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15TH TRANS CATHETER IMAGING FORUM

TCIF2022

NOGAで探る
AGINGとMULTIMORBIDITY

日程

2022年5月25日（水曜日）〜28日（土曜日）
第1日 5月25日（水曜日）：18時〜20時25分
第2日 5月26日（木曜日）：18時〜20時10分
第3日 5月27日（金曜日）：18時〜20時10分
第4日 5月28日（土曜日）：13時〜17時10分

WEB開催（Zoom）



第15回TCIF研究会開催に
あたって

COVID-19の世界的なパンデミックは、大きな社会的、経済的な打撃を与えています。医療界
も大きなダメージを受け、診療だけでなく、学術的活動にも影響が出ています。初期には開催
延期・中止となる学術集会もありましたが、最近ではオンラインでの開催が定着しつつありま
す。NPO法人日本血管映像化研究機構においても、例年絶えることなく開催してきたライブ研
究会であるTrans-Catheter Imaging Forum（TCIF）を、前回開催時（TCIF2021）よりオンラ
インで開催しています。オンラインによる２回目の開催となる今回の第15回TCIF(TCIF2022)で
は、参加者の利便性に配慮して開催日時を2022年5月25日（水曜日）〜27日（金曜日）の18
時〜20時、28日（土曜日）の13時〜17時に設定しました。遠方から会場へ出張することが困
難であっても容易に参加できるオンラインの利便性を生かし、さらに日常業務が終わったあと
でも参加できるように考えて時間を設定しました。反面、オンライン開催のデメリットとして十分
な議論ができないことを挙げる人がいますが、それはできる/できないの問題ではなく、やるか
/やらないかの問題と考えます。第15回TCIF(TCIF2022)においては、各セッションにおける議
論のテーマを明らかにし、座長・演者・コメンテーターといった多くの役割者が、遠慮なく各自
の持論を戦い合わせることを目指してプログラム作成に努力を致しました。

血流維持型汎用血管内視鏡（NOGA）は、血管内を直接肉眼的に観察することができ、肉眼
的に観察することで初めて明らかとなる病態が数多くあります。その一つが大動脈の内視鏡
的観察によって初めて観察できた内膜病変です。人類は経年的に血管病変が起こり始めま
す。中年層以降になると大動脈内には多くの動脈硬化性プラークが発生し、次々と破裂が起
こり、そこから生涯にわたって血栓形成の原因物質やコレステロール結晶が全身の臓器へ向
かい浮遊し、末梢に塞栓し続けていることが明らかになってきました。また、大動脈血管壁に
存在する微小な亀裂が、徐々に成長し、最終的には突発的に致命的な大動脈解離に至る症
例があることも明らかにされつつあります。

第15回TCIF(TCIF2022)においては、「大動脈からの継続的な塞栓症が、脳・腎臓・下肢など
の臓器障害・老化の原因になっているのか？」「大動脈壁の亀裂は大動脈解離の初期病変な
のか？」などの問題について、本邦の第一人者の先生方の主張を戦わせて十分な議論を行
いたいと考えています。また、これまで同様、ライブで血管内視鏡検査の実際を見ながら解説
することで、手法的にあまり馴染みのない人にも理解してもらえると思います。

プログラム委員一同



TCIF正会員入会のご案内とお願い

ファイバーは、本邦が最も得意とする工業製品の一つであり、世界で大きな市場占有率を
維持しています。私どもは１９７０年代の末からこの光ファイバーを用い、血管、殊に冠状動
脈の内腔を直視的に観察するファイバー・カテーテルの研究・開発に取り組み、３０年に近
い苦心の末、現在本邦のみで使用が許可されている、臨床使用上極めて安全な非閉塞式
阻血型の血管内視鏡を完成させました。このカテーテル内視鏡はこれまで多くの医学上の
重要な発見をもたらし、欧米の著名な医学書に新しい研究成果として記載され始めていま
す。

しかし、残念なことに血管内視鏡を用いて重要な医学情報を活用出来る国内の施設は少な
く、学会活動を通じての認知・普及は未だ十分な成果を上げていない現況にあり、さらに海
外では未だ実績としては、皆無に近い状況にあります。

この様な状況を打開していく目的で、２００６年以来TCIF（Trans Catheter Imaging Forum）を
年１回、大阪市において開催してきました。本研究会は血管内視鏡を中心に現在本邦で使
用可能な全ての映像モダリティを駆使して、治療施設と会場全員が参画して、TVライブ中継
下に診断、病態、治療適応を徹底的に検討し、考え得る最適な治療方針を選択することに
努めてきました。毎回全国から関心を持つ医療関係者を中心に多くの方々の参加を得て、
大きな反響と高い評価を頂いてまいりました。

今後この領域の発展が、多くの、特に心臓循環器領域の研究・治療に革新的変化をもたら
すものと確信し、本法人運営の為、何卒、皆様のご入会とお力添えを切にお願い致すもの
であります。

（詳しくは下記事務局までお問い合わせください。）
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御協力企業
アステラス製薬株式会社　　アストラゼネカ株式会社　　アボットメディカルジャパン合同会社

アムジェン株式会社　　エア・ウォーター・リンク株式会社　　エドワーズライフサイエンス株式会社

株式会社エムアイディ　　株式会社エム・イー　　大塚製薬株式会社　　小野薬品工業株式会社

協 和 キリン 株 式 会 社　　興 和 株 式 会 社　　サノフィ株 式 会 社　　シ ー マン 株 式 会 社

シーメンスヘルスケア株式会社　　第一三共株式会社　　大日本住友製薬株式会社

株式会社ダテ・メディカルサービス　　田辺三菱製薬株式会社　　中外製薬株式会社

テクノウッド株式会社　　トーアエイヨー株式会社　　テルモ株式会社　　ニプロ株式会社

日本メジフィジックス株式会社　　日本メドトロニック株式会社　　ノバルティスファーマ株式会社

バイエル薬品株式会社　　ファイザー株式会社　　株式会社富士薬品　　株式会社ホクシンメディカル

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　　持田製薬株式会社

大阪メトロ「阿波座駅」（中央線１号出口・
千日前線９号出口）から徒歩約 15 分

非営利活動法人（認定NPO法人）日本血管映像化研究機構

（五十音順）

個人正会員 入会金 年会費（２年目以降）

医師 10,000円 10,000円

医師以外 5,000円 5,000円

個人正会員 無料

非会員 15,000円

入会金・年会費

TCIF参加費



日本血管映像化研究機構役員
TCIF2022プログラム委員会

特定非営利活動（ＮＰＯ）法人 日本血管映像化研究機構役員一同

理事長 平山篤志（大阪警察病院 循環器内科 特別顧問）

副理事長 上田恭敬（国立病院機構大阪医療センター循環器内科 科長）

副理事長 小松 誠（大阪暁明館病院 心臓血管病センター長）

理 事 由谷親夫（森ノ宮医療大学大学院保健医療学研究科 教授）

理 事 石原正治（兵庫医科大学 循環器・腎透析内科学講座 教授）

理 事 井上隆彦（フェニックス法律事務所 弁護士）

理 事 樋口義治（大阪警察病院 循環器内科部長）

理 事 西 宏之（国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科 科長）

監 事 村上貴志（大阪市立総合医療センター心臓血管外科部長）

監 事 深町大介（日本大学循環器内科 助教）

名誉理事長兼理事長事務代行

児玉和久（大阪警察病院 名誉院長、大阪暁明館病院 特別顧問）

名誉理事 栗林幸夫（慶應義塾大学医学部名誉教授）

第１５回Trans-Catheter Imaging Forum（TCIF2022）プログラム委員会
委員長 上田恭敬（国立病院機構大阪医療センター循環器内科 科長）

委員 小松 誠（大阪暁明館病院 心臓血管病センター長）

委員 樋口義治（大阪警察病院 循環器内科部長）

委員 由谷親夫（森ノ宮医療大学大学院保健医療学研究科 教授）

顧問 児玉和久（大阪警察病院 名誉院長、大阪暁明館病院 特別顧問）



TCIF2022 DIRECTOR & FACULTY
大阪暁明館病院カテーテルスタッフ

児玉 和久
大阪暁明館病院

循環器内科

由谷 親夫
森ノ宮医療大学

保健医療学研究科

上田 恭敬
国立病院機構大阪医療センター

循環器内科

樋口 義治
大阪警察病院

循環器内科

小松 誠
大阪暁明館病院

循環器内科

西 宏之
国立病院機構大阪医療センター

心臓血管外科

朝倉 正紀
兵庫医科大学

循環器・腎透析内科

阿部 七郎
獨協医科大学

心臓・血管内科/循環器内科

飯原 弘二
国立循環器病研究センター

伊苅 裕二
東海大学

循環器内科

池田 善彦
国立循環器病研究センター

病理診断科

市川 稔
市立東大阪医療センター

循環器内科

岩 信造
大阪暁明館病院

循環器内科

大原 知樹
大阪暁明館病院

循環器内科

岡崎 周平
大阪大学

神経内科

奥村 恭男
日本大学

循環器内科

角田 恒和
土浦協同病院

川上 秀生
県立今治病院

循環器内科

河原 洋
伊勢原協同病院

循環器内科

木村 和美
日本医科大学

脳神経内科

木村 茂樹
横浜南共済病院

循環器内科

小泉 淳
千葉大学

千葉大学 画像診断・放射線腫
瘍画像診断センター

小嶋 啓介
日本大学

循環器内科

小林 修三
湘南鎌倉総合病院

腎臓病総合医療センター

佐藤 明
山梨大学

循環器内科

重永 豊一郎
東京ハートセンター

循環器内科

志村 信一郎
東海大学

心臓血管外科

臺 和興
広島市民病院

循環器内科

高橋 覚
大阪暁明館病院

循環器内科

髙見澤 格
榊原記念病院

循環器内科

武輪 光彦
大阪暁明館病院

循環器内科

田邉 康宏
聖マリアンナ医科大学

循環器内科

辻田 賢一
熊本大学

循環器内科

寺川 宏樹
JR広島病院
循環器内科

鳥居 翔
東海大学

循環器内科

中澤 学
近畿大学

循環器内科

中西 直彦
京都府立医科大学

循環器内科

野口 暉夫
国立循環器病研究センター

冠疾患科

Director

Faculty



TCIF2022 DIRECTOR & FACULTY
大阪暁明館病院カテーテルスタッフ

野田 大孝
森ノ宮医療大学

羽尾 裕之
日本大学

人体病理

濱野 高行
名古屋市立大学

腎臓内科

藤野 明子
国立病院機構京都医療センター

循環器内科

藤本 茂
自治医科大学

脳神経内科

松岡 宏
朝倉さわやかクリニック

松本 典子
日本医科大学

神経・脳血管内科

三瀬 直文
三井記念病院

南口 仁
大阪警察病院

循環器内科

村上 貴志
大阪市立総合医療センター

心臓血管外科

持田 泰寛
湘南鎌倉総合病院

腎臓病総合医療センター

山崎 貴紀
大阪公立大学

循環器内科

山根 治野
国立病院機構大阪医療センター

循環器内科

横井 宏佳
福岡山王病院

Faculty

医師 心臓血管病センター

児玉 和久 由谷 親夫

大原 知樹 小松 誠

武輪 光彦 高橋 覚

放射線科

西河 仙均 田村 博一

杉元 萌 北井 梨沙子

森山 杏花

臨床検査科

松本 幸一 赤井 未来

入田 薫 山本 彩加

濱野 奈央 岩 信造

臨床工学科

半田 浩志 玉元 大輔

溝口 裕隆 藤野 公輔

看護部

梯 千鶴 上本 真樹

矢西 潤子 徳 美幸

大畠 麻衣 廣本 朱美

藤原 久子 東尾 豊

無量井 美佳

大阪暁明館病院カテーテルスタッフ



第1日
2022年5月25日（水曜日）

18:00～20:25

• 18:00～18:20 開会の挨拶
児玉和久（ NPO法人日本血管映像化研究機構名誉理事長）

• 18:20～19:05 大動脈からの全身塞栓症と臓器障害１（脳）
座長

樋口義治（大阪警察病院 循環器内科）

木村和美（日本医科大学脳神経内科）

コメンテーター

岡崎周平（大阪大学 神経内科学）

松本典子（日本医科大学 神経・脳血管内科）

藤本 茂（自治医科大学 神経内科学）

飯原弘二（国立循環器病研究センター）

由谷親夫（森ノ宮医療大学）

寺川宏樹（JR広島病院 循環器内科）

発表

「脳卒中治療ガイドライン2021の問題点」
児玉和久（大阪暁明館病院 循環器内科）

「大動脈原性脳梗塞栓症が疑われた症例」

濵中佑馬（大阪警察病院 循環器内科）

「大動脈自然破綻プラーク研究の進歩～大動脈原性脳梗塞栓症をどう
診断するか」

小松 誠（大阪暁明館病院 循環器内科）

総合討論



第1日
2022年5月25日（水曜日）

18:00～20:25

• 19:05～19:55 大動脈からの全身塞栓症と臓器障害２（下肢、腎臓
等）
座長

小林修三（湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター）

小嶋啓介（日本大学 循環器内科）

コメンテーター

濱野高行（名古屋市立大学 腎臓内科）

持田泰寛（湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター）

由谷親夫（森ノ宮医療大学）

小松 誠（大阪暁明館病院 循環器内科）

山崎貴紀（大阪公立大学 循環器内科）

山根治野（国立病院機構大阪医療センター 循環器内科）

阿部七郎（獨協医科大学 心臓・血管内科/循環器内科）

発表

「腎臓内科医から見たCholesterol Crystal Embolism」
三瀬直文（三井記念病院 腎臓内科）

「病理から考えるAtherothromboembolismと重症下肢虚血」
鳥居 翔（東海大学 循環器内科）

「血管内視鏡でPADの病態を読み解く」
山崎貴紀（大阪公立大学 循環器内科）

総合討論



第1日
2022年5月25日（水曜日）

18:00～20:25

• 19:55～20:25 セミナー１
（共催企業：第一三共株式会社）

座長

中澤 学（近畿大学 循環器内科）

講演

「高齢化社会において心房細動治療はどうあるべきか？

～超高齢心房細動に対する抗凝固療法の話題も含めて～」

南口 仁 （大阪警察病院 循環器内科）



第2日
2022年5月26日（木曜日）

18:00～20:10

• 18:00～18:50 血管内視鏡ライブデモンストレーション
座長

小松 誠（大阪暁明館病院 循環器内科）

樋口義治（大阪警察病院 循環器内科）

オペレーター

小松 誠（大阪暁明館病院 循環器内科）

高橋 覚（大阪暁明館病院 循環器内科）

カテ室コメンテーター

大原知樹（大阪暁明館病院 循環器内科）

症例提示

武輪光彦（大阪暁明館病院 循環器内科）

• 18:50～19:40 血管内視鏡手技および採取検体の病理解析の実
際
座長

小松 誠（大阪暁明館病院 循環器内科）

樋口義治（大阪警察病院 循環器内科）

オペレーター

由谷親夫（森ノ宮医療大学）

小松 誠（大阪暁明館病院 循環器内科）

岩 信造（大阪暁明館病院 循環器内科）

野田大孝（森ノ宮医療大学）



第2日
2022年5月26日（木曜日）

18:00～20:10

• 19:40～20:10 セミナー２
（共催企業：バイエル薬品株式会社）

座長

奥村恭男（日本大学 循環器内科）

講演

「心房細動合併の冠動脈疾患治療 −AFIRE研究からのメッ
セージ−」
野口暉夫（国立循環器病研究センター 冠疾患科）



第3日
2022年5月27日（金曜日）

18:00～20:10

• 18:00～18:50 冠動脈および血管内視鏡によるその他の観察対象
座長
上田恭敬（国立病院機構大阪医療センター 循環器内科）
伊苅裕二（東海大学 循環器内科）

コメンテーター
由谷親夫（森ノ宮医療大学）
横井宏佳（福岡山王病院 循環器内科）

中西直彦（京都府立医科大学 循環器内科）
藤野明子（国立病院機構京都医療センター 循環器内科）

羽尾裕之（日本大学 人体病理）
河原 洋（伊勢原協同病院 循環器内科）

川上秀生（県立今治病院 循環器内科）
髙見澤 格（榊原記念病院 循環器内科）

発表
「剖検心におけるPCIとコレステロール結晶塞栓子の病態に関す
る研究」
由谷親夫（森ノ宮医療大学）

「血管内腫瘍を直視下に制憲するための非閉塞型血管内視鏡の
応用」
小泉 淳（千葉大学 画像診断・放射線腫瘍画像診断セン
ター）

「血管内視鏡による経皮的心房中隔欠損閉鎖術後の閉鎖栓の内
膜被覆度の評価」
田邉康宏（聖マリアンナ医科大学 循環器内科）

総合討論



第3日
2022年5月27日（金曜日）

18:00～20:10

• 18:50～19:40 大動脈の構造破壊と急性大動脈症候群・血管内視
鏡ガイドによる大動脈ステントグラフト術
座長

西 宏之（国立病院機構大阪医療センター 心臓血管外科）

小松 誠（大阪暁明館病院 循環器内科）

コメンテーター

池田善彦（国立循環器病研究センター 病理診断科）

小泉 淳（千葉大学 画像診断・放射線腫瘍画像診断センター）

志村信一郎（東海大学 心臓血管外科）

村上貴志（大阪市立総合医療センター心臓血管外科）

小嶋啓介（日本大学 循環器内科）

高橋 覚（大阪暁明館病院 循環器内科）

発表

「血管内視鏡による大動脈解離の先制診断への挑戦」

小松 誠（大阪暁明館病院 循環器内科）

「血管内視鏡ガイドによる大動脈解離治療」

西 宏之（国立病院機構大阪医療センター 心臓血管外科）

「原因不明の背部痛と大動脈損傷」

高橋 覚（大阪暁明館病院 循環器内科）

総合討論



第3日
2022年5月27日（金曜日）

18:00～20:10

• 19:40～20:10 セミナー３
（共催企業：日本メドトロニック株式会社）

座長

石原正治（兵庫医科大学 循環器・腎透析内科）

講演

「TAVI後のCoronary access」
市堀泰裕（大阪警察病院 循環器内科）



第4日
2022年5月28日（土曜日）

13:00～17:10

• 13:00～14:00 一般演題セッション１
座長

松岡 宏（朝倉さわやかクリニック）

市川 稔（市立東大阪医療センター 循環器内科）

• 14:00～15:00 一般演題セッション２
座長

角田恒和（土浦協同病院）

木村茂樹（横浜南共済病院 循環器内科）

• 15:00～16:00 一般演題セッション３
座長

臺 和興（広島市民病院 循環器内科）

重永豊一郎（東京ハートセンター 循環器内科）

• 16:00～16:30 セミナー４
（共催企業：アストラゼネカ株式会社・小野薬品工業株式会社）

座長

佐藤 明（山梨大学 循環器内科）

講演

「慢性心不全治療におけるSGLT2阻害薬の真価」
柴田 敦（大阪公立大学 循環器内科）



第4日
2022年5月28日（土曜日）

13:00～17:10

• 16:30～16:40 レジストリー研究からの報告
小嶋啓介（日本大学 循環器内科）

• 16:40～16:55 認定NPO法人日本血管映像化研究機構総会
児玉和久（ NPO法人日本血管映像化研究機構名誉理事長）

• 16:55～17:00 優秀演題表彰式
樋口義治（大阪警察病院 循環器内科）

• 17:00～17:05 TCIF2022の総括
小松 誠（大阪暁明館病院 循環器内科）

• 17:05～17:10 閉会の挨拶
児玉和久（ NPO法人日本血管映像化研究機構名誉理事長）



ＮＰＯ法人日本血管映像化研究機構の
活動と寄附のお願い

ＮＰＯ法人日本血管映像化研究機構設立より、10年が経過しました。
この間皆様のご支援により「医療技術の向上を促し、広く社会へ貢
献を目指す」という目的に沿って活動を続けてまいりました。

内視鏡を用いた動脈硬化疾患の理解の浸透という事業が次第に成
果を生み出しつつあります。ただ、今後のさらなる発展には、この革
新的な医療技術を定着させ、多くの医療機関で標準技術として使わ
れるようになることが必要です。それには、地道ではありますが、数
多くのデータの蓄積をえるための臨床研究や広報活動が必須です。
革新的な技術を広く普及させたいと思い、皆様のさらなるご協力をお
願いする次第です。

また、NPO法人血管映像化研究機構は、2020年12月14日に大阪
市より認定NPO法人の認可を受け、皆様からのご寄付については
寄付金控除の対象となります。

（詳しくは下記事務局までお問い合わせください。）

大
阪
メ
ト
ロ
四
つ
橋
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御協力企業
アステラス製薬株式会社　　アストラゼネカ株式会社　　アボットメディカルジャパン合同会社

アムジェン株式会社　　エア・ウォーター・リンク株式会社　　エドワーズライフサイエンス株式会社

株式会社エムアイディ　　株式会社エム・イー　　大塚製薬株式会社　　小野薬品工業株式会社

協 和 キリン 株 式 会 社　　興 和 株 式 会 社　　サノフィ株 式 会 社　　シ ー マン 株 式 会 社

シーメンスヘルスケア株式会社　　第一三共株式会社　　大日本住友製薬株式会社

株式会社ダテ・メディカルサービス　　田辺三菱製薬株式会社　　中外製薬株式会社

テクノウッド株式会社　　トーアエイヨー株式会社　　テルモ株式会社　　ニプロ株式会社

日本メジフィジックス株式会社　　日本メドトロニック株式会社　　ノバルティスファーマ株式会社

バイエル薬品株式会社　　ファイザー株式会社　　株式会社富士薬品　　株式会社ホクシンメディカル

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　　持田製薬株式会社

大阪メトロ「阿波座駅」（中央線１号出口・
千日前線９号出口）から徒歩約 15 分

非営利活動法人（認定NPO法人）日本血管映像化研究機構

（五十音順）
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ご協力企業

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

朝日インテックJセールス株式会社

アステラス製薬株式会社

アストラゼネカ株式会社

アボットメディカルジャパン合同会社

アムジェン株式会社

小野薬品工業株式会社

株式会社エムアイディ

株式会社ダテ･メディカルサービス

株式会社ホクシンメディカル

株式会社富士薬品

興和株式会社

シーマン株式会社

田辺三菱製薬株式会社

第一三共株式会社

テルモ株式会社

ニプロ株式会社

日本オーバスネイチ財団

日本メジフィジックス株式会社

日本メドトロニック株式会社

ノバルティスファーマ株式会社

バイエル薬品株式会社

ファイザー株式会社

メディキット株式会社

中山書店

この他、ＮＰＯ法人日本血管映像化研究機構への寄附にてご協力いただいている企業もあります。
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To  s e r ve 
p a t i e n t s
患者さんのために、今できるすべてを

アムジェンは1980年、バイオテクノロジーの黎明期に

米国カリフォルニア州ロサンゼルス近郊にて産声を上げました。

バイオテクノロジーを患者さんのために役立てることを決意し、

以来、探求を重ねてきました。

40年を経た現在、アムジェンは世界最大規模の

独立バイオテクノロジー企業へと成長しました。

日本では、循環器疾患、がん、骨疾患、炎症・免疫性疾患、

神経疾患の領域に重点を置き、

アンメット・メディカルニーズに応える製品開発を進めています。

アムジェン株式会社の
詳細につきましては
こちらをご覧ください

2021_Amgen_Vertical_A4.indd   1 2021/01/26   17:13



Zone Master Neo®
Z model

造影剤自動注入装置

Zone Master Neo
［ゾーン マスター ネオ］

FAX（06）6354-7114
FAX（03）5207-3522
FAX（092）283-7401
FAX（052）218-7338

本 社

東 京 支 店
九 州 支 店
名古屋営業所

大阪市北区東天満1丁目12番10号　〒530-0044
TEL（06）6354-7702
TEL（03）5207-3521
TEL（092）283-7400
TEL（052）218-7337

販 売 名： ゾーンマスター  ネオ
認 証 番 号： 229ADBZX00122000
製造販売元： スーガン株式会社

操作パネル以外に、4.2型LCDを
インジェクタヘッド両側面に配置

〈お問い合せ先〉













15TH TRANS CATHETER IMAGING FORUM

TCIF2022

NOGAで探る
AGINGとMULTIMORBIDITY

一般演題



第4日
2022年5月28日（土曜日）

13:00～17:10

• 13:00～14:00 一般演題セッション１
座長

松岡 宏（朝倉さわやかクリニック）

市川 稔（市立東大阪医療センター 循環器内科）

演題１ 「主幹脳動脈閉塞例を伴う急性期脳梗塞に対する血栓回収療法におけるコ
レステリン結晶の観察」

松本典子、鈴木健太郎、沼尾紳一郎、中上徹、片野雄大、齊藤智成、青木淳
哉、木村和美（日本医科大学 脳神経内科、同 病理学）

演題２ 「慢性大動脈解離術後の偽腔内血栓を血管内視鏡で診断した1例」
清水理葉、村上友梨、墨 誠（埼玉県立循環器・呼吸器病センター）

演題３ 「Covered stentとZES間のgapに再狭窄を繰り返し, 血管内視鏡とOCTで
観察した一症例」

藍原和史、天内士郎、久野貴弘、石橋洋平、石井秀樹（群馬大学医学部附属
病院循環器内科）

演題４ 「デバイス感染に対する経皮的リード抜去において、血管内視鏡検査から見
えてくる今後の展望」

中渡瀬智、南口仁、安永元樹、濵中佑馬、志波幹夫、神田貴史、森直己、市
堀泰裕、林 隆治、牧野信彦、平山篤志、樋口義治（大阪警察病院 循環器内
科）



第4日
2022年5月28日（土曜日）

13:00～17:10

• 14:00～15:00 一般演題セッション２
座長

角田恒和（土浦協同病院）

木村茂樹（横浜南共済病院 循環器内科）

演題５ 「静脈内血栓との鑑別を要した静脈内腫瘍浸潤を血管内視鏡で診断し得た
一例」

山崎貴紀（大阪公立大学）

演題６ 「CT解析による大動脈周囲脂肪と大動脈不安定プラークとの関係（血管内
視鏡を用いての観察）」

小山裕、小嶋啓介、高橋 くらら、宮川真嗣、右田昌平、溝渕公規、田中雄
大、大角彰仁、藤戸秀聡、福本勝文、江渕康柔、新井陸、門傅昌樹、竹井
規雄、玉城貴啓、飯田維人、村田伸弘、深町大介、奥村恭男（日本大学）

演題７ 「浅大腿動脈に留置後、半年で閉塞した薬剤溶出性ステントを血流維持型
血管内視鏡で観察した一例」

山根治野（国立病院機構大阪医療センター 循環器内科）

演題８ 「DCB後に血管内視鏡とFFRのフォローアップを施行し得たステント内狭窄
の一例」

上谷晃由、大野広貴、川又萌子、大下晃、川上秀生（愛媛県立今治病院 循
環器内科）



第4日
2022年5月28日（土曜日）

13:00～17:10

• 15:00～16:00 一般演題セッション３
座長

臺 和興（広島市民病院 循環器内科）

重永豊一郎（東京ハートセンター 循環器内科）

演題９ 「Cholesterol Embolization Syndrome発症前の血流維持型汎用血管内
視鏡から検討する発症機序の考察」

高橋 覚（大阪暁明館病院 循環器内科）

演題１０ 「大動脈内視鏡における位置情報の取得法、情報の扱いについて」

小松誠、高橋覚、由谷親夫、岩信造、武輪光彦、大原知樹、児玉和久（大阪
暁明館病院 循環器内科）

演題１１ 「冠動脈および胸部下行大動脈からコレステロール結晶を検出した一例」

渡部浩明、石井雄一郎、矢口拓実、平谷太吾、星智也、家田真樹（筑波大学附
属病院 循環器内科）

演題１２ 「高Lp (a)血症と大動脈内視鏡所見の検討」
臺 和興、木村由香、吉井 奏、重里侑甫、友森俊介、檜垣忠直、大井邦臣、
川瀬共治、西樂顕典、大橋紀彦、末成和義、西岡健司、正岡佳子、塩出宣雄、
中野由紀子*（広島市民病院 循環器内科、*広島大学病院 循環器内科）
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