獨協医科大学病院）
植木康志（信州大学医学部）
大塚雅人（荻窪病院心臓血管センター）
錦戸利幸（佐賀県医療センター 好生館）
村松崇（藤田医科大学）
Imagingコメンテーター
大久保宗則（岐阜ハートセンター）
Virtual FFR コメンテーター
谷垣徹（岐阜ハートセンター）

18 : 20 ~19 : 50
Town Hall Meeting
「冠動脈疾患診療のニューノーマル（狭心症・心筋梗塞からCCS・ACSへ）」

19 : 00

12 : 50 ~13 : 40 共催セミナー 3
ACS二次予防における積極的脂質低下療法の意義
座長
演者

田中 信大（東京医科大学八王子医療センター）
中野 将孝（上尾中央総合病院）
「Beyond PCI - Pharmacological Strategy to Stabilize Vulnerable Plaque」
後藤 礼司（愛知医科大学）
「積極的脂質低下療法とGDMTを考える
〜 ACS・CCSハイリスク患者とPCSK9阻害薬の役割〜」

共催：アムジェン株式会社
アステラス製薬株式会社

15 : 00 ~15 : 30 共催セミナー 4
最近のエビデンスからFFRをどう活用すべきかを考える

15 : 00 ~16 : 00
心筋シンチグラフィの底力をRational thinkingから識る

田中信大（東京医科大学八王子医療センター）
寺井英伸（心臓血管センター金沢循環器病院）

共催：株式会社カネカメディックス

15 : 40 ~16 : 40
NEXT Debate
「PCIはCCS病変の不安定化を予防するか？」

座長 園田信成（佐賀大学医学部附属病院）

米津太志（東京医科歯科大学）
演者 藤野明子（京都医療センター）
「予防します! なぜなら、Imagingが示しています」
外海洋平（大阪大学大学院医学系研究科）
「予防します! なぜなら、エビデンスが示しています」
藏満昭一（小倉記念病院）
「予防しません。なぜなら、虚血のない病変にPCIはナンセンス」
澤野充明（東京歯科大学市川総合病院）
「予防しません。なぜなら、エビデンスが示していません」

16 : 50 ~17 : 50
症例検討
「EVTにおけるPhysiologyの活用（Pressure Catheterへの期待）
」

座長 伊苅裕二（東海大学医学部付属病院）

横井宏佳（福岡山王病院）
ご意見番 山科章（桐生大学・桐生大学短期大学部）
講演 1）中埜信太郎（埼玉医科大学）
「欧米日のCCSガイドラインの動向」
2）CCS診療における虚血評価
松尾仁司（岐阜ハートセンター）
「CCS診療における冠動脈CT（FFR-CT）
」
中田智明（函館五稜郭病院）「CCS診療における心臓核医学検査」
田中信大（東京医科大学八王子医療センター）
「CCS診療における侵襲的FFR・CFR」
3）日本のCCS診療〜今後我々は何に取り組むか？〜
田倉智之（東京大学）「CCS診療の医療経済評価」
香坂俊（慶應義塾大学医学部）「CCS診療のアウトカム評価」
大竹寛雅（神戸大学医学部附属病院）「J-CCSレジストリー」
4）クロージング

座長 竹花一哉（関西医科大学）
森野禎浩（岩手医科大学）
演者 1）虚血性心不全の病態・定義
朔啓太（国立循環器病研究センター）「虚血性心不全の病態」
猪又孝元（新潟大学）「虚血性心不全の定義」
2）Debate 虚血性心不全の診断に何が最適か？
田邊健吾（三井記念病院）「①冠動脈CT（FFR-CT）」
泉佑樹（榊原記念病院循環器内科）「②心エコー」
木曽啓祐（東北大学病院）「③心筋シンチ」
総合討論

13 : 50 ~14 : 50
負荷心エコー法の底力をRational thinkingから識る

座長
演者

共催：株式会社フィリップス・ジャパン

座長 中村康雄（東京蒲田病院）

塚本毅（帝京大学医学部附属溝口病院）
演者 伊藤勝祥（藤田医科大学）
古林晃（岐阜ハートセンター）
コメンテーター
高島浩明（愛知医科大学）
谷中洋平（東京医科大学八王子医療センター）
山本泰範（福岡山王病院）
芳森亜希子（君津中央病院）

13 : 50 ~14 : 50
Post-stent FFRの世界

座長 寺井英伸（心臓血管センター金沢循環器病院）

川瀬世史明（岐阜ハートセンター）
演者 外間洋平（東京医科大学八王子医療センター）
「Post-stent FFRの意味するところは？」
大森寛行（岐阜ハートセンター）
「分岐部病変のPost-stent FFR」
浅野拓（聖路加国際病院）
「Non-wire based Post-stent FFR」
コメンテーター
藤田博（京都府立医科大学附属北部医療センター）
松下絢介（Nouvel Hôpital Civil, Université de Strasbourg）

15 : 20 ~16 : 40
ライブ４ びまん性病変

16 : 00

久保隆史（公立那賀病院）
齊藤大樹（岩手県立中央病院）
「NIRS-IVUS で考える冠疾患の病態と戦略」
若菜紀之（京都府立医科大学附属病院）
「この非責任病変へのマネジメント、どうします？」

共催：ニプロ株式会社

13 : 50 ~15 : 10
ライブ３ 石灰化病変

座長 志手淳也（大阪府済生会中津病院）

藤田勉（札幌ハートセンター）
術者 松尾仁司（岐阜ハートセンター）
コメンテーター
菊田雄悦（福山循環器病院）
佐藤匡也（坂総合病院）
日比潔（横浜市立大学附属市民総合医療センター）
船田竜一（北関東循環器病院）
正村克彦（社会医療法人財団中村病院）
Imagingコメンテーター
割澤高行（岐阜ハートセンター／聖マリアンナ医科大学）
Virtual FFR コメンテーター
谷垣徹（岐阜ハートセンター）

11 : 40 ~12 : 40
虚血性心不全×physiological thinking

12 : 50 ~13 : 40 共催セミナー 2
Intravascular NIRS+US as a “clinical tool”

共催：ゼオンメディカル株式会社
日本ライフライン株式会社

14 : 00

11 : 40 ~12 : 40
Defer病変に対するリスク評価とイベント抑制のためのOMT
座長 辻田賢一（熊本大学病院）

田中信大（東京医科大学八王子医療センター）
藏満昭一（小倉記念病院）
「Defer病変の予後は？」
塩野泰紹（和歌山県立医科大学）
「Defer病変のリスク評価、どうする？」
石井正将（熊本大学）
「Defer病変のイベントを抑制するためのOMTとは？」
コメンテーター

高島浩明（愛知医科大学）
堀江和紀（仙台厚生病院）

12 : 50 ~13 : 40 共催セミナー 1
Coronary Physiology活用術：J-CONFIRM Registryからのメッセージ
座長
演者

10 : 30 ~11 : 30
コメディカル Physiologyビデオライブ

演者

共催：ゼオンメディカル株式会社
日本ライフライン株式会社

座長 谷中洋平（東京医科大学八王子医療センター ）

山本泰範（福岡山王病院）
レポーター
中村康雄（東京蒲田病院）

村澤孝秀（東京大学医学部附属病院 ）

今井俊輔（岐阜ハートセンター）
コメンテーター
松野俊介（心臓血管研究所付属病院）
芳森亜希子（君津中央病院 ）

10 : 30 ~11 : 30
イベント発生をinvasiveに予測する

座長 上村史朗（川崎医科大学附属病院）

塩野泰紹（和歌山県立医科大学）
演者 星野昌弘（土浦協同病院）
「Physiologyで冠動脈イベントを予測する」
寺田幸誠（和歌山県立医科大学）
「Intravascular imagingで冠動脈イベントを予測する」
清家史靖（愛媛大学）
「ImagingとPhysiologyを合わせて冠動脈イベントを予測する」
コメンテーター
坂田憲治（金沢大学附属病院）
、管家鉄平（華岡青洲記念病院）

11 : 20 ~12 : 40
ライブ２ 分岐部病変

12 : 00

第三会場

座長 中村正人（東邦大学付属大橋病院）

藤田博（京都府立医科大学附属北部医療センター）
演者 横井宏佳（福岡山王病院）
仲間達也（東京ベイ・浦安市川医療センター）
岩﨑義弘（京都桂病院）
伊波巧（杏林大学医学部付属病院）
コメンテーター
鈴木健之（東京都済生会中央病院）
堀江和紀（仙台厚生病院）

共催：アシスト・ジャパン株式会社

座長 渡辺弘之（東京ベイ浦安市川医療センター）

大倉宏之（岐阜大学大学院医学系研究科）
演者 大門雅夫（東京大学医学部附属病院）
「虚血評価gold standardとしての負荷心エコー法」
出雲昌樹（聖マリアンナ医科大学）
「SHD治療に活かす」
小保方優（群馬大学医学部附属病院）ビデオ講演
「心不全 (HFpEF) 診療に活かす」

座長 中川正康（岐阜ハートセンター）

汲田伸一郎（日本医科大学付属病院）
中嶋憲一（金沢大学）
「心筋血流シンチグラフィ -による虚血定量化 JACCESSが示す真実」
松本直也（日本大学病院）
「心不全、心筋viabilityを核医学で診る」
福島賢慈（福島県立医科大学）
「INOCA、MINOCAにSPECT・PETで迫る」

演者

16 : 10 ~16 : 40 共催セミナー 5
INOCAにおける心筋シンチグラフィの役割
座長
演者

坂本裕樹（静岡県立総合病院）
塩野泰紹（和歌山県立医科大学附属病院）

共催：日本メジフィジックス株式会社

16 : 50 ~17 : 50
冠動脈CTの底力をRational thinkingから識る

座長 川﨑友裕（新古賀病院心臓血管・リズムセンター）

華岡慶一（医療法人春林会華岡青洲記念病院）
演者 香坂俊（慶應義塾大学医学部）
「CCS-GLにおける冠動脈CTの位置づけ」
藤本進一郎（順天堂大学大学院医学研究科）
「冠動脈CTによるCCSの早期診断、リスク層別化、治療戦略」
大竹寛雅（神戸大学医学部附属病院）
「冠動脈CTによる虚血診断 (FFR-CT)」
元山貞子（藤田医科大学）
「冠動脈CTによる不安定プラーク検出」

2日目
Tokyo Physiology 2022 by FRIENDS Live 日程表（3月5日
土）

2022年3月1日現在

第一会場
8 : 00

第二会場
7 : 20 ~9 : 00
Physiology評価法の基礎を学ぶ ~ビデオ放映 ~
演者

9 : 00

9 : 00 ~9 : 40 Special Lecture 2（English）
CFR and FFR for the assessment of ischemic heart disease
Chair 松尾仁司（岐阜ハートセンター）
Speaker Nils Johnson（McGovern Medical School）

座長
演者

川瀬世史明（岐阜ハートセンター）
「FFR ／ iFRの基礎理論」
藏満昭一（小倉記念病院）
「実際の計測方法・ピットフォール」
塩野泰紹（和歌山県立医科大学）
「冠微小循環評価法、各指標の特徴と計測手技」
松本直也（日本大学病院）
「負荷心筋シンチグラム読影の基本」

9 : 00 ~10 : 20
特殊病変・病態に対するFFR・NHPRの考え方
座長
演者

9 : 40 ~10 : 20 Special Lecture 3（English）
Potential of FFRCT for the treatment of ischemic heart disease
10 : 00

第三会場

阿古潤哉（北里大学医学部）
Bon-Kwon KOO（Seoul National University College of Medicine）

岩淵成志（琉球大学大学院医学研究科）
川井和哉（近森病院）
菊田雄悦（福山循環器病院）
「STEMI症例でのFFR・NHPR」
外海洋平（大阪大学大学院医学系研究科）
「NON-STEMI, 多枝症例でのFFR・NHPR」
近藤武（岐阜ハートセンター）
「不安定plaqueとFFR・NHPR」
足利貴志（武蔵赤十字病院）
「LMT病変のFFR・NHPR」
山中太（湘南鎌倉総合病院）
「重症AS症例でのFFR・NHPR」
嵐弘之（東京女子医科大）
「透析症例でのFFR・NHPR」

9 : 00 ~10 : 00
コメディカル 微小循環障害「いまさらINOCA：知らなくてイイノカ？」
座長
演者

10 : 10 ~10 : 30
コメディカル 教育講演「患者指導」
座長
演者

10 : 30 ~11 : 30
Virtual FFRの基礎
11 : 00

座長 板谷慶一（大阪市立大学 心臓血管外科 病院講師）

田中信大（東京医科大学八王子医療センター）
演者 保田和則（愛媛大学）
「Virtual FFR解析に必要な流体力学の基礎」
中西理子（東邦大学大学院医学研究科、東邦大学医療センター大森病院）
「FFRCTはどのように解析されているか？」
浅野拓（聖路加国際病院）
「QFRはどのように計算されているか？」
谷垣徹（岐阜ハートセンター）
「FFRangioはいかに計算されているか？」
清家史靖（愛媛大学）
「Imging based FFRはいかに計算されているか？」

11 : 40 ~12 : 30 共催セミナー
Deep dive into FFRCT
12 : 00

座長
演者

6

横井宏佳（福岡山王病院）
高木英誠（東北大学）
「Trans-lesional FFR Gradient」
川﨑友裕（新古賀病院）
「Latest Clinical Insights - 新古賀病院からのClinical Evidence-」
山田愼一郎（北播磨総合医療センター）
「My Clinical Experience -実臨床からの知見-」

共催：ハートフロー・ジャパン合同会社
12 : 40 ~13 : 40
FFRCTを臨床に活かす（ビデオライブ）
13 : 00

14 : 00

座長

川﨑友裕（新古賀病院心臓血管・リズムセンター）
横井宏佳（福岡山王病院）
演者 坂本知浩（済生会熊本病院）
「症例1 スマートPCI」
下地顕一郎（済生会宇都宮病院）
「症例2 LM・石灰化病変」
コメンテーター
小宮山浩大（三井記念病院）
高橋邦彰（近畿大学）
古瀬領人（済生会宇都宮病院）

10 : 30 ~11 : 30
FRIENDS塾〜 Physiologyの悩みと疑問、一問一答〜
座長

岩淵成志（琉球大学大学院医学研究科）
横井宏佳（福岡山王病院）
コメンテーター
川瀬世史明（岐阜ハートセンター）
藏満昭一（小倉記念病院）
塩野泰紹（和歌山県立医科大学）
松尾仁司（岐阜ハートセンター）

11 : 40 ~12 : 30 共催セミナー 7
Mind the CMD, Mind the Invisible One
座長
演者

松尾仁司（岐阜ハートセンター）
村井典史（横須賀共済病院）
「日常臨床に潜む冠微小循環障害を探る〜見えないモノが見えてきた! ？〜」
割澤高行（岐阜ハートセンター／聖マリアンナ医科大学）
「日常臨床で見たハズの冠微小循環障害を思い出す！〜見えないモノを診る

ために〜」

共催：アボットメディカルジャパン合同会社
12 : 40 ~14 : 10
INOCAの世界〜これが最「尖」端〜
座長
演者

田中信大（東京医科大学八王子医療センター）
藏満昭一（小倉記念病院）
清岡崇彦（東海大学）
「冠微小循環調節の基礎を学ぶ」
村井典史（横須賀共済病院）
「冠微小循環評価の現状から今後の展望」
高橋潤（東北大学）
「冠れん縮評価における冠微小血管機能評価の重要性」
東谷卓美（防衛医科大学校病院）
「INOCAから HFpEFの治療へ」
総合討論

13 : 50 ~14 : 50
Angio based FFRを臨床に活かす
座長

上原裕規（浦添総合病院）
大塚雅人（荻窪病院心臓血管センター）
浅野拓（聖路加国際病院）
「QFRを臨床に活かす」
外間洋平（東京医科大学八王子医療センター）
「vFFRを臨床に活かす」
谷垣徹（岐阜ハートセンター）
「FFRangioを臨床に活かす」
コメンテーター 七里守（榊原記念病院）

村里嘉信（九州医療センター）
演者

塚本毅（帝京大学医学部附属溝口病院）
谷中洋平（東京医科大学八王子医療センター）
村井典史（横須賀共済病院）
「狭くないけど、〇〇が狭い、ってどういうこと？どう診断するの？」
高橋潤 （東北大学）
「スパスム、ってどういう病気？どう診断するの？」
辻田賢一 （熊本大学病院）
「日本と世界の違いは？」

中村康雄（東京蒲田病院）
高山忠輝（日本大学医学部板橋病院）
「最新のOMT知識を知ろう〜クスリ・運動・禁煙など〜」

10 : 40 ~11 : 40
コメディカル「達人ドクターに聞く！症例から学ぶ一つ上のphysiology（１）」
座長

山本泰範（福岡山王病院）
澤海綾子（株式会社AY medical）
演者 芳森亜希子（君津中央病院 ）
「症例1」
村澤孝秀（東京大学医学部附属病院 ）
「症例2」
高梨賀江（心臓血管研究所付属病院 ）
「症例3」
コメンテーター
國近英樹（済生会山口総合病院）
山下淳（東京医科大学病院）

11 : 50 ~12 : 40 共催セミナー
下肢OFDIへの可能性
座長
演者

8

新家俊郎（昭和大学医学部）
鳥居翔（東海大学医学部付属病院）
「EVT領域において病理の観点から見るOFDIの下肢適用の可能性と期待」
藤原昌彦（岸和田徳洲会病院）
「OFDIでEVTを想う」

共催：テルモ株式会社

12 : 50 ~13 : 10
コメディカル教育講演 ｢FRIENDSでSHINDENZU｣
座長
演者

澤海綾子（株式会社AY medical）
真壁伸（東京蒲田病院）
「コメディカルにも知ってもらいたい虚血の評価のための心電図」

13 : 20 ~14 : 20
コメディカル「達人ドクターに聞く！症例から学ぶ一つ上のphysiology（2）」
座長

芳森亜希子（君津中央病院 ）
高梨賀江（心臓血管研究所付属病院 ）
谷中洋平（東京医科大学八王子医療センター）「症例1」
塚本毅（帝京大学医学部附属溝口病院）「症例2」
今井俊輔（岐阜ハートセンター）「症例3」
コメンテーター
小川崇之（東京慈恵会医科大学）
矢嶋純二（心臓血管研究所付属病院）
演者

14 : 20 ~14 : 50 共催セミナー 9
Post ISCHEMIA era：postISCHEMIA eraに求められる心筋シンチとは 14 : 30 ~15 : 00
座長 松本直也（日本大学病院）
コメディカル Debate「FFRか？restingか？〜俺の話を聞け！〜」
演者 木曽啓祐（東北大学病院）
共催：富士フイルム富山化学株式会社

座長 今井俊輔（岐阜ハートセンター）

澤海綾子（株式会社AY medical）
塚本毅（帝京大学医学部附属溝口病院）「何がなんでもFFR推し！」
村澤孝秀（東京大学医学部附属病院 ）「漢（おとこ）は黙ってresting ！」
コメンテーター 田中信大（東京医科大学八王子医療センター）
演者

15 : 00

15 : 00 ~15 : 30 共催セミナー 10
FFRangioTM - 当院での使用経験と今後の可能性 座長
演者

横井宏佳（福岡山王病院）
小川崇之（東京慈恵会医科大学附属病院）
七里守（榊原記念病院）

共催：キャスワークス・ジャパン合同会社
15 : 40 ~16 : 40
Imaging based FFRを臨床に活かす
16 : 00

17 : 00

座長

山本匡（社会医療法人北海道循環器病院）
中村淳（新東京病院）
清家史靖（愛媛大学）
「Imaging based FFRとは？」
谷垣徹（岐阜ハートセンター）
「IVUS-based FFRを臨床に活かす」
江守裕紀（和歌山県立医科大学）
「OCT-based FFRを臨床に活かす」
コメンテーター 大久保宗則（岐阜ハートセンター）

角谷誠（加古川中央市民病院）
演者

16 : 45 ~17 : 35 Special Lecture 4 FFR future（English）
1）Absolute coronary flow and microvascular resistance
measurements by continuous thermodilution
2）Critical review of some recent FFR trials
Chair 松尾仁司（岐阜ハートセンター）
Speaker Bernard de Bruyne（Cardiovascular Center Aalst）

17 : 40 ~18 : 40 特別企画 Debate
FFR guideか？Plaque guideか？〜最近のエビデンスから考えるFRIENDS Liveの未来〜
18 : 00

座長

赤阪隆史（和歌山県立医科大学）
上野高史（福岡記念病院）
1）ACSはPlaque guide or FFR guide ？
上田恭敬（国立病院機構大阪医療センター）「ACSはPlaque guide ！」
田中信大（東京医科大学八王子医療センター）「ACSはFFR guide ！」
2）CCSはFFR guide or Plaque guide ？
松尾仁司（岐阜ハートセンター）「CCSはFFR guide ！」
西垣和彦（岐阜市民病院 第1内科）「CCSはPlaque guide ！」
サポーター（FFR guide）
岩淵成志（琉球大学大学院医学研究科）
横井宏佳（福岡山王病院）
サポーター（Plaque guide）
寺島充康（豊橋ハートセンター）
本江純子（菊名記念病院）
演者

15 : 00 ~16 : 00
Post ISCHEMIA era：postISCHEMIA eraに求められるPCIとは
座長

園田信成（佐賀大学医学部附属病院）
上妻謙（帝京大学医学部附属病院）
演者 仁科秀崇（筑波メディカルセンター病院）
「虚血に基づくPCI、ダメですか？」
久保隆史（公立那賀病院）
「Imaging-Guided PCIの真価が問われる時代へ！」
角辻暁（大阪大学大学院医学系研究科）
「Post-ISCHEMIA Eraに求められるCTO PCIとは？」
コメンテーター 浅野拓（聖路加国際病院）

坂田憲治（金沢大学附属病院）

仲吉孝晴（久留米大学心臓血管内科）

16 : 10 ~16 : 40 共催セミナー 11
PCI後の抗血栓療法 P2Y12受容体拮抗薬のNew Trends
座長
演者

横井宏佳（福岡山王病院）
中澤学（近畿大学）

共催：第一三共株式会社
16 : 50 ~18 : 10
Post ISCHEMIA era：OMTを極める
座長

大倉宏之（岐阜大学大学院医学系研究科）
田邊健吾（三井記念病院）
演者 新美望（慶應義塾大学医学部）
「そもそもOMTとは？」
土肥智貴（順天堂大学医学部）
「Lipid lowering therapyで心血管イベントリスクを低下させる」
苅尾七臣（自治医科大学）
「BP controlで心血管イベントリスクを低下させる」
岸拓弥（国際医療福祉大学）
「DM controlで心血管イベントリスクを低下させる」
コメンテーター 金子海彦（札幌心臓血管クリニック）

外海洋平（大阪大学大学院医学系研究科）

夏秋政浩（佐賀大学医学部）

15 : 10 ~16 : 10
コメディカル
「だれでもわかる！不安定プラーク徹底講義～不安定プラークってよく聞くけど、どういうモノ？～」

座長 村澤孝秀（東京大学医学部附属病院 ）

今井俊輔（岐阜ハートセンター）
中澤学（近畿大学医学部）
「冠動脈病理の基礎〜そもそも不安定プラークってナニ？〜」
久米輝善（川崎医科大学）
「血管内イメージングによる評価〜 OCT ／ OFDIでどんな風に見える？〜」
鳥羽敬義（神戸大学医学部附属病院）
「プラーク不安定化と冠血行動態〜どんな関係か知ってる？〜」

演者

16 : 20 ~16 : 50 共催セミナー 12
石灰化病変に対するDES治療～模擬血管モデルでの実験から考察する～
座長
演者

坂本知浩（済生会熊本病院）
岩淵成志（琉球大学病院）

共催：日本メドトロニック株式会社

