
The 54th Annual Scientific Meeting of the Japan Atherosclerosis Society

Program Timetable

1日目　2022年7月23日（土）

Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 Room 5 Room 6 Poster

２F ３F ４F ５F ５F ５F ２F/4F

17:00

18:00

19:00

14:00

15:00

16:00

11:00

12:00

13:00

8:00

9:00

10:00

Venue Kurume City Plaza

社員総会

JAS-KSoLA Joint 
symposium

Risk prediction and 

prevention of stroke in Asia

Chair：Hidenori Arai

Speaker：Masayasu Matsumoto

Speaker：Akira Fujiyoshi

Speaker：Yong-Jae Kim

Speaker：Jeong-Min Kim

Invited Lecture1
Chair：Jianglin Fan
Speaker：Karin E. Bornfeldt 

ダイバーシティ委員会企画

座長：斯波 真理子、佐藤 加代子

演者：藤岡 由夫、森 健太

開会式

スポンサード
シンポジウム1

トリグリセライド管理の
意義を紐解く

～過去から現在、そして
未来へのメッセージ～

座長：荒木 栄一、塚本 和久

演者：川口 巧、曽根 博仁

演者：安田 宜成、安田 聡

共催：興和株式会社

第30回若手研究者奨励賞結

果発表

明日への
シンポジウム１

脳心腎臓血管病の予防

座長：北川 一夫、野出 孝一

演者：北川 一夫、野出 孝一

演者：庄司 哲雄、秦 淳

シンポジウム3

糖尿病におけるASCVD発症抑制をめ

ざして～新しい治療ターゲットと臨床

OUTCOME～

座長：島袋 充生、石垣 泰

演者：福田 大受、坂東 泰子

演者：加藤 恵理、片上 直人

シンポジウム2

心血管病の
次世代診断・治療法

座長：古賀 純一郎、山下 篤

演者：中神 啓徳、米満 吉和

演者：斯波 真理子、黒岩 靖淳

シンポジウム1

動脈硬化性疾患管理に
おける老化と性差を考える

座長：秋下 雅弘、神﨑 恒一

演者：永井 久美子、宮地 元彦

演者：竹屋 泰、山田 容子

シンポジウム5

来たれ迷える大学院生、
若手研究者 最新研究

TECH-Seminar 

座長：古橋 眞人、古賀 純一郎

演者：尾野 亘、澤口 朗

演者：洲崎 悦生、伊藤 香緒里

会長講演1
座長：友池 仁暢

演者：江頭 健輔

会長講演2
座長：居石 克夫

演者：浅田 祐士郎

明日への
シンポジウム２

生活習慣・栄養分野におけ
るガイドライン2022の
トピックスと今後の課題

座長：吉田 博、曽根 博仁

演者：藤岡 由夫、石田 達郎

演者：亀山 詞子、木庭 新治

演者：井上 茂

第17回五島雄一郎賞
受賞講演

座長：秋下 雅弘

演者：山岸 良匡

第23回日本動脈硬化学会
賞受賞講演

座長：石橋 俊

演者：平田 健一

第39回大島賞受賞講演
演者：山下 静也

シンポジウム4

原発性脂質異常症調査研
究班共催：行列のできる診
療所第2弾：脂質異常症難

病ケーススタディ

座長：斯波 真理子、島野 仁

演者：井山 慶大、松原 正樹

演者：乾 あやの、高瀬暁、古田 泰久

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：多田 隼人、小倉 正恒

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：長坂 博範、高橋 学

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：小関 正博

ランチョンセミナー1
高純度EPA製剤の

新たな展開

座長：野出 孝一

演者：増田 大作、吉田 博

共催：持田製薬株式会社

Day 1：2022/7/23（Sat.）

ランチョンセミナー2

座長：野村 政壽

演者：西川 武志

共催：住友ファーマ株式会社

ランチョンセミナー3

座長：山下 静也

演者：荒井 秀典

共催：大塚製薬株式会社

オンデマンド

On-demandE ：English Session

オンデマンド オンデマンド

On-demand オンデマンド

オンデマンド

オンデマンド

オンデマンド

オンデマンド

オンデマンド

オンデマンドオンデマンド

オンデマンド

診断技術向上セミナー

With コロナ時代の動脈硬化診

断技術１ 超音波編

座長：伏見 悦子、久保田 義則

演者：福住 典子、古島 早苗

演者：中野 明子

診断技術向上セミナー

特別セッション

成人家族性高コレステロール血症スク

リーニングに用いる「超音波による

アキレス腱厚測定」の標準的評価法

座長：松尾 汎、久保田 義則

演者：野原 淳、道倉 雅仁

演者:石崎 一穂

一般演題（口演）
Oral session

60分

合同シンポジウム1
（日本肝臓学会）

脂質異常症と脂肪肝の
クロストーク

座長：川口 巧、小関 正博

演者：米田 正人、今 一義

演者：高橋 宏和

診断技術向上セミナー

Withコロナ時代の動脈硬化

診断技術２ 機能診断編

座長：野出 孝一、石崎 一穂

演者：冨山 博史、東 幸仁

演者：八鍬 恒芳

診断技術向上セミナー

Withコロナ時代の動脈硬化

診断技術３ 画像診断編

座長：田邊 一明、赤坂 和美

演者：濱口 浩敏、小田代 敬太

閉会挨拶 梶波 康二

若手育成企画
脂質異常専門外来の『いろは』

～はじめてのFH症例でも、

これで困らない～

座長・症例提示：森 健太、馬渕 卓

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：山下 静也、三井田 孝

パネリスト：増田 大作

診断技術向上セミナー
ハンズオンセッション

明日から使える！動脈硬化非侵襲

診断法の実技指導

座長：濱口 浩敏、松尾 汎

演者：福住 典子、山本 多美

演者：古島 早苗、中野 明子

演者：八鍬 恒芳、道倉 雅仁

一般演題
（ポスター）
Poster
Session

60分

オンデマンド

研究倫理に関する
教育講演

座長：古賀 純一郎

演者：河原 直人

オンデマンド

第30回若手研究者奨励
賞受賞講演選考発表会

座長：浅田 祐士郎、江頭 健輔

演者：土井 貴仁、内門 義博

演者：青山 二郎

一般演題（口演）
Oral session

60分

一般演題（口演）
Oral session

60分

E

E
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The 54th Annual Scientific Meeting of the Japan Atherosclerosis Society

Program Timetable

2日目　2022年7月24日（日）

Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 Room 5 Poster

２F ３F ４F ５F ５F ２F/4F

17:00

18:00

19:00

14:00

15:00

16:00

11:00

12:00

13:00

8:00

9:00

10:00

Venue Kurume City Plaza

特別講演1

演者：渡辺 照男

特別講演2
座長：居石 克夫

演者：友池 仁暢

閉会式

スポンサード
シンポジウム2

動脈硬化性心血管疾患

（ASCVD）における

脂質トータルマネジメント

座長：平田 健一、荒井 秀典

演者：辻田 賢一、多田 隼人

演者：樋口 義治

Day 2:2022/7/24（Sun.）

Invited Lecture2

Chair：Shun Ishibashi

Speaker：Elena Aikawa

The 7th Shimamoto 

Takio Memorial Lecture

Chair：Masafumi Kuzuya

Speaker：Masanori Aikawa

シンポジウム7

動脈硬化症と
メタボリックシンドローム

座長：野村 政壽、前田 法一

演者：蓮澤 奈央、前田 法一

演者：清水 逸平、山本 希美子

シンポジウム8

癌と血栓症：どこで何が生
じているのか？

座長：山下 篤、森下 英理子

演者：森下 英理子、畠山 金太

演者：魏 峻洸、井上 克枝

シンポジウム9

原発性脂質異常でありかつ重症動脈硬

化症の強力なリスク因子としてのFHの

スクリーニングと治療について

座長：増田 大作、的場 哲哉

演者：野原 淳、土橋 一重

演者：小関 正博、岡﨑 啓明

演者：坂本 朱美、片岡 有

合同シンポジウム2
（日本血管生物医学会）

脂質代謝と炎症の
クロストーク

座長：小倉 正恒、吉田 雅幸

演者：伊藤 パディジャ 綾香

演者：岸野 重信、大坂 瑞子

シンポジウム9

Polyvascular 
Atherosclerotic 

Diseaseのトピックス

座長：宮田 昌明、阿古 潤哉

演者：吾郷 哲朗、南 尚賢

演者：田原 宣広、徳重 明央

APSAVD-IAS-JAS 
Joint Symposium

Atherosclerotic cardiovascular 

risk management in patients 

with chronic kidney disease

Chair：Richard O’Brien

Chair：Shizuya Yamashita

Speaker：Kunihiro Matsushita

Speaker：Tetsuo Shoji

Speaker：Yi-Heng Li

Speaker：Juliana CN Chan

Sponsored by Kowa Co., Ltd.

合同シンポジウム3
(日本産業衛生学会) 

動脈硬化性疾患予防ガイドラ

イン2022年版を職場健康管理

にいかに生かしていくか？

座長：上田 之彦、土肥 誠太郎

演者：岡村 智教、丸山 千寿子

演者：伊藤 正人、欅田 尚樹

ランチョンセミナー4

座長：塚本 和久

演者：的場 哲哉

共催：バイエル薬品株式会社

ランチョンセミナー5

座長：吉村 道博

演者：佐田 政隆

共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

ランチョンセミナー6

座長：木庭 新治

演者：吉田 博

共催：デンカ株式会社

ランチョンセミナー7

座長：横手 幸太郎

演者：大山 宗馬

共催：アムジェン株式会社

/アステラス株式会社

シンポジウム10

動脈硬化性疾患予防ガイド
ライン2022と今後の展望

座長：岡村 智教、塚本 和久

演者：岡村 智教、本田 貴紀

演者：平田 匠、大村 寛敏

演者：多田 隼人

一般演題（口演）
Oral session

50分

一般演題（口演）
Oral session

50分

一般演題（口演）
Oral session

50分

シンポジウム11

不安定プラークを
極める！

座長：辻田 賢一、的場 哲哉

演者：山下 篤、香月 俊輔

演者：片岡 有、土肥 智貴

演者：片山 陽介

シンポジウム12

循環器疾患領域における
ゲノム疫学研究

座長：寳澤 篤、二宮 利治

演者：清水 厚志、伊藤 薫

演者：佐伯 龍之介、寳澤 篤

シンポジウム13

進化そして発展を続ける
脂質の研究と臨床

座長：吉田 博、梶波 康二

演者：蔵野 信、尾野 亘、

演者：古橋 眞人、梶波 康二

演者：小倉 正恒

市民公開講座

身につけよう！健康長寿を
楽しむ知恵

〜動脈硬化って、どんなこと
に気をつけたらいいの？〜

演者：福本 義弘、野村 政壽

一般演題
（ポスター）
Poster
Session

50分

On-demand

On-demand

オンデマンド

オンデマンド

オンデマンド

オンデマンド オンデマンド

オンデマンド

オンデマンド オンデマンド

E

E

E

On-demandE ：English Session
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