
第 26 回 東北心血管イメージング研究会 

お知らせ 

■参加について

当日会場にて参加受付いたします。現金と引換に、ネームカード・領収証をお渡しいた

します。会期中は、記名台に用意されているネーストラップに入れて吊り下げてください。 

昼食はお弁当を用意しております。※参加証は専門医等の資格更新時に必要となりま

すので、会 期 終 了 後 も大 切 に保 管 して下 さい。原 則 として参 加 証 の再 発 行 はできませ

ん。 

■参加費 医師、企業 ：5,000 円 

コメディカル ：1,000 円 

■一般演題

発表はすべてコンピュータープレゼンテーションとなります。ご自身の PC（Win/Mac とも

に可能です）をお持ちください。PC の接続は HDMI のみです。前の演者の発表が始まっ

たら、オペレーター席に発表データを立ち上げた状態でお持ちください。スライド枚数に

制限はありませんが、時間内に発表をお願いします。音声の使用はできません。 

発表 7 分、質疑 8 分 

■特別講演

メディカル特別講演 発表・質疑含め 60 分間 

コメディカル特別講演 発表・質疑含め 60 分間 

■ランチョンセミナー

3 社 発表 10 分、質疑 5 分 

■単位の認定について

【メディカル】  

CVIT 専門医認定医制度資格更新単位取得研修会 

（ライブデモンストレーションを伴わない）1 単位

※上記単位は会期終了後、事務取扱から CVIT 本部に一括申請いたします。

【コメディカル】 

日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構 専門技師制度：1 点 

インターベンションエキスパートナース更新単位：10 単位

CVIT 心血管インターベンション技師制度 資格更新単位：5 単位  

※コメディカル単位については会期終了後、各自参加証にて単位申請を行ってください。
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メディカル会場
・参加受付

企業展示
ドリンクコーナー

コメディカル会場
（各種会議）

JR仙石線「あおば通駅」北8出口 徒歩５分
市営地下鉄南北線「広瀬通駅」東1出口 徒歩５分
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【会場周辺図】

【AER　30F フロア図】

〒980-6121 宮城県仙台市青葉区中央 1-3-1　AER 30 階
　　JR 東北本線「仙台駅」西口 徒歩２分
　　JR 仙石線「あおば通駅」北 8出口 徒歩５分
　　市営地下鉄南北線「広瀬通駅」東 1出口 徒歩５分
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第 26 回東北心血管イメージング研究会 

当番世話人挨拶 

  大原綜合病院 循環器内科 國井 浩行  

今回、当番世話人を拝命いたしました大原綜合病院の國井浩行と申します。令和 5

年 3 月 25 日 (土)、TKP ガーデンシティ仙台に於いて「第 26 回東北心血管イメージング

研究会」を現地開催させていただくこととなりました。会を企画するにあたり、一言ご挨拶

させて頂きます。 

2019 年から世界的に流行した COVID-19 はいまだ完全収束には至らず、日常臨床

にも大きな影響を及ぼし続けています。本会も 2020年は開催延期、2021年、2022 年は

Web 形式にて開催しておりました。オンラインでの学術集会にも随分と慣れてきましたが、

対面開催と比べるとディスカッションの難しさを若干感じることもあり、対面での開催がで

きる日を待ち望んでおりました。国からも一定の感染対策の緩和が示され、感染状況も

落ち着いていることから、3 年ぶりに待望の現地開催とさせて頂きました。 

第 26 回研究会では 16 題もの多くのメディカル一般演題応募を頂き、冠動脈疾患から

末梢動脈疾患 、構造的心疾患 と多岐 に わ た る 内容 と な っ て お り ま す 。 ま た 、

Intravascular Lithotripsy が日本でも導入され石灰化病変に対する治療戦略が大きく

変化する可能性が期待されます。そこで特別講演として京都桂病院心臓血管センター

部長の小林智子先生から『 Imaging guided debulking』と題して石灰化病変に対する治

療戦略に関するご講演を、スポンサードセミナーでは星総合病院の越田亮司先生から、

最近話題になっている IVUS ガイド EVT における tip detection 法について講演をいただ

く予定です。その他、共催企業ランチョンセミナー、機器展示を予定しています。 

コメディカル企画では、特別講演として福島県立医科大学医学部放射線医学講座教

授の福島賢慈先生から心筋シンチに関する基礎から臨床での応用について講演を頂く

他、コメディカル企画では、「イメージングを用いた当院の工夫」と題して熱い議論を交わ

して頂く予定です。 

コロナ禍の先の状況が見えない中ではございますが、もう少しで光が見えてくるような

気もします。東北各地で頑張っている皆様の役に立つ研究会となる事を願っています。 

現地にて皆様方にお目にかかれますこと、楽しみにしております。 
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第1会場（ライブ配信）
※会期後オンデマンド配信

第2会場（ライブ配信）
※会期後オンデマンド配信

第3会場（ライブ配信）
※会期後オンデマンド配信

第4会場（ライブ配信）
※会期後オンデマンド配信
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2023年3月25日（土）

メディカル会場（ホール30B） コメディカル会場（ホール30A） 企業展示（30D）

メディカル・コメディカル合同世話人会
9:30～9:55

企業展示・
ドリンクコーナー

10:00～16:00

コメディカル世話人会
11:35～12:00

コメディカル特別講演
『心臓核医学のイロハ』

10:30～11:30

座長：森島　貴顕（東北医科薬科大学 放射線部）
　　　遠藤　祥子（大原綜合病院 臨床工学科）
講師：福島　賢慈（福島県立医科大学医学部 放射線医学講座）

コメディカルセッション
14:00～14:50

座長：赤川　　拓（JA秋田厚生連平鹿総合病院 臨床工学科）
　　　佐藤　龍飛（日本海総合病院 ME室）
演者：二上　倫嗣（星総合病院 臨床工学科）
　　　小松　大仁（太田西ノ内病院 臨床工学科）

10:00～10:05 開会の挨拶

閉会の挨拶

次回当番世話人挨拶

10:05～11:05
一般演題1

座長：清水　竹史（福島県立医科大学附属病院循環器内科）
　　　宮下　武彦（仙台市立病院 循環器内科）

國井　浩行（大原綜合病院 循環器内科）

11:10～11:50
スポンサードセミナー

13:55～14:55

16:55～

一般演題2
座長：横山　公章（弘前大学医学部附属病院循環器腎臓内科学講座）
　　　堀江　和紀（仙台厚生病院心臓血管センター 循環器内科）

14:55～15:55
一般演題3

座長：山口　修（済生会福島総合病院 循環器科）
　　　石田　大（岩手医科大学内科学講座循環器内科）

15:55～16:55
一般演題4

座長：遠藤　秀晃（岩手県立中央病院 循環器内科）
　　　浪打　成人（仙台オープン病院 循環器内科）

遠藤　秀晃（岩手県立中央病院 循環器内科）

12:00～12:45
ランチョンセミナー

座長：岩渕　　薫（大崎市民病院 循環器内科）
　　　菅原　重生（日本海総合病院 循環器内科）
演者：横田　　茂（ニプロ株式会社）
　　　Bohannon Donald（アボットメディカルジャパン合同会社）
　　　瀬戸川将平（ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社）

12:50～13:50
特別講演

座長：國井　浩行（大原綜合病院 循環器内科）
講師：小林　智子（京都桂病院 心臓血管センター）

『Imaging guided debulking』

第 26回東北心血管イメージング研究会
タイムテーブル

座長：山本　義人（いわき市医療センター 循環器科）
講師：越田　亮司（星総合病院 循環器内科）
共催：テルモ株式会社

2023年3月25日（土）

『IVUS guided EVT - Tip detection  method- 』

『イメージングを用いた当院の工夫』
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12:50～13:50 

特別講演  （ホール 30B）  

座長  國井 浩行 （大原綜合病院 循環器内科） 

「Imaging guided debulking」 
京都桂病院 心臓血管センター 部長  

小林 智子 先生 

10:30～11:30 

コメディカル特別講演  （ホール 30A）

座長  森島  貴顕（東北医科薬科大学  放射線部）  

遠藤  祥子（大原綜合病院 臨床工学科） 

「心臓核医学のイロハ」 
福島県立医科大学医学部（臨床医学系） 放射線医学講座 教授 

福島 賢慈 先生 

14:00～14:50 

コメディカル企画  （ホール 30A）

「イメージングを用いた当院の工夫」

座長  赤川  拓  （JA 秋田厚生連  平鹿総合病院 臨床工学科） 

佐藤  龍飛  （日本海総合病院 ME 室）  

「当院における tip detection 法を用いた PCI と EVT」 
公益財団法人  星総合病院 臨床工学科 

二上 倫嗣 

「TBD」 
太田西ノ内病院 臨床工学科 

小松 大仁  

顧問の本江純子先生、山口徹先生にはスペシャルコメンテーターとして参加頂く予定と

なっております。 
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各種会議について（ホール 30A） 

・メディカル・コメディカル合同世話人会：9:30～9:55 

・コメディカル世話人会：11:35～12:00 
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第26回　東北心血管イメージング研究会

令和5年 3月25日

プログラム

(ホール30B・30A)
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10:00～10:05

10:05～11:05

【メディカル会場（ホール 30B）】

開会の挨拶
　　　國井　浩行（大原綜合病院 循環器内科）

一般演題 1
座長　清水　竹史（福島県立医科大学附属病院 循環器内科）
　　　宮下　武彦（仙台市立病院 循環器内科）

1. Endovascular revascularization of heavily calcified occlusion in superior
mesenteric artery using Transcollateral approach
Department of Cardiovascular Medicine, Sendai Kousei Hospital

　　　　Kazunori Horie, MD; Akiko Tanaka, MD and Norio Tada, MD, PhD.

2. Impact of Postoperative Lumen Gain on the Reduction of Restenosis Risk
after Endovascular Treatment Using Drug-coated Balloon for
Femoropopliteal Lesions Assessed by Intravascular Ultrasound
aDepartment of Cardiovascular Medicine, Sendai Kousei Hospital
bDepartment of Diabetes Care Medicine, Osaka University Graduate School of Medicine
cDepartment of Cardiology, Tokyobay UrayasuIchikawa Medical Center
dDepartment of Cardiology, Shonan Kamakura General Hospital
eDepartment of Cardiovascular Medicine, Asahi General Hospital
fDepartment of Cardiology, Saiseikai Yokohama City Eastern Hospital
gDepartment of Cardiology, Funabashi Municipal Medical Center
hDepartment of Cardiology, Tokyo Saiseikai Central Hospital

　　　　Kazunori Horie, MDa; Mitsuyoshi Takahara, MD, PhDb;
　　　　Tatsuya Nakama, MDc, Akiko Tanaka, MDa; Kazuki Tobita, MDd;
　　　　Naoki Hayakawa, MDe; Shinsuke Mori, MDf; Yo Iwata, MD, PhDg;
　　　　Kenji Suzuki, MDh.

3. 第 1世代 DES 留置 17 年後の再狭窄病変に対しOCT と IVUS で評価し
Diamondback® で切削した一例
1）いわき市医療センター 循環器科
2）大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学
3）北光記念病院 循環器内科
渡辺　　翼1、千葉　直樹1、土屋　　聡1、野木　正道1、瀬川　将人1、
工藤　　俊1、塙　健一郎1、山下　文男1、角辻　　暁2、野崎　洋一3、
山本　義人1、杉　　正文1

4. 心筋シンチグラフィーで判断できず、13N-ammonia PET で重症虚血を
判断できた多枝病変の２症例
1）福島県立医科大学 循環器内科学講座
2）福島県立医科大学 放射線医学講座
片平　正隆1、遠藤圭一郎1、武藤　雄紀1、喜古　崇豊1、佐藤　彰彦1、
清水　竹史1、福島　賢慈 ²、八巻　尚洋 ¹、中里　和彦 ¹、竹石　恭知 ¹
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11:10～11:50

12:00～12:45

12:50～13:50

13:55～14:55

スポンサードセミナー
座長　山本　義人　先生（いわき市医療センター 循環器科）

　　「IVUS guided EVT - Tip detection  method-」
　　　　越田　亮司　先生（星総合病院 循環器内科 部長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜共催：テルモ株式会社＞

ランチョンセミナー
座長　岩渕　　薫（大崎市民病院 循環器内科）
　　　菅原　重生（日本海総合病院 循環器内科）

　1.　 「NIRS-IVUS」
　　　　横田　茂 （ニプロ株式会社）

　2. 「石灰化病変へのOCT guide PCI」
　　　　Bohannon Donald　（アボットメディカルジャパン合同会社）

　3. 「AVVIGO™ Guidance System II」
　　　　瀬戸川 将平　（ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社）

特別講演
座長　國井　浩行（大原綜合病院 循環器内科）

　　「Imaging guided debulking」
　　　　小林　智子　先生（京都桂病院 心臓血管センター 部長）

一般演題 2
座長　横山　公章（弘前大学医学部附属病院 循環器腎臓内科学講座）
　　　堀江　和紀（仙台厚生病院 心臓血管センター 循環器内科）

　1.　右冠動脈の慢性完全閉塞病変に対する PCI に Virtual Reality を用いた
　　　至適ガイドカテーテルについてのシミュレーションを行った一例
　　　1）岩手県立中央病院 循環器内科
　　　2）大津赤十字病院 循環器科
　　　　　齊藤　大樹 ¹、船木　崇裕 ¹、内村　久美 ¹、安齋　　潤 ¹、小丸　航平 ¹、
　　　　　加賀谷裕太 ¹、佐藤謙二郎 ¹、金澤　正範 ¹、三浦　正暢 ¹、近藤　正輝 ¹、
　　　　　遠藤　秀晃 ¹、中村　明浩 ¹、樋上　裕起 ²

　2.　当院における FFRCT 運用の実際
　　　地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 循環器内科
　　　　　近江　晃樹、今井　洋汰、横山　美雪、佐藤　陽子、禰津　俊介、
　　　　　菊地　彰洋、桐林　伸幸、長島　義宜、菅原　重生
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14:55～15:55

3. ASO 治療戦略における３D-CTA での石灰化除去の試み
　　　　日本海総合病院　循環器内科
　　　　　菊地　彰洋、菅原　重生、近江　晃樹、佐藤　陽子、桐林　伸幸、
　　　　　禰津　俊介、横山　美雪、今井　洋汰、伊東　万里、山本　雄太

4. 経カテーテル大動脈弁留置後の弁周囲逆流に対する、
術前 CTで測定した大動脈弁石灰化量の予測値について
1）福島県立医科大学 循環器内科学講座
2）福島県立医科大学 放射線医学講座
磯松　大介 ¹、佐藤　彰彦 ¹、武藤　雄紀 ¹、阿部　諭史 ¹、三阪　智史 ¹、
及川　雅啓 ¹、小林　　淳 ¹、義久　精臣 ¹、中里　和彦 ¹、石田　隆史 ¹、
関野　啓史 ²、福島　賢慈 ²、伊藤　　浩 ²、竹石　恭知 ¹

一般演題 3
座長　山口　修（済生会福島総合病院 循環器科）
　　　石田　大（岩手医科大学内科学講座 循環器内科）

1. 左主幹部入口部からバルサルバ洞にかけてDCAの deep cut による
中膜の断裂を認めたが、再狭窄や瘤形成なく経過観察しえた一例

　　　　大原綜合病院　循環器科
　　　　　赤間　浄、國井　浩行、池田　彩乃、関根虎之介、大木　理次、
　　　　　齋藤　修一

2. 若年女性に生じた線維筋性異形成による冠動脈狭窄病変の血管内画像
福島県立医科大学　循環器内科学講座

　　　　　清水　竹史、西浦　司人、遠藤圭一郎、横川　哲朗、佐藤　彰彦、
　　　　　八巻　尚洋、中里　和彦、竹石　恭知

3. OCT guided PCI would change outcomes better
仙台オープン病院　循環器内科

　　　　　瀧井　　暢、小山あずさ、小野寺健太、谷田　篤史、砂村慎一郎、
　　　　　尾形　　剛、野田　一樹、浪打　成人

4. De novo large coronary artery に対してDCBで治療を完結する
Optimal lesion preparation と Imaging の条件について

　　　　坂総合病院　循環器科
　　　　　佐藤　匡也、渋谷　清貴、濱田　一路、望田　幸、平澤　樹、
　　　　　佐々木伸也、渡部　　潔
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15:55～16:55

16:55～

一般演題 4
座長　遠藤　秀晃（岩手県立中央病院 循環器内科）
　　　浪打　成人（仙台オープン病院 循環器内科）

1. LV summit 起源の VT に対してケミカルアブレーションが著効した一例
仙台厚生病院　不整脈科

　　　　　水野　陽介、熊澤　大記、前田　真歩、小野寺康介、野村　丈紘、
　　　　　山下賢之介

2. stent fracture 症例　“血管内視鏡による観察”
　　　　わかまつインターベンションクリニック
　　　　　阿部　亘

3. 若年男性に発生し自然軽快が得られた特発性冠動脈解離の 1例
　　　　仙台市立病院　循環器内科
　　　　　阿部　拓斗、三引　義明、鈴木　啓資、鈴木　　舞、諸沢　　薦、
　　　　　中潟　　寛、青木　恒介、佐藤　英二、山科　順裕、宮下　武彦、
　　　　　石田　明彦、八木　哲夫

4. Congenital absence of left coronary artery ostium in a patient
presenting with anterior ST-elevation myocardial infarction

　　　　仙台厚生病院 心臓血管センター 循環器内科
　　　　　前田　真歩

閉会の挨拶
　　　國井　浩行（大原綜合病院 循環器内科）

次回当番世話人挨拶
　　　遠藤　秀晃（岩手県立中央病院 循環器内科）
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10:30～11:30

14:00～14:50

【コメディカル会場（ホール 30A）】

コメディカル特別講演
座長　森島　貴顕（東北医科薬科大学 放射線部）
　　　遠藤　祥子（大原綜合病院 臨床工学科）

　　「心臓核医学のイロハ」
　　　　福島県立医科大学医学部（臨床医学系） 放射線医学講座 教授
　　　　　福島　賢慈 先生

コメディカル企画
　　『イメージングを用いた当院の工夫』
座長　赤川　　拓（JA秋田厚生連 平鹿総合病院 臨床工学科）
　　　佐藤　龍飛（日本海総合病院 ME 室）

　1.　当院における tip detection 法を用いた PCI と EVT
　　　　星総合病院 臨床工学科
　　　　　二上　倫嗣

　2.　TBD
　　　　太田西ノ内病院 臨床工学科
　　　　　小松　大仁
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