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15:00

16:00

17:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

第1会場
（5F 大ホールB）

第２会場
（5F 大ホールA）

第３会場
（5F 小ホール）

第４会場
（5F 中会議室Ⅱ-A+B）

第５会場
（5F 中会議室Ⅰ-C）

第1会場
（5F 大ホールB）

第２会場
（5F 大ホールA）

第３会場
（5F 小ホール）

第４会場
（5F 中会議室Ⅱ-A+B）

第５会場
（5F 中会議室Ⅰ-C）

9：00～10：20

シンポジウム 1
ISCHEMIA 試験後の

CCS 診断ストラテジー
の変化

座長：松尾　仁司、田中　信大
演者：香坂　俊、松本　直也　
　　　川﨑　友裕、横井　宏佳

8：40～10：00

シンポジウム 6
INOCA に迫る !

画像診断の最前線
座長：本江　純子、藤本　進一郎
演者：辻田　賢一、塩野　泰紹　

　　米津　太志、園田　信成

8：40～9：55

一般演題
症例報告

座長：高木　厚、石原　正治
（O-1 ～ O-6）

14：50～16：05

一般演題
冠動脈狭窄機能的評価
座長：山下　武廣、日比　潔

（O-13 ～ O-18）

10：05～11：20

一般演題
非侵襲的画像診断

座長：佐久間　肇、松本　直也
（O-7 ～ O-12）

16：15～17：20

一般演題
血管内イメージング

座長：久保　隆史、藤井　健一
（O-19 ～ O-23）

8：40～11：30

第 26 回
日本血管内 OCT/OFDI

研究会
共催：テルモ株式会社　　　　　
　　　アボットジャパン合同会社

8：00～8：30

日本心血管画像動態学
社員総会

16：40～17：40

理事会

12：40～12：55 日本心血管画像動態学会
事務局連絡
YIA 表彰式

10：10～11：30

シンポジウム 7
心腔と血管の

血流動態解析の最前線
座長：板谷　慶一、山田　聡　　
演者：板谷　慶一、藤本　進一郎

　　長尾　充展、上嶋　徳久
関根　鉄朗　　　　

15：50～17：10

シンポジウム 8
心エコー法でとらえる

弁膜症の血行動態
座長：大倉　宏之、渡辺　弘之　
演者：出雲　昌樹、加藤　奈穂子
　　　楠瀬　賢也、宇都宮　裕人

13：10～14：40

合同シンポジウム
冠動脈疾患を可視化する、

診るための画像診断
座長：天沼　誠、田中　信大　
演者：町田　治彦、石田　正樹
　　　大竹　寛雅、久保　隆史

9：00～10：30

10：30～10：40

YIA 1
　座長：阿古　潤哉、小林　欣夫
審査員：陣崎　雅弘、道下　一朗

井口　信雄　　
（YIA1-1 ～ YIA1-7）

10：40～12：10

YIA 2
　座長：上村　史朗、上妻　謙
審査員：高瀬　圭、山口　淳一

寺井　英伸　
（YIA2-1 ～ YIA2-7）

休憩

16：05～16：15 休憩

9：55～10：05 休憩

10：30～11：50

シンポジウム 2
循環器診療における

AI の最先端
座長：大門　雅夫、渡辺　弘之　
演者：楠瀬　賢也、加地　修一郎

　　小川　晋平、赤阪　隆史

10：30～11：50

シンポジウム 3
画像診断・治療における
遠隔診療サポートの未来

座長：横井　宏佳、田中　信大　
演者：長谷川　高志、外間　洋平

　八巻　多、大村　和弘

10：40～11：40

教育講演 2
SHD インターベンション
における画像診断の役割
座長：瀬尾　由広　　　　　
演者：片岡　明久、西野　峻

10：00～10：30
教育講演 1

心臓 MRI の最前線
座長：新家　俊郎　演者：城戸　倫之

9：00～9：30
教育講演 5

冠動脈の生理学的評価
基礎から最新の報告を振り返る

14：10～14：40

教育講演 4
Rotablator 症例における IVUS の役割
座長：七里　守　演者：足利　貴志
共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

14：50～15：20

教育講演 3
最新の心筋症診療

座長：渡辺　弘之　演者：北岡　裕章

15：10～16：30

シンポジウム 4
マルチモダリティ

イメージングによる
心筋症診断の最前線

座長：北岡　裕章、小菅　寿徳
演者：大原　貴裕、矢﨑　善一
　　　髙岡　浩之、石田　正樹

15：10～16：30

シンポジウム 5
循環動態から
HFpEF に迫る

座長：伊藤　浩、山田　聡　
演者：伊藤　浩、井上　勝次

　　　　東谷　卓美、杉本　匡史

15：10～16：30

パネルディスカッション
Coronary Physiology 2022
座長：田中　信大、松尾　仁司　
演者：蔵満　昭一、寺井　英伸　
　　　塩野　泰紹、川瀬　世史明

村井　典史　　　　

13：10～14：00

山口 徹記念講演
冠動脈血行再建進歩において
イメージングの果たした功績

座長：田中　信大
演者：中村　正人

山口 徹記念講演
中継会場

（第2会場～第5会場）

12：10～13：00

ランチョンセミナー 1
※Watchman の現状

座長：七里　守　　　　　　
演者：佐地　真育、橋本　剛

共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

11：40～12：30
ランチョンセミナー 4
ACS での OCT 使い方

お教えします！
座長：阿部　七郎、久保　隆史　
演者：本田　泰悠、楠山　貴教　
共催：アボットメディカルジャパン合同会社

11：40～12：30

ランチョンセミナー 5
座長：山脇　理弘　　　　　　　　
演者：出雲　昌樹、小西　正紹　　
共催：ノバルティスファーマ株式会社

大塚製薬株式会社　　  
12：10～13：00

ランチョンセミナー 2
高齢者心房細動

座長：田中　信大　　　
演者：宮内　克己　　　
共催：第一三共株式会社

12：10～13：00

ランチョンセミナー 3
冠微小循環評価の重要性
座長：下川　宏明、赤阪　隆史
演者：高橋　潤、村井　典史　
共催：アボットメディカルジャパン合同会社

14：10～15：00 14：10～15：00

コーヒーブレイクセミナー 1
OFDI の新たなる展望（仮）

座長：中澤　学　　　　
演者：森山　優一　　　

鳥居　翔　
共催：テルモ株式会社

15：30～16：20
コーヒーブレイクセミナー 2

Ultreon1.0 を用いた
次世代 OCT Guide PCI
座長：川﨑　友裕、新家　俊郎
演者：伊藤　良明、中澤　学　

共催：アボットメディカルジャパン合同会社

14：10～15：00
コーヒーブレイクセミナー 3
Insight from AFIRE trial
-AFIRE like 処方の実践 -

座長：本江　純子
演者：中村　正人

共催：バイエル薬品株式会社

14：10～15：00

コーヒーブレイクセミナー 4
最新心臓 CT が診断・治療へ

与えるインパクト
座長：横井　宏佳　　　　　　
演者：市川　泰崇、髙橋　邦彰

共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 14：50～15：40

コーヒーブレイクセミナー 7
循環器画像診断最前線

～ Philips Cutting edge Technology
for Cardiac Solution ～

座長：新家　俊郎　　　　　　　  
演者：片平　和博、村田　直隆　  
共催：株式会社フィリップス・ジャパン

15：50～17：10

シンポジウム 9
画像診断における

コメディカルの役割
座長：松本　一真、本江　純子
演者：武田　和也、川村　克年
　　　岩田　慎也、伊藤　朋晃

15：50～17：10

シンポジウム 10
Vulnerable plaque を診る
座長：新家　俊郎、山下　淳　
演者：小山　幸平、村田　伸弘
　　　小嶋　啓介、杉山　知代

大竹　寛雅　　　

14：50～15：40
コーヒーブレイクセミナー 8

Experiences of NIRS-IVUS
from a different perspective
座長：角田　恒和　　　　　　　
演者：旦　一宏、松本　英成　　
共催：ニプロ株式会社　　　　　

11：40～12：30

ランチョンセミナー 6
CT First 時代の CCS 診療
座長：松尾　仁司　　　　　　　　
演者：城戸　輝仁、横井　宏佳　　
共催：ハートフロー・ジャパン合同会社

14：50～15：40
コーヒーブレイクセミナー 9

慢性心不全治療における
SGLT2 阻害薬の有用性

座長：山田　聡　演者：辻田　賢一
共催：アストラゼネカ株式会社

　　小野薬品工業株式会社

9：40～10：30
コーヒーブレイクセミナー 5

令和時代における心不全診療の最適化
～心不全の時間軸を意識したアプローチ～

座長：吉野　秀朗　　　
演者：天野　哲也　　　
共催：大塚製薬株式会社

10：40～11：30

コーヒーブレイクセミナー 6
心筋シンチで一生メシ食うために

今やっておくべきこと
座長：肥田　敏　　　　　　　　　
演者：依田　俊一　　　　　　　　
共催：日本メジフィジックス株式会社

8：55～9：00

開会の辞

座長：山下　淳　　　　　　　　
演者：村井　典史　　　　　　　
共催：日本ライフライン株式会社

合同シンポジウム
中継会場

（第2会場～第5会場）

日程表� 1月21日（金）
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15:00

16:00

17:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

第1会場
（5F 大ホールB）

第２会場
（5F 大ホールA）

第３会場
（5F 小ホール）

第４会場
（5F 中会議室Ⅱ-A+B）

第５会場
（5F 中会議室Ⅰ-C）

第1会場
（5F 大ホールB）

第２会場
（5F 大ホールA）

第３会場
（5F 小ホール）

第４会場
（5F 中会議室Ⅱ-A+B）

第５会場
（5F 中会議室Ⅰ-C）

9：00～10：20

シンポジウム 1
ISCHEMIA 試験後の

CCS 診断ストラテジー
の変化

座長：松尾　仁司、田中　信大
演者：香坂　俊、松本　直也　
　　　川﨑　友裕、横井　宏佳

8：40～10：00

シンポジウム 6
INOCA に迫る !

画像診断の最前線
座長：本江　純子、藤本　進一郎
演者：辻田　賢一、塩野　泰紹　

　　米津　太志、園田　信成

8：40～9：55

一般演題
症例報告

座長：高木　厚、石原　正治
（O-1 ～ O-6）

14：50～16：05

一般演題
冠動脈狭窄機能的評価
座長：山下　武廣、日比　潔

（O-13 ～ O-18）

10：05～11：20

一般演題
非侵襲的画像診断

座長：佐久間　肇、松本　直也
（O-7 ～ O-12）

16：15～17：20

一般演題
血管内イメージング

座長：久保　隆史、藤井　健一
（O-19 ～ O-23）

8：40～11：30

第 26 回
日本血管内 OCT/OFDI

研究会
共催：テルモ株式会社　　　　　
　　　アボットジャパン合同会社

8：00～8：30

日本心血管画像動態学
社員総会

16：40～17：40

理事会

12：40～12：55 日本心血管画像動態学会
事務局連絡
YIA 表彰式

10：10～11：30

シンポジウム 7
心腔と血管の

血流動態解析の最前線
座長：板谷　慶一、山田　聡　　
演者：板谷　慶一、藤本　進一郎

　　長尾　充展、上嶋　徳久
関根　鉄朗　　　　

15：50～17：10

シンポジウム 8
心エコー法でとらえる

弁膜症の血行動態
座長：大倉　宏之、渡辺　弘之　
演者：出雲　昌樹、加藤　奈穂子
　　　楠瀬　賢也、宇都宮　裕人

13：10～14：40

合同シンポジウム
冠動脈疾患を可視化する、

診るための画像診断
座長：天沼　誠、田中　信大　
演者：町田　治彦、石田　正樹
　　　大竹　寛雅、久保　隆史

9：00～10：30

10：30～10：40

YIA 1
　座長：阿古　潤哉、小林　欣夫
審査員：陣崎　雅弘、道下　一朗

井口　信雄　　
（YIA1-1 ～ YIA1-7）

10：40～12：10

YIA 2
　座長：上村　史朗、上妻　謙
審査員：高瀬　圭、山口　淳一

寺井　英伸　
（YIA2-1 ～ YIA2-7）

休憩

16：05～16：15 休憩

9：55～10：05 休憩

10：30～11：50

シンポジウム 2
循環器診療における

AI の最先端
座長：大門　雅夫、渡辺　弘之　
演者：楠瀬　賢也、加地　修一郎

　　小川　晋平、赤阪　隆史

10：30～11：50

シンポジウム 3
画像診断・治療における
遠隔診療サポートの未来

座長：横井　宏佳、田中　信大　
演者：長谷川　高志、外間　洋平

　八巻　多、大村　和弘

10：40～11：40

教育講演 2
SHD インターベンション
における画像診断の役割
座長：瀬尾　由広　　　　　
演者：片岡　明久、西野　峻

10：00～10：30
教育講演 1

心臓 MRI の最前線
座長：新家　俊郎　演者：城戸　倫之

9：00～9：30
教育講演 5

冠動脈の生理学的評価
基礎から最新の報告を振り返る

14：10～14：40

教育講演 4
Rotablator 症例における IVUS の役割
座長：七里　守　演者：足利　貴志
共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

14：50～15：20

教育講演 3
最新の心筋症診療

座長：渡辺　弘之　演者：北岡　裕章

15：10～16：30

シンポジウム 4
マルチモダリティ

イメージングによる
心筋症診断の最前線

座長：北岡　裕章、小菅　寿徳
演者：大原　貴裕、矢﨑　善一
　　　髙岡　浩之、石田　正樹

15：10～16：30

シンポジウム 5
循環動態から
HFpEF に迫る

座長：伊藤　浩、山田　聡　
演者：伊藤　浩、井上　勝次

　　　　東谷　卓美、杉本　匡史

15：10～16：30

パネルディスカッション
Coronary Physiology 2022
座長：田中　信大、松尾　仁司　
演者：蔵満　昭一、寺井　英伸　
　　　塩野　泰紹、川瀬　世史明

村井　典史　　　　

13：10～14：00

山口 徹記念講演
冠動脈血行再建進歩において
イメージングの果たした功績

座長：田中　信大
演者：中村　正人

山口 徹記念講演
中継会場

（第2会場～第5会場）

12：10～13：00

ランチョンセミナー 1
※Watchman の現状

座長：七里　守　　　　　　
演者：佐地　真育、橋本　剛

共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

11：40～12：30
ランチョンセミナー 4
ACS での OCT 使い方

お教えします！
座長：阿部　七郎、久保　隆史　
演者：本田　泰悠、楠山　貴教　
共催：アボットメディカルジャパン合同会社

11：40～12：30

ランチョンセミナー 5
座長：山脇　理弘　　　　　　　　
演者：出雲　昌樹、小西　正紹　　
共催：ノバルティスファーマ株式会社

大塚製薬株式会社　　  
12：10～13：00

ランチョンセミナー 2
高齢者心房細動

座長：田中　信大　　　
演者：宮内　克己　　　
共催：第一三共株式会社

12：10～13：00

ランチョンセミナー 3
冠微小循環評価の重要性
座長：下川　宏明、赤阪　隆史
演者：高橋　潤、村井　典史　
共催：アボットメディカルジャパン合同会社

14：10～15：00 14：10～15：00

コーヒーブレイクセミナー 1
OFDI の新たなる展望（仮）

座長：中澤　学　　　　
演者：森山　優一　　　

鳥居　翔　
共催：テルモ株式会社

15：30～16：20
コーヒーブレイクセミナー 2

Ultreon1.0 を用いた
次世代 OCT Guide PCI
座長：川﨑　友裕、新家　俊郎
演者：伊藤　良明、中澤　学　

共催：アボットメディカルジャパン合同会社

14：10～15：00
コーヒーブレイクセミナー 3
Insight from AFIRE trial
-AFIRE like 処方の実践 -

座長：本江　純子
演者：中村　正人

共催：バイエル薬品株式会社

14：10～15：00

コーヒーブレイクセミナー 4
最新心臓 CT が診断・治療へ

与えるインパクト
座長：横井　宏佳　　　　　　
演者：市川　泰崇、髙橋　邦彰

共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 14：50～15：40

コーヒーブレイクセミナー 7
循環器画像診断最前線

～ Philips Cutting edge Technology
for Cardiac Solution ～

座長：新家　俊郎　　　　　　　  
演者：片平　和博、村田　直隆　  
共催：株式会社フィリップス・ジャパン

15：50～17：10

シンポジウム 9
画像診断における

コメディカルの役割
座長：松本　一真、本江　純子
演者：武田　和也、川村　克年
　　　岩田　慎也、伊藤　朋晃

15：50～17：10

シンポジウム 10
Vulnerable plaque を診る
座長：新家　俊郎、山下　淳　
演者：小山　幸平、村田　伸弘
　　　小嶋　啓介、杉山　知代

大竹　寛雅　　　

14：50～15：40
コーヒーブレイクセミナー 8

Experiences of NIRS-IVUS
from a different perspective
座長：角田　恒和　　　　　　　
演者：旦　一宏、松本　英成　　
共催：ニプロ株式会社　　　　　

11：40～12：30

ランチョンセミナー 6
CT First 時代の CCS 診療
座長：松尾　仁司　　　　　　　　
演者：城戸　輝仁、横井　宏佳　　
共催：ハートフロー・ジャパン合同会社

14：50～15：40
コーヒーブレイクセミナー 9

慢性心不全治療における
SGLT2 阻害薬の有用性

座長：山田　聡　演者：辻田　賢一
共催：アストラゼネカ株式会社

　　小野薬品工業株式会社

9：40～10：30
コーヒーブレイクセミナー 5

令和時代における心不全診療の最適化
～心不全の時間軸を意識したアプローチ～

座長：吉野　秀朗　　　
演者：天野　哲也　　　
共催：大塚製薬株式会社

10：40～11：30

コーヒーブレイクセミナー 6
心筋シンチで一生メシ食うために

今やっておくべきこと
座長：肥田　敏　　　　　　　　　
演者：依田　俊一　　　　　　　　
共催：日本メジフィジックス株式会社

8：55～9：00

開会の辞

座長：山下　淳　　　　　　　　
演者：村井　典史　　　　　　　
共催：日本ライフライン株式会社

合同シンポジウム
中継会場

（第2会場～第5会場）

日程表� 1月22日（土）


