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POPAI2022の開催に関して御挨拶申し上げます。

　POPAI2020は一旦新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行のため、お休みさせていただきましたが、POPAI2021を無事に

開催することができました。皆様に心より感謝申し上げます。POPAI2022は昨年に引き続き今回もWEB開催することにいたしました。

WEB開催とはなりますが、2日間にわたりphysiologyとimagingに関する最新情報を提供していきたいと思います。Imagingと

physiologyの分野では、2020年3月にISCHEMIA試験がNEJMに発表になり、大きな物議を醸しだしました。本研究から、安定狭心

症においては、虚血陽性であってもPCIは至適薬物療法と比較して、死亡、心筋梗塞を減少させることができませんでした。薬物療法群に

おいては、以前の報告では虚血陽性患者においては年間5-10%のイベント発生率であったのが、このISCHEMIA試験では年間3%の

イベント発生が報告され、ステント治療群の発生率にきわめて近似していることが示されました。

　ステント治療は、冠血管抵抗の低下をもたらし、運動負荷時の冠血流の増加を生じることにより、運動耐容能を改善することが実証され

ていますが、心血管インターベンションがプラークの安定化をもたらし心血管イベントを抑制する効果（プラークシーリング効果）は今ま

で実証されていませんでした。しかし2020年のTCTにて発表された、PROSPECT ABSORB試験では、虚血のない病変（FFR陰性）

において、NIRS IVUSにてプラーク性状がvulnerableであった病変にBVSを留置する群では薬物療法群と比較して、対象病変の血行

再建率が低くなる傾向にあることが示されました。このように冠動脈疾患治療における治療戦略の決定に、CFR、FFR、NHPRなどの生理

学的指標のみでなく、CT、IVUS、OCT、OFDIなどのプラークイメージングが大きな役割を持っていることが再認識されつつあります。

　現在、冠内圧の計測によりカテーテル検査室内において虚血の原因となりえるかどうかを正確に判定し、更にIVUSやOCTを用いて最

適な血行再建をすることが、患者様の予後改善につながる最も有効な方法であることが多くのエビデンスとして示されてきています。

State of art PCIを検証したSyntaxⅡ研究では、Physiologyとimagingを駆使して最新のステント、最新のCTO治療技術を用いる

ことにより3枝疾患においても、その５年予後においても10年前のCABGに匹敵する成績であることが示され、imagingと

Physiology、両者の重要性が再確認されました。一方でPhysiologyの立ち位置に疑問を投げかけるいくつかの臨床研究の報告もあ

りました。STEMIの非責任病変FFRガイドで血行再建を行う群とアンギオガイドで血行再建を行う群との無作為試験のFLOWER MI試

験ではFFRガイドPCIの優位性は証明できませんでした。またFAMEⅢ試験においてもFFRガイドPCIはCABGに非劣勢を示すことは

できず、physiologyのみではバイパス治療と同等の臨床的アウトカムを出すことができないことが報告されました。

　従来、Physiologyは治療方針の決定を行うことにその多くの役割が強調されてきましたが、一方でPCIの術中、術後にプレッシャーワ

イヤーを用いることにより、治療戦略の決定やエンドポイントの選択に利用できる可能性が模索されています。ImagingにおいてもCT、

血管造影,IVUS、OCTなどから得られる内腔情報から流体力学を駆使してFFRに匹敵する情報を模索する方向性が検討され、

PhysiologyとimagingはますますFusionしていく様相を見せています。2018年12月よりFFRCTが、2020年12月よりFFR 

angioが保険診療として認可され、すでに多くの施設で利用されています。本会においてこれらのvirtual FFRの可能性をさらに追求し

ていく予定です。

　成熟したと考えられるPCIの分野において、複雑病変治療の成功は患者様の予後改善に大変重要です。この命題を遂行するにはカ

テーテル技術習得だけでは十分ではなく、PhysiologyとImagingの理解は必要不可欠といっても過言ではありません。POPAI2022

に2日間参加していただければ、physiologyとimagingに関して最新情報を習得することができる研究会を目指しています。岐阜ハー

トセンターのスタッフ一同、皆様の御参加を心よりお待ち申し上げます。
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岐阜ハートセンター

色川　佳輔 
岐阜ハートセンター

岩田　慎也 
岐阜ハートセンター

加賀谷　拓也 
岐阜ハートセンター

梶浦　涼 
岐阜ハートセンター

澤田　文己駿 
岐阜ハートセンター

古林　晃 
岐阜ハートセンター
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Part2：
FFR for routine clinical use

包括的機能診断が
創り出す世界
～CMD～
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9月9日金

Morning
Seminar

Part1：
Overview of coronary circulation

一般演題１
「OCT]

一般演題2
「FFR・その他」 YIA

ビデオライブ1
Virtual FFR 

（FFRangio）live

ビデオライブ2
心原性ショックの

多枝疾患STEMIに
対するカテーテル
インターベンション

Part1：
非侵襲的画像診断2022

Part2：
Basic and Clinica Impact of FFRCT

Part 3：
State of art lecture about vulnerable plaque

虚血性心疾患に対する
State of art PCIを考察する

虚血性心疾患に対する
State of art OMTを考える表彰式

慢性冠動脈疾患
ガイドラインフォーカス
アップデートを読み込む

Luncheon Seminar

共催： アボットメディカルジャパン（同）

Luncheon Seminar

共催： アシスト・ジャパン㈱

共催： 日本アビオメッド㈱共催： キャスワークス・ジャパン（同）

Part3：
Resting index

for routine
clinical use 

Part4:
FFR and resting index in specific lesion subset

共催: ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱
特別講演1

Comprehensive
assessment

of coronary physiology
for understanding
coronary ischemia

招請講演
State of art risk
stratification of
CAD patients
by physiology
and imaging

Afternoon
Seminar

共催: 日本メドトロニック㈱

Part4：
血管造影、血管内
イメージングより
FFRを算出する
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場

第
1
会
場

第
3
会
場
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9月10日土

コメディカルプログラム１
Physiology & Imaging

の基礎

コメディカルプログラム3
カテ室で輝く

コメディカルスタッフ
への道

コメディカルプログラム4
カテ室看護特集

コメディカルプログラム5
バーチャルを身近に感じたい！

実際の解析方法を
学んで理解を深めよう！

コメディカル
プログラム6
負担軽減では
なく働きがい

の時代？
カテ室では
ここに働き
がいがある！

コメディカル
プログラム7
INOCAを

知ろう
コメディカルプログラム2
経験豊富だから知っている
～俺みたいなミスはするな！！

大動脈弁狭窄症に対する
Physiology and Imaging 冠微小循環障害に迫る POPAI meets TWINS 人工知能がもたらす

Imaging and Physiologyの将来

Luncheon Seminar

共催： ゼオンメディカル㈱／
日本ライフライン㈱

Luncheon Seminar

共催： 第一三共㈱

テーマライブ1
冠循環の包括的評価

（FFR、CFR、IMR、PPG index）

テーマライブ2
石灰化病変への
Imaging and 

Physiology guide PCI

テーマライブ3
Physiology guide

PCI to complex lesions

テーマライブ4
Physiology and Imaging:

diffuse and tandem disease

テーマライブ5
Imaging and Physiology

in bifurcative lesion

テーマライブ6
ビデオライブ

「ST上昇型心筋梗塞に対する
イメージングガイドPCI」

特別講演2
Virtual FFR
guide PCI:

How real is it? 

Morning
Seminar

共催: アムジェン㈱／アステラス製薬㈱ 時代に則した
虚血性心疾患の

comprehensive 
approach 

‒ 多様性を考慮した
治療適応判断から

二次予防まで

コメディカルプログラム8
建物の作りやシステムは
違うけど、参考になること

あるかもしれない

EVTにおける
Pressure Catheter

の可能性

日常臨床で
活用できるFFR
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●ご案内

会期 2022年9月9日（金）～ 10日（土）

会場 オンライン開催（Web 配信となります。会場での開催はございません）

 アーカイブ配信：9月16日（金）～9月30日（金）
 ※視聴するには参加登録が必要です。

●参加登録

ウェブサイトより参加登録をお願いいたします。

https://www.popai-gf.com

参加登録を頂きました皆様へは、会期前にご登録メールへ視聴URLをご案内いたします。

●参加登録期間：

　2022年8月1日（月）～9月10日（土）

●参加費

　メディカル 5,000 円

　コメディカル 1,000 円

　企　　 業 5,000 円

　研修医／学生 無料

※研修医および学生の方の参加登録費は無料です。事務局（popai@visitech.co.jp）まで、①氏名　②所属施設　

　③連絡先電話番号　④メールアドレスをご連絡ください。その際、学生の方は学生証を、研修医の方は研修医指導責

任者の署名・捺印がある研修医証明書（参加登録ページよりダウンロード可能）を添付ください。

　PCI Optimization by Physiology And Imaging（POPAI）2022 ウェブサイト「参加登録」ページ

　https://www.heartmeetings.com/event/detail/id/88

●参加証明書兼領収書

参加登録証明書兼領収書につきましては、Web 視聴ページより印刷が可能です。

●取得可能単位

日本心血管インターベンション治療学会専門 医・認定医資格更新単位取得 ライブ(更新単位2点)

日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師更新単位

認定試験受検申請では過去の出席、発表、講演すべてが認められます。

更新申請では認定後(更新後)5年間の出席、発表、講演が認められます。

出席:1単位　発表(筆頭者):2単位　発表(共同研究者):1単位　講演(筆頭者):5単位　シンポジスト(筆頭者):4単位

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(ITE)資格更新単位　5単位

・資格更新単位の申請には、CVIT 会員番号登録が必要です。

・会期当日、Web 視聴ページの会員番号登録フォームよりご登録ください。

事務局

PCI Optimization by Physiology And Imaging（POPAI）2022事務局

〒500-8262　岐阜県岐阜市茜部本郷1丁目46番地8

Tel 058-257-2727 / Fax 050-3588-8936 / E-mail popai@visitech.co.jp

Information
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Program 共催プログラム

Morning Seminar

9月9日金　 第1会場 共催:ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱
 11:05-11:25 『Invasive FFR wireに求められる特性』
  座長 安田　敏彦（石川県立中央病院）
  演者 増田早騎人（聖隷三方原病院）
   山浦　　誠（中部国際医療センター）

9月10日土　 第2会場 共催:アムジェン㈱／アステラス製薬㈱
 10:50-11:10 『ACS二次予防における積極的脂質低下療法の意義』
  座長 木下　順久（豊橋ハートセンター）
  演者 冠動脈イメージングによるプラーク性状診断に関する最新トピックス
   　　～PCSK9阻害薬の最新のエビデンスを踏まえて～
   太田　秀彰（藤田医科大学）

Luncheon Seminar

9月9日金　 第1会場 共催:アボットメディカルジャパン（同）
 13:20-14:10 『包括的機能診断が創り出す世界　～ CMD～』
  座長 北村　哲也（鈴鹿中央総合病院）
   松尾　仁司（岐阜ハートセンター）
  演者 横井　宏佳（福岡山王病院）
   川瀬世史明（岐阜ハートセンター）

9月9日金　 第2会場 共催:アシスト・ジャパン㈱
 13:20-14:10 『EVTにおける Pressure Catheterの可能性』
  座長 毛利　晋輔（済生会横浜市東部病院）
  演者 仲間　達也（東京べイ・浦安市川医療センター）

9月10日土　 第1会場 共催:ゼオンメディカル㈱／日本ライフライン㈱
 13:20-14:10 『日常臨床で活用できる FFR』
  座長 松尾　仁司（岐阜ハートセンター）
	 	 演者 FFRとnon-hyperemic pressure ratio(NHPR)が一致しない時の考え方
   塩野　泰紹（和歌山県立医科大学）
   機能的評価にOptoWireを活かす
   宮崎　要介（山口大学医学部附属病院）

9月10日土　 第2会場 共催:第一三共㈱
 13:20-14:10 『時代に則した虚血性心疾患の comprehensive approach 
  – 多様性を考慮した治療適応判断から二次予防まで』
  座長 天野　哲也（愛知医科大学）
  演者 浅野　　拓（聖路加国際病院）

Afternoon Seminar

9月9日金　 第2会場 共催:日本メドトロニック㈱
 16:20-16:40 『Onyx ONE Clearから考える至適 DAPT期間と IFU改訂の意義』
  座長 日比野　剛（岐阜県立多治見病院）
  演者 茂木　　聡（浜松医科大学医学部附属病院）
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Program 9月9日金
第1会場

 9:00-11:00 Lecture Course
  『Part1: Overview of coronary circulation』
  座長
   天野　哲也（愛知医科大学）
   辻田　賢一（熊本大学）

 9:00  冠循環の基礎・冠動脈血流は如何に調節されているか
   　　川瀬世史明（岐阜ハートセンター）

 9:20  CFRとFFR、iFRの概念、類似点と相違点
   　　民田　浩一（明石医療センター）

 9:40  最大冠拡張誘発方法とその問題点
   　　高島　浩明（愛知医科大学）

 10:00  微小循環障害を評価する
   　　齋藤　祐一（千葉大学医学部附属病院）

 10:20  冠攣縮を見直す
   　　高橋　　潤（東北大学）

 10:40  冠側副循環評価の重要性
   　　村井　典史（横須賀共済病院）

 11:05-11:25 Morning Seminar 1

  『Invasive FFR wireに求められる特性』
  座長
  　安田　敏彦（石川県立中央病院）
  演者
  　増田早騎人（聖隷三方原病院）
  　山浦　　誠（中部国際医療センター）

 11:30-13:10 Lecture Course
  『Part2: FFR for routine clinical use』
  座長
   中村　　淳（新東京病院）
   横井　宏佳（福岡山王病院）

 11:30  FFR、resting indexとangio、IVUSとの相違
   　　寺井　英伸（心臓病センター金沢循環器病院）

 11:50  FFR計測のピットフォール
   　　今井　俊輔（岐阜ハートセンター）

 12:10  FFR topics 2022
   　　齋藤　祐一（千葉大学医学部附属病院）

 12:30  Pressure pullbackをいかに臨床に活かすか
   　　水上　拓也（昭和大学・岐阜ハートセンター）

 12:50  J-CONFIRM registryからのメッセージ
   　　蔵満　昭一（小倉記念病院）

共催:ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱
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 13:20-14:10 Luncheon Seminar 1

  『包括的機能診断が創り出す世界　～ CMD～』
  座長
  　北村　哲也（鈴鹿中央総合病院）
  　松尾　仁司（岐阜ハートセンター）
  演者
  　横井　宏佳（福岡山王病院）
  　川瀬世史明（岐阜ハートセンター）

 14:15-15:23 Lecture Course
  『Part3: Resting index for routine clinical use』
  座長
   岩淵　成志（琉球大学）
   佐藤　匡也（坂総合病院）

 14:15 wave intensity analysis とiFRの概念 resting physiology
   　　塩野　泰紹（和歌山県立医科大学）

 14:32 resting index計測のピットフォール
   　　仁科　秀崇（筑波メディカルセンター）

 14:49 iFR以外の安静時指標 RFR DPR DFR
   　　蔵満　昭一（小倉記念病院）

 15:06 iFRエビデンスと『Pre-PCI』iFR coregistration guided PCIの可能性
   　　菊田　雄悦（福山循環器病院）

 15:55-18:21 Lecture Course
  『Part4: FFR and resting index in specific lesion subset』
  座長
   民田　浩一（明石医療センター）
   藤田　　博（西宮渡辺心臓脳・血管センター）

 15:55 Physiology guide PCI for LMTD update 2022
   　　割澤　高行（聖マリアンナ医科大学　岐阜ハートセンター）

 16:12 ACS
   　　川瀬世史明（岐阜ハートセンター）

 16:29 bifurcative lesion
   　　大森　寛行（岐阜県総合医療センター）

 16:46 diffuse and tandem lesion
   　　水上　拓也（昭和大学・岐阜ハートセンター）

 17:03 Chronic kidney disease　HD patients
   　　板倉　良輔（岐阜ハートセンター）

 17:20 Physiology guide CABG
   　　塩野　泰昭（和歌山県立医科大学）

 17:37 FFR and plaque vulnerability
   　　近藤　　武（岐阜ハートセンター）

 17:54 HFpEFをphysiologyで探る
   　　東谷　卓美（防衛医科大学）

共催:アボットメディカルジャパン（同）

第1会場
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 18:25-19:25 特別講演1
   『Comprehensive assessment of coronary physiology for understanding 

coronary ischemia』
  座長
   川瀬世史明（岐阜ハートセンター）
  演者
   Javier Escaned（Hospital Clinico San Carlos　Spain）
  ディスカスタント
   塩野　泰紹（和歌山県立医科大学）
   仁科　秀崇（筑波メディカルセンター病院）
   松尾　仁司（岐阜ハートセンター）
   村井　典史（横須賀共済病院）
   割澤　高行（聖マリアンナ医科大学・岐阜ハートセンター）

第1会場

Program 9月9日金
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第2会場 9:00-10:20 Lecture Course
  『Part1: 非侵襲的画像診断 2022』
  座長
   井口　信雄（榊原記念病院）
   佐久間　肇（三重大学）
  ディスカッサー
   中川　正康（岐阜ハートセンター）

 9:00 SPECT perfusion を用いたprecision medicine
   　　中嶋　憲一（金沢大学）

 9:20 PET perfusionで心筋虚血を評価する
   　　大島　　覚（名古屋共立病院）

 9:40 CT perfusionで心筋虚血を診る
   　　城戸　輝仁（愛媛大学）

 10:00 MR perfusionでどこまで診断できるか
   　　石田　正樹（三重大学　放射線医学）

 10:50-12:20 Lecture Course
  『Part2: Basic and Clinical Impact of FFRCT』
  座長
   大竹　寛雅（神戸大学医学部附属病院）
   角田　恒和（土浦協同病院）

 10:50 基調講演（Current status of FFRCT in the world)
   　　Campbell Rogers（Heart flow）

 11:20 Digital Revolutionがもたらす新たなCCS診療
   　　村松　　崇（藤田医科大学）

 11:40 三井記念病院のCCS診療を変えた FFRct 300例の経験
   　　小宮山浩大（三井記念病院）

 12:00 総合討論

 12:25-13:10 招請講演
   『State of art risk stratification of CAD patients by physiology and 

imaging』
  座長
   松尾　仁司（岐阜ハートセンター）
  演者
   Ban Kwon Koo（Seoul National University College of Medicine）

 13:20-14:10 Luncheon Seminar 2

  『EVTにおける Pressure Catheterの可能性』
  座長
  　毛利　晋輔（済生会横浜市東部病院）
  演者
  　仲間　達也（東京べイ・浦安市川医療センター）

共催:アシスト・ジャパン㈱
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 14:15-16:15 Lecture Course
  『Part3：State of art lecture about vulnerable plaque』
  座長
   赤阪　隆史（西宮渡辺心臓脳・血管センター）
   新家　俊郎（昭和大学）

 14:15 MDCT
   　　松本　英成（昭和大学医学部）

 14:35 FFRCTを用いた血行力学的因子評価
   　　鳥羽　敬義（神戸大学医学部附属病院）

 14:55 Molecular  vulnerable plaque imaging 2022
   　　中原　健裕（慶應義塾大学医学部）

 15:15 Vulnerable plaque imaging by MRI
   　　川﨑　友裕（新古賀病院）

 15:35 OCT
   　　杉山　知代（土浦協同病院）

 15:55 NIRS
   　　太田　秀彰（藤田医科大学病院）

 16:20-16:40 Afternoon Seminar 1

  『Onyx ONE Clearから考える至適 DAPT期間と IFU改訂の意義』
  座長
  　日比野　剛（岐阜県立多治見病院）
  演者
  　茂木　　聡（浜松医科大学医学部附属病院）

 16:45-17:45 Lecture Course
  『Part4：血管造影、血管内イメージングより FFRを算出する』
  座長
   岡山　英樹（愛媛県立中央病院）
   田邉　健吾（三井記念病院）

 16:45 QFRの最新情報2022
   　　浅野　拓（聖路加国際病院）

 17:05 FFRangio最新情報2022
   　　谷垣　徹（岐阜ハートセンター）

 17:25 IVUS and OCT derived FFR
   　　清家　史靖（愛媛大学）

共催:日本メドトロニック㈱

第2会場

Program 9月9日金
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第3会場 9:00-10:00 一般演題１
  『OCT』
  座長
   大久保宗則（岐阜ハートセンター）
   堀部　秀樹（岐阜県立多治見病院）
  ディスカスタント
   松尾　仁司（岐阜ハートセンター）

 M-001 4Frシステムを利用したOCTガイド下経皮的冠動脈インターベンションを施行した一例
   　　坂本　達哉（土浦協同病院）

 M-002 特発性冠動脈解離へのPCI後の治癒過程をimagingで経時的に捉えた一例
   　　渡辺　直生（自治医科大学附属病院）

 M-003 OCT guided Orbital atherectomy system-合併症を最小限に、Atherectomyを最大限に-
   　　田中健太郎（新東京病院）

 M-004 PCIの治療戦略の決定にOCTが有用であったLotus Root を伴う1例
   　　梅村　享佑（豊橋ハートセンター）

 10:05-11:05 一般演題2
  『FFR・その他』
  座長
   谷垣　　徹（岐阜ハートセンター）
   寺島　充康（豊橋ハートセンター）
  ディスカスタント
   松尾　仁司（岐阜ハートセンター）

 M-005 FFRangioとwire based FFRのmismatchを認めたACS残存狭窄の一例
   　　五十殿弘二（医仁会武田総合病院）

 M-006 PCI後の生理学的指標が多様な変動を示した4症例についての検討
   　　木村　茂樹（横浜南共済病院）

 M-007 FFR-angiograpyを用いてPCIを施行した症例
   　　佐生　　喬（三重大学医学部附属病院）

 M-008 当院におけるDCAとDCBを用いたStentless PCIの治療成績
   　　安田　奈央（名古屋掖済会病院）

 11:10-12:10 YIA
  座長
   川瀬世史明（岐阜ハートセンター）
   山下　　淳（東京医科大学病院）
  ディスカスタント
   松尾　仁司（岐阜ハートセンター）

 Y-001 新規冠動脈病変における薬剤コーティングバルーンによる治療後の生理学的評価の重要性についての検討
   　　山本　哲也（神戸大学医学部附属病院）

 Y-002 待機的PCI前に存在するUnrecognized myocardial infarctionと予後との関係
   　　野上　　開（土浦協同病院）

 Y-003 ダイナミック心筋CT perfusion検査における4D similarity filterの有用性について
   　　山本　雄太（愛媛大学大学院医学系研究科）

 Y-004 安定冠動脈病変に対するPCI前後のFFRとCFRを用いた複合評価とその臨床的意義
   　　上野　弘貴（土浦協同病院）
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 12:15-13:05 ビデオライブ1
  Virtual FFR（FFRangio）live
  プレゼンター
   谷垣　　徹（岐阜ハートセンター）
  座長
   阿古　潤哉（北里大学医学部）
   挽地　　裕（佐賀県メディカルセンター好生館）
  コメンテーター
   五十殿弘二（医仁会武田総合病院）
   菊田　雄悦（福山循環器病院）
   旦　　一宏（一宮西病院）
   山本　裕貞（帝京大学医学部附属病院）

 13:20-14:10 ビデオライブ2
  心原性ショックの多枝疾患 STEMIに対するカテーテルインターベンション
  プレゼンター
   志村　徹郎（岐阜ハートセンター )
  座長
   日比野　剛（県立多治見病院）
  コメンテーター
   岩間　　眞（岐阜県総合医療センター）
   上野　博志（富山大学附属病院）
   内田　恭寛（市立四日市病院）
   鈴木　佑一（浜松医科大学医学部附属病院）

 14:15-15:35 虚血性心疾患に対する State of art PCIを考察する
  座長
   上村　史朗（川崎医科大学）
   前川裕一郎（浜松医科大学医学部附属病院）

 14:15 Physiology guide PCI
   　　松尾　仁司（岐阜ハートセンター）

 14:35 IVUS guide PCI
   　　野崎　洋一（北光記念病院）

 14:55 OCT guide PCI
   　　安藤　博彦（愛知医科大学）

 15:15 PhysiologyとimagingをComplex interventionで活用する（SyntaxⅡstrategy）
   　　外海　洋平（大阪大学）

 15:40-15:55 表彰式
  一般演題1、2、YIA優秀演題表彰

共催:キャスワークス・ジャパン（同）

共催:日本アビオメッド㈱

第3会場

Program 9月9日金
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 16:05-17:45 虚血性心疾患に対する State of art OMTを考える
  座長
   横井　宏佳（福岡山王病院）
   松尾　仁司（岐阜ハートセンター）

 16:05 高血圧
   苅尾　七臣（自治医科大学）

 16:25 糖尿病
   矢部　大介（岐阜大学）

 16:45 脂質異常症
   松尾　仁司（岐阜ハートセンター）

 17:05 タバコを甘く見ていませんか？
   松岡　　宏（朝倉さわやかクリニック）

 17:25 抗血小板療法・抗凝固療法
   横井　宏佳（福岡山王病院）

 17:50-18:50 慢性冠動脈疾患ガイドラインフォーカスアップデートを読み込む
  座長
   伊刈　裕二（東海大学医学部）

 17:50 ガイドラインフォーカスアップデートが与える診療のインパクト
   中埜伸太郎（埼玉医科大学）

第3会場
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第1会場  午前スタッフ
  サブオペレーター

  IVUS・OCTコメンテーター
   石川　正人（藤田医科大学）
   寺島　充康（豊橋ハートセンター）
  CTコメンテーター
   近藤　　武（岐阜ハートセンター）
  RI・エコーコメンテーター
   中川　正康（岐阜ハートセンター）
  症例提示
   中川　正康（岐阜ハートセンター）

 9:00-10:20 テーマライブ1
  『冠循環の包括的評価（FFR、CFR、IMR、PPG index）』
  オペレーター
   川瀬世史明（岐阜ハートセンター）
  座長
   天野　哲也（愛知医科大学）
   山田 愼一郎（北播磨総合医療センター）
  コメンテーター
   浅野　　博（公立陶生病院）
   植木　康志（信州大学医学部附属病院）
   上谷　晃由（愛媛県立今治病院）
   齋藤　佑一（千葉大学医学部附属病院）
   水上　拓也（昭和大学・岐阜ハートセンター）

 10:25-11:45 テーマライブ2
  『石灰化病変への Imaging and Physiology guide PCI』
  オペレーター
   松尾　仁司（岐阜ハートセンター）
  座長
   岡田　尚之（聖隷浜松病院）
   園田　信成（佐賀大学医学部）
  コメンテーター
   石原　昭三（耳原総合病院）
   植村　祐介（安城更生病院）
   小川　崇之（慈恵医科大学）
   津田　卓眞（名古屋掖済会病院）
   吉町　文暢（東海大学医学部付属八王子病院）

共催:アボットメディカルジャパン（同）

共催:ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱

Program 9月10日土
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第1会場
 11:50-13:10 テーマライブ3
  『Physiology guide PCI to complex lesions』
  オペレーター
   川瀬世史明（岐阜ハートセンター）
  座長
   川﨑　友裕（新古賀病院）
   七里　　守（榊原記念病院）
  コメンテーター
   香田　雅彦（中濃厚生病院）
   寺本　智彦（さくら総合病院）
   堀江　和紀（仙台厚生病院）
   宮原　眞敏（三重ハートセンター）
   分山　隆敏（JCHO 徳山中央病院）

 13:20-14:10 Luncheon Seminar 4

  『日常臨床で活用できる FFR』
  座長
  　松尾　仁司（岐阜ハートセンター）
  演者
  　FFRとnon-hyperemic pressure ratio(NHPR)が一致しない時の考え方
  　塩野　泰紹（和歌山県立医科大学）
  　機能的評価にOptoWireを活かす
  　宮崎　要介（山口大学医学部附属病院）

  午後スタッフ
  IVUS・OCTコメンテーター
   坂田　憲治（金沢大学附属病院）
  CTコメンテーター
   近藤　　武（岐阜ハートセンター）
  RI・エコーコメンテーター
   中川　正康（岐阜ハートセンター）
  症例提示
   中川　正康（岐阜ハートセンター）

 14:15-15:35 テーマライブ4
  『Physiology and Imaging : diffuse and tandem disease』
  オペレーター
   松尾　仁司（岐阜ハートセンター）
  座長
   田中　信大（東京医科大学八王子医療センター）
   民田　浩一（明石医療センター）
  コメンテーター
   金子　海彦（札幌心臓血管クリニック）
   近藤　裕樹（松波総合病院）
   進　　智康（東可児病院）
   高島　浩明（愛知医科大学）
   髙橋　茂清（中部国際医療センター）

共催:ゼオンメディカル㈱／日本ライフライン㈱

共催:ゼオンメディカル㈱／日本ライフライン㈱

共催:㈱フィリップスジャパン／日本メドトロニック㈱
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 15:40-17:00 テーマライブ5
  『Imaging and Physiology in bifurcative lesion』
  オペレーター
   大久保宗則（岐阜ハートセンター）
  座長
   北村　哲也（鈴鹿中央総合病院）
   日比野　剛（岐阜県立多治見病院）
  コメンテーター
   神原　貴博（公立陶生病院）
   木村　祐之（広島ハートセンター）
   栗田　泰郎（三重大学医学部附属病院）
   森田　康弘（大垣市民病院）
   安田　敏彦（石川県立中央病院）

 17:05-18:25 テーマライブ6
  ビデオライブ「ST上昇型心筋梗塞に対するイメージングガイド PCI」
  プレゼンター
   原野　義大（岐阜ハートセンター）
  座長
   高木　　厚（済生会川口総合病院）
   正村　克彦（中村病院）
  コメンテーター
   岩間　　眞（岐阜県総合医療センター）
   太田　秀彰（藤田医科大学病院）
   木村　茂樹（横浜南共済病院）
   旦　　一宏（一宮西病院）
   船山　　大（自治医科大学）

 18:30-19:35 特別講演2
  『Virtual FFR guide PCI :How real is it?』
  座長
   松尾　仁司（岐阜ハートセンター）
  演者
   Carlos Collet（OLV Herz Belgium）
  ディスカスタント
   鳥羽　敬義（神戸大学医学部附属病院）
   齋藤　佑一（千葉大学医学部附属病院）
   水上　拓也（昭和大学・岐阜ハートセンター）

共催:テルモ㈱（仮）

共催:ニプロ㈱

第1会場

Program 9月10日土
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 9:00-10:42 『大動脈弁狭窄症に対する Physiology and Imaging』
  座長
   田中　信大（東京医科大学八王子医療センター）
   山本　真功（岐阜ハートセンター）

 9:00 ASの冠循環生理
   　　田中　信大（東京医科大学八王子医療センター）

 9:17 心エコーでASに迫る
   　　片岡　明久（帝京大学医学部附属病院）

 9:34 心臓CTにてASに迫る
   　　志村　徹郎（岐阜ハートセンター）

 9:51 心臓MRIでASに迫る
   　　大谷　速人（浜松医科大学）

 10:08 核医学でみたASの病態
   　　中川　正康（岐阜ハートセンター）

 10:25 Severe AS症例における冠動脈狭窄の機能的評価
   　　山中　　太（湘南鎌倉総合病院）

 10:50-11:10 Morning Seminar 2

  『ACS二次予防における積極的脂質低下療法の意義』
  座長
  　木下　順久（豊橋ハートセンター）
  演者
　　　　　　  冠動脈イメージングによるプラーク性状診断に関する最新トピックス
　　　　　　  ～PCSK9阻害薬の最新のエビデンスを踏まえて～
  　太田　秀彰（藤田医科大学）

 11:15-13:15 『冠微小循環障害に迫る』
  座長
   赤阪　隆史（西宮渡辺心臓脳・血管センター）
   大倉　宏之（岐阜大学医学部附属病院）

 11:15 冠微小循環障害とは？　病態と診断
   　　赤阪　隆史（西宮渡辺心臓脳・血管センター）

 11:30 冠微小循環障害に核医学で迫る
   　　大滝　裕香（榊原記念病院）

 11:45 冠微小循環障害にCTで迫る
   　　星野　昌弘（土浦協同病院）

 12:00 冠微小循環障害にMRIで迫る
   　　石田　正樹（三重大学大学院）

 12:15 冠微小循環障害に侵襲的に迫る IMR
   　　小林　光一（トヨタ記念病院）

 12:30 血管造影から冠微小循環を評価する
   　　谷垣　徹（岐阜ハートセンター）

 12:45 冠微小循環に遺伝子から迫る
   　　松村　貴由（自治医科大学）

 13:00 冠微小循環障害に心エコーで迫る
   　　塩野　泰紹（和歌山県立医科大学）

共催:アムジェン㈱／アステラス製薬㈱

第2会場
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 13:20-14:10 Luncheon Seminar 5

  『時代に則した虚血性心疾患の comprehensive approach 
  – 多様性を考慮した治療適応判断から二次予防まで』
  座長
  　天野　哲也（愛知医科大学）
  演者
  　浅野　　拓（聖路加国際病院）

 14:15-15:35 『POPAI meets TWINS』
  座長
   岩崎　清隆（早稲田大学）
   中山　雅文（岐阜ハートセンター）

 14:15 LM　Bifurcation治療成績の向上に向けた医工学研究：形態と動き
   　　岩崎　清隆（早稲田大学）

 14:35 分岐部プラーク理論とステント留置後の微小循環
   　　山本　　匡（オクノクリニック）

 14:55 ステントを用いた分岐部治療。その可能性と課題
   　　挽地　　裕（佐賀県メディカルセンター好生館）

 15:15 LMT Bifurcation Stentingのヒトを模した非臨床研究：Angio vs OFDI
   　　岡村　誉之（山口大学医学部附属病院）

 15:40-17:25 『人工知能がもたらす Imaging and Physiologyの将来』
  座長
   上村　史朗（川崎医科大学）
   川口　克廣（小牧市民病院）

 15:40 人工知能を用いた心電図診断
   　　中山　雅文（岐阜ハートセンター）

 15:55 人工知能を用いた核医学診断
   　　中嶋　憲一（金沢大学）

 16:10 人工知能を用いたエコー診断
   　　楠瀬　賢也（徳島大学病院）

 16:25 人工知能を用いたCTプラーク診断
   　　中西　理子（東邦大学医療センター大森病院）

 16:40 心臓CT・MRIにおける人工知能技術の最前線
   　　加地修一郎（関西電力病院）

 16:55 OCTのAI深層学習によるプラーク診断とその臨床的意義
   　　久米　輝善（川崎医科大学）

 17:10 人工知能とvirtual FFR
   　　大森　寛行（岐阜県総合医療センター）

共催:第一三共㈱

第2会場

Program 9月10日土
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 9:00-10:00 コメディカルプログラム1
  『Physiology & Imaging の基礎』
  座長
   梶浦　　涼（岐阜ハートセンター）
   長谷川謙司（一宮市立市民病院）

  FFR・NHPRの基礎
   　　大橋　侑弥（石巻赤十字病院）

  IVUSの基礎
   　　小島　未完（名古屋ハートセンター）

  OCT/OFDIの基礎
   　　山下　　翔（豊橋ハートセンター）

 10:05-11:05 コメディカルプログラム2
  『経験豊富だから知っている　～俺みたいなミスはするな！！』
  座長
   高梨　賀江（心臓血管研究所付属病院）
   新美　伸治（名古屋大学）

  FFR・NHPRの落とし穴
   　　谷中　洋平（東京医科大学八王子医療センター）

  IVUSの落とし穴
   　　佐生　喬（三重大学）

  OCT/OFDIの落とし穴
   　　伊藤　勝祥（藤田医科大学）

 11:10-12:10 コメディカルプログラム3
  『カテ室で輝くコメディカルスタッフへの道』
  座長
   小林　俊博（名古屋ハートセンター）
   水野千香子（一宮市立市民病院）

  セカンド業務で輝くための心得
   　　清水　一生（豊橋ハートセンター）

  寝台操作で輝くための心得
   　　加賀谷拓也（岐阜ハートセンター）

  外回り業務で輝くための心得
   　　山本　歩夢（大垣徳洲会病院）

第3会場

Program 9月10日土 Co-medical
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 12:15-13:15 コメディカルプログラム4
  『カテ室看護特集』
  座長
   中村　康雄（岡本石井病院）
   加藤　恭浩（中部国際医療センター）
  コメンテーター
   安田　奈央（名古屋掖済会病院）

  看護師による看護師のためのPCI解説！
   　　杉村　哲朗（豊橋ハートセンター）

  FFR? IVUS? モニタに夢中な医師、技士に知ってもらいたいカテ室看護
   　　川上　智子（東海大学医学部付属病院）

 14:15-14:55 コメディカルプログラム5
  『バーチャルを身近に感じたい！実際の解析方法を学んで理解を深めよう！』
  座長
   今井　俊輔（岐阜ハートセンター）
   中谷　友樹（岡崎市民病院）
  コメンテーター
   宮崎　勇輔（岐阜県総合医療センター）

  FFRangio Video Live
   　　澤田文己駿（岐阜ハートセンター）

  QFR Video Live
   　　岩田　慎也（岐阜ハートセンター）

 15:00-15:25 コメディカルプログラム6
  『負担軽減ではなく働きがいの時代？カテ室ではここに働きがいがある！』
  座長
   猪島　裕貴（岐阜県総合医療センター）
   小林　寛人（大垣市民病院）
   玉木　高裕（東海中央病院）

 15:30-15:55 コメディカルプログラム7
  『INOCAを知ろう』
  座長
   伊藤　朋晃（小倉記念病院）
  演者
   村澤　孝秀（東京大学）

 16:00-17:00 コメディカルプログラム8
  『建物の作りやシステムは違うけど、参考になることあるかもしれない』
  座長
   伊藤　靖典（東可児病院）
   色川　佳輔（岐阜ハートセンター）

  FFR・NHPRの測定方法からデータの管理まで
   　　塚本　　毅

  Imaging情報の提供方法からデータの管理まで
   　　村上　堅太（名古屋徳洲会病院）

第3会場

Program 9月10日土 Co-medical
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抄　　録



M-001	 	4Fr システムを利用したOCTガイド下経皮的冠動脈インターベンションを施行
した一例

○�坂本�達哉
土浦協同病院�循環器内科

症例は 44 歳男性。労作時胸部違和感を主訴に当科外来を受診され、冠動脈 CT 検査で狭窄を疑われたため冠動脈
造影検査を施行したところ右冠動脈近位部に 90% 狭窄を認め、待機的に同病変に対する経皮的冠動脈インターベ
ンション（PCI）が予定された。解剖学的嗅ぎタバコ入れより右遠位橈骨動脈を穿刺し、4Fr シース及び 4Fr ガイ
ディングカテーテルを使用し、新規開発された 1.8Fr の光干渉断層法（OCT）カテーテルを用いて OCT ガイド下
に PCI を施行した。OCT 観察による病変部のプラーク性状評価やステントの最適化を行いつつ、シロリムス溶出
性ステント3.0× 32mmを留置した。合併症なくPCI手技を終了し術後経過も良好であり術後2日で退院となった。
心臓カテーテル手技において経橈骨動脈アプローチは標準的手法として確立され、さらにスレンダーシース・シー
スレスガイディングカテーテル・遠位橈骨動脈アプローチといった侵襲度の低い手法が追求されるようになった。
従来に比してより細径のシステムによるカテーテル手技は穿刺部やアクセスルートの合併症低減や造影剤使用量の
抑制に寄与すると考えられる反面、血管内イメージングモダリティーの併用は多くの場合困難で使用が限定される。
1.8Fr の OCT イメージングカテーテルを用いることにより、4Fr システムによる OCT ガイド下での低侵襲 PCI を
施行することが可能となったため、文献的考察を交えて報告する。

M-002	 	特発性冠動脈解離へのPCI 後の治癒過程を imaging で経時的に捉えた一例

○�渡辺�直生
自治医科大学附属病院�循環器内科

高血圧を背景疾患とする 70 歳女性．ST 上昇型急性下壁心筋梗塞の診断で，緊急カテーテル検査を施行した．冠動
脈造影（CAG）で右冠動脈（RCA）に TIMI�flow�grade�1 の高度狭窄を認め同部位が責任病変と判断した．2.0mm
バルーンで病変拡張後，IVUS を行なったところフラップと血腫（IMH）を認め特発性冠動脈解離（SCAD）と
診断した．2.5mm�パーフュージョンバルーン（PB）を用いて 5 分間のロングインフレーションを行ったところ，
IMH 進展なく，良好な血管内腔および血流を得ることができた（TIMI�flow�grade�3）ことから，手技を終了し
た．入院 14 日目の follow�up�CAG では中等度の狭窄が残存していたものの心筋血流予備量比（FFR）0.95 であり，
OCT と IVUS でフラップが明瞭にヒーリングしている所見が捉えられたことから，追加 PCI は行わなかった．3 ヶ
月後の冠動脈 CT で，病変は完全に治癒していた．PB はバルーン拡張中も血流を維持できるため，数分以上拡張
を続けることが可能である．PB は血管穿孔などの症例でベイルアウトデバイスとして使用するのが一般的だが，
PB によるロングインフレーションは急性リコイルを防ぐだけでなく，SCAD 患者の内膜フラップの閉鎖・治癒に
も有用で，ステントを留置せず PB で処理することで，ステントによる晩期合併症や IMH の経時的な消失による，
ステントの圧着不良といったリスクはなくすことができる有用な方法であると考える．

一般演題 1／ OCT
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M-003	 	OCT	guided	Orbital	atherectomy	system	
- 合併症を最小限に、Atherectomyを最大限に -

○�田中�健太郎
新東京病院�心臓内科

Diamondback�360�Orbital�Atherectomy�System（OAS）による in�vivo での有効性についての詳細なメカニズムに
ついては十分に研究されていない。我々は、Optical�coherence�tomography（OCT）を用いて OAS の有効性の評
価を行った。単一施設で後方視的に OAS を用いて治療した 21 の石灰化冠動脈病変において OAS のアブレーショ
ン前後、ステント留置後でOCT画像を取得した。病変レベルの解析では、切削セグメント長21.3±8.0mmにおいて、
平均Calcified�plaque�areaは 4.38± 1.95mm2、Calcified�plaque�arcは 192±56°であった。OASによるアブレーショ
ンで平均内腔面積は 4.34 ± 2.30mm2 から 4.89 ± 2.00mm2、内腔体積は 10.67 ± 5.50mm3 増加し、ステント留置
後は 7.66 ± 2.30mm2 の内腔面積が獲得された。非石灰化プラークの切削は全切除面積の 20.5 ± 32.2％に認められ
た。断面解析では，アブレーション前後の OCT 画像 574 フレームにおいて，アブレーション前の石灰化プラーク
の内腔面と OCT カテーテルの位置（ガイドワイヤーの偏り）との間に負の相関（r=�-0.50,�p>0.001）がみられた．
OCT カテーテルをプラークに近づける、あるいは密着させる（長さ 0.5mm 以下）ことで、石灰化したプラークを
効果的にアブレーションすることができた（p>�0.001）。（内腔面積が大きい（8.0mm2 以上）場合でも同様の傾向
が見られた（r=�-0.57,�p>�0.001）。OAS 施行前の OCT 画像取得、特に OCT カテーテルと切削する石灰化プラーク
との位置関係を把握することは、石灰化冠動脈病変に対する OAS の効果を最大限に発揮するために有用であると
同時に冠動脈穿孔リスクの最小化に繋がると考えられる。

M-004	 	PCI の治療戦略の決定にOCTが有用であったLotus	Root	を伴う1例

○�梅村�享佑
豊橋ハートセンター�放射線科

PCI の治療戦略決定に OCT が有用であった Lotus�Root�Appearance�を伴う 1 例
【背景】�Lotus�Root�Appearance とは、川崎病や CTO などの血管病変部位に複数の内腔（チャネル）が隔壁をもっ
て存在する所見のことである。血栓閉塞した病変が多孔性に再疎通して生じるとされており、有病率は 0.09％程
度であると報告されている。冠動脈造影像上は Braid-like�（組みひも様）�Lesion�として認識される。近年、IVUS・
OCT などの血管内イメージングの発展により数多く報告されるようになった。

【症例】50 歳代男性、現病歴は健康診断で心電図異常を指摘され当院紹介受診となる。
【経過】心エコーにて EF60.9%, 下壁の壁運動低下を認めた為造影 CT を行う方針となる。造影 CT では LCA 狭窄
なく RCA に低輝度 plaque を伴う高度狭窄を認めた為 CAG を行うと同様に RCA は #2:99% 狭窄病変を認め、後
日待機的 PCI となる。

【手技】PCI では比較的容易に wire�cross 成功。術前 CT では低輝度 plaque を疑う所見であった為、OCT を用い
て病変性状を観察する方針とした。OCT では Lotus�Root�Appearance を認めた。また RVbranch は病変から分岐
しており wire�protect が必要と判断。OCT では RVbranch は wire� lumen とは別の lumen から分岐していること
が観察でき、その情報をもとに wire�protect に成功した。

【まとめ】本症例では imaging�device の中で最も空間分解能の高い OCT を用いることで病変形態を詳細に観察で
きた。冠動脈 CT や CAG だけでは把握できなかった病変形態を、OCT を行うことで理解し、円滑な手技に結び
付けることができた

【結語】PCI の治療戦略決定に OCT が有用であった Lotus�Root�Appearance�を伴う 1 例を経験した
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M-005	 	FFRangio とwire	based	FFRのmismatch を認めたACS残存狭窄の一例

○�五十殿�弘二
医仁会武田総合病院�循環器内科

症例は 70 歳代男性、冠危険因子として高血圧、慢性腎機能障害がある。右冠動脈の急性心筋梗塞にて救急搬入され、
緊急冠動脈造影施行、Primary�PCI で＃ 1 にステント留置を行い、peak�CPK は 4653IU/L であった。緊急冠動脈
造影時に左回旋枝に 75-90％の狭窄病変を認めており、リハビリテーションののち心筋梗塞発症 10 日目に虚血評価
を行った。Wire�base の評価では、RFR�0.92、FFR�0.85 といずれも虚血陰性であったが、FFRangio では 0.73 と虚
血陽性所見であった。OCT では MLA�1.35㎜ 2、TCFA を伴う lipid�rich�plaque であり、ACS の残存病変である
ことも踏まえ PCI 適応病変と考えステント留置した。近年の FLOWER-MI の結果などより、急性心筋梗塞残存病
変に対する虚血評価の解釈には注意が必要と考えられるが、血行動態の影響を受けない Angio-based�FFR では異
なる見解が得られる可能性があると考えられた。

M-006	 	PCI 後の生理学的指標が多様な変動を示した4症例についての検討

○�木村�茂樹�
横浜南共済病院�循環器内科

冠動脈疾患に対する PCI 前後の生理学的指標の変化は PCI 後の予後を考える上で重要である。今回我々は PCI 前
後で侵襲的生理学的検査を施行し得た前下行枝を責任病変とする狭心症 4 症例を経験したため報告する。1 例目は
49 歳男性。前下行枝＃ 8 に OCT 上脂質プラークを伴う 90% 狭窄を認め同部位に対してステント挿入術を施行し
た。PCI 前後で FFR0.73 → 0.84、RFR0.92 → 0.90、CFR1.5 → 5.2、IMR43 → 6 といずれも改善をみせ OCT 上も十
分な拡張ができ手技を終了した。2 例目は 82 歳男性。NSTEMI の非責任分枝病変である #7 に脂質・層状プラー
ク伴う 90％狭窄を認め同部位に対してステント挿入術施行。FFR0.73 → 0.80、RFR0.79 → 0.87、CFR1.8 → 2.8、
IMR17 → 17 と CFR,IMR 改善が不良であったが FFR、RFR は改善したため手技を終了した。３例目は 78 歳男
性。同様に NSTEMI の非責任分枝病変＃ 7 に脂質・層状プラークを伴う 90% 狭窄を認め同部位にステント挿入術
施行。FFR0.73 → 0.75、RFR0.68 → 0.88、CFR2.5 → 4,3、IMR9 → 20 と IMR の上昇を認め FFR の改善に乏しかっ
た。病変は脂質プラークが高度であり PCI 後の微小循環に影響した可能性が示唆された。４例目は 65 歳男性。#8
の層状プラークを伴う 90％狭窄を認め同部位に対してステント挿入術施行。FFR0.79 → 0.77、RFR0.85 → 0.92、
CFR2.6 → 2.5、IMR46 → 29 といずれの指標も改善が悪かった。責任病変性状のみならず近位測の脂質プラーク病
変残存の影響が示唆されたが内腔は保たれており OMT を試みることとして手技終了した。同様に前下行枝を責任
病変とする狭心症病変においても PCI 前後の生理学的指標は多用な変化をきたす可能性が示唆された。

一般演題 2／ FFR・その他
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M-007	 	FFR-angiograpyを用いてPCI を施行した症例

○�佐生�喬
三重大学医学部附属病院�臨床工学部

【背景】FFR-angiograpy（FFR�Angio）は、Invasive�FFR�値と相関しFFRのcut�off値を0.8とした場合、感度・特異度・
正診率・AUC は良好であると報告されている。今回 ,�FFR�Angio を用いて PCI を施行した症例を報告する。

【症例】81 歳、男性
【現病歴】75 歳時に肺癌術後フォローアップ CT で腹部大動脈瘤が指摘され経過観察中であった。79 歳で腹部動脈
瘤径 50 × 51mm となり血管内治療を行う方針となった。その際冠動脈 CT で多枝病変が指摘された。血管内治療
施行後 PCI�to�LMT-LAD#5-6（SYNERGY3.0 × 23）を施行した。8 カ月後に CAG�restudy を行い、LCX#11�90%
に対して PCI�to�LCX�#11（SYNERGY2.5 × 11）施行した。4 カ月後の CT�perfusion で RCA に中等度～高度狭窄
および心筋虚血が認められ、再度 8 ヶ月後の CAG�restudy 目的で入院となった。

【既往歴】腹部大動脈瘤、右肺癌、糖尿病、慢性腎臓病
【経過】CAG 施行後 ISR（-）で RCA#2�75% であった。そのため、RCA に対して FFR�Angio を施行した。FFR�
Angio�0.76 で Positive なため、PCI�to�RCA#2（SYNERGY4.0 × 20）を施行した。PCI 施行後の FFR�Angio�0.95
であり、最終造影も良好なため手技終了とした。

【結論】PCI 前後で FFR�Angio を用いて機能学的評価が可能であった。ただ、保険診療的な limitation が存在する。

M-008	 	当院におけるDCAとDCBを用いたStentless	PCI の治療成績

○�安田�奈央
名古屋掖済会病院�臨床工学部

【背景】DCA 後に DCB を塗布する stentless�PCI の有用性が報告されるが、中・長期成績や再狭窄に関与する因子
についての報告は少ない。�

【目的】DCA と DCB を用いた StentlessPCI の治療成績について検討した。
【方法】2018 年 7 月から 2021 年 1 月に、当院で DCA と DCB を用いて stentless�PCI を行った連続 91 病変のうち、
治療後半年 ?1 年で follow�up�CAG を行なった 60 病変を対象に、follow�up�CAG 後に同部位の再治療を必要とした
病変を TLR とし、再狭窄率と再狭窄に関連する因子について検討した。調査項目は患者背景、Medication 内容、
手技内容、合併症、治療血管、DCA 前後の RVA�（Reference�Vessel�Area）、MLA�（Minimum�Lumen�Area）、
MLD�（Minimum�Lumen�Diameter）、%PA�（%Plaque�Area）、resting� index、FFR、CFR を後方的に抽出した。
resting�index は ZEON 社製 dPR、CFR は pCFR を使用し、全例 IVUS�guide で手技を行った。

【結果】再狭窄は 13.8%（11 病変）で生じた。単変量解析では女性（OR:�7.20;�95%�CI:�1.24-41.80;�p ＝ 0.028）、DCA
後の MLA（OR:�0.69;�95%�CI:�0.48-0.99;�p ＝ 0.042）、DCA 後の dPR 値（OR:�0.83;�95%�CI:�0.69-0.99;�p ＝ 0.045）が
再狭窄に関与を示し、多変量解析後は DCA 後の dPR 値のみが有意な再狭窄関連因子であった（OR:�0.83;�95%�CI:�
0.70-0.99;�p ＝ 0.049）。また、再狭窄に対する DCA 後の dPR の cutoff 値は 0.87（ROC 曲線下面積：0.85）であった。

【結語】DCA と DCB による stentless�PCI の中期成績の予測には resting�index が有用であり、end�point の決定に
寄与しうる。
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Y-001	 	新規冠動脈病変における薬剤コーティングバルーンによる治療後の生理学的評価
の重要性についての検討

○�山本�哲也
神戸大学医学部附属病院�循環器内科

背景：Drug-coated�balloon�（DCB）使用後の生理学的評価は stent 留置後とは異なり、acute�recoil や解離の影響
を受けて急性期の変化を及ぼしうるが、治療後の値とその変化について現在のところ詳細な検討はない。
方法：本研究は単施設前向き観察研究であり、50 症例の新規冠動脈病変に対する�optical�coherence�tomography�

（OCT）ガイド�percutaneous�coronary� intervention�（PCI）を行った症例を対象としている。PCI 治療直後、15
分後の�Fractional�flow�reserve�（FFR）、�instantaneous�wave-free�ratio�（iFR）の評価を行い（FFR0m,iFR0m,�
FFR15m,� iFR15m）、その差（dif-FFR,�dif-iFR）、iFR のプルバックカーブにおける治療部位の圧較差�（iFR�
gradient）について評価を行った。また 9 ヶ月後の�OCT によるフォローを行った。
結果：3 例 bailout�stenting を要し、残りの 47 症例については 9 ヶ月後の OCT によるフォローを行い、MLA に
よる late� lumen�area� loss を評価し、late� lumen�enlargement を得られた群（LLE 群 :n=29）と得られなかった群

（non-LLE 群 :n=18）の 2 群に分けて比較検討を行った。LLE 群では ,�FFR15m と iFR15m�が有意に高く（0.90 ± 0.03�
vs.�0.85 ± 0.07,�p<0.001,�0.97 ± 0.02�vs.�0.92 ± 0.10,�p=0.008）�、また OCT 上の %Area�stenosis�（%AS）、dif-FFR、
dif-iFR と iFR�gradient�は有意に小さかった�（38.5%�（33.6,�42.3）�vs.�45.1%�（38.9,�54.6）,�p=0.03,�?�0.001�±�0.006�vs.�
0.036�±�0.032,�p<0.001,�?�0.002�±�0.008�vs.�0.019�±�0.017,�p<0.001,��0.025±0.019�vs.�0.057±0.076,�p=0.04）。一方で、
FFR0m、�iFR0m、そのほかの OCT 所見、QCA 所見は有意差を認めなかった。LLE を予測する ROC 曲線を評価
すると、解剖学的狭窄度である OCT 上の %AS に加えて、病変局所の圧較差である iFR�gradient、さらには治療
後の生理学的評価の経時的変化である dif-iFR を加えることで LLE の予測能が向上することがわかった。
結語：DCB 治療後の生理学的評価とその後の経時的変化を評価することは重要である。

Y-002	 	ダイナミック心筋CT	perfusion 検査における4D	similarity	filter の有用性
について

○�山本�雄太
愛媛大学大学院医学系研究科�放射線医学

【目的】ダイナミック心筋 CT�perfusion 検査の画質と虚血診断における 4D�similarity�filter の有用性について検討
すること。

【方法】冠動脈疾患を疑われダイナミック心筋 CTP 検査と冠動脈造影検査を施行された患者 17 名を�retrospective�
に抽出した。CTP は 320 列 CT を用いて 80kV,�300mA で撮影し、逐次近似再構成法を用いて再構成したもの
を”original� image”とした。さらに、noise�simulation 技術によるノイズ付加を用いて、被曝線量を 25%、50%、
75% 減少させた場合の CTP 画像を仮想的に得た。これらの画像には逐次近似再構成と 4D-SF によるノイズ低減
処理を行い、それぞれ”25%-,�50%-,�75%-dose�reduction� image”とした。それぞれのデータセットにおいて�SNR,�
CNR,�CT-MBF を算出し、画質と CT-MBF の虚血診断能について比較検討した。

【結果】4D-SF を用いた各群では original� image に比べて SNR,CNR の改善がみられた（p�<�0.05）。虚血領域の診
断において original� image と�25%-,�50%-dose�reduction� image�間に AUC の有意差は認めなかったが、75%-dose�
reduction�image の AUC は original�image と比べて有意に低かった（p�<�0.05）。

【結論】4D-SF をダイナミック心筋 CTP に適用することで画質が改善され、虚血診断能を維持しつつ放射線被曝
を従来の半分程度に抑えることが可能となる。

YIA
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Y-003	 	待機的PCI 前に存在するUnrecognized	myocardial	 infarction と予後と
の関係

○�野上�開
土浦協同病院�循環器内科

心筋梗塞の一部は臨床的に急性期には診断されず ,�unrecognized�myocardial� infarction（UMI）として知られ不良
な予後との関係が報告されている。本研究では安定狭心症に対する待機的 PCI 前に施行した心臓 MRI で診断さ
れた UMI の頻度と予後との関係について調べた。安定狭心症に対して待機的 PCI を施行され ,�治療前に delayed-
enhancement�cardiac�magnetic�resonance�（DE-CMR）を含めた心臓 MRI を施行された 236 例を対象とした。心
血管イベントは心血管死 ,�心筋梗塞 ,�心不全入院 ,�冠動脈血行再建 ,�脳梗塞とした。最終解析対照群は 213 例であり
63 例（29.6%）に UMI を認めた。治療対象血管の灌流域における UMI は 38 例（17.8%）に認めた。UMI の有無
は性別,�糖尿病 ,�左室駆出率,�SYNTAX�score,�fractional�flow�reserveと有意に関係していた.�中央値23か月のフォ
ローアップ期間において UMI 群の 17 例（11.3%）,�UMI なし群の 17 例（11.3%）に心血管イベントを認め ,�UMI
群に有意に多かった（P=0.001）.�多変量解析で UMI は有意な独立した心血管イベントの予測因子であった（hazard�
ratio� [HR]�2.18,�95%�confidential� interval,�1.10-4.33,�P=0.001）。�Kaplan?Meier 解析においても UMI 群は有意に心
血管イベントが多かった。UMI は PCI 後の心血管イベントの有意な予測因子であった。今後の治療戦略において
UMI の存在を考慮する必要があると考えられる。

Y-004	 	安定冠動脈病変に対するPCI 前後の FFRと CFRを用いた複合評価とその臨床
的意義

○�上野�弘貴
土浦協同病院�循環器内科

背景
安定狭心症（SAP）に対する PCI 後 FFR（post-FFR）は残存病変を反映し、臨床転帰と関連すると考えられている。
一方、PCI 後 CFR（post-CFR）に関しては未だ不明な点も多く、post-FFR、post-CFR の複合評価とその臨床的意
義を検証した。
方法
Thermo-dilution 法を使用して PCI 前後に生理学的評価を施行した SAP 患者 466 人を対象とし、エンドポイント
は全死亡、標的血管心筋梗塞、標的血管血行再建を含む 5 年間の MACE とした。
結果
MACE は 57 人（12.2％）に発生し、ROC 分析によると post-FFR、post-CFR の best�cut�off�value はそれぞれ 0.85
と 2.26 であった。post-FFR�?�0.85 および post-CFR�<�2.26 を用いて 4 群に分け Kaplan-Meier 分析を行うと、低
FFR/ 低 CFR 群では MACE 発生リスクが有意に低かった（χ 2�=�36.5,�P�<�0.001）。また、多変量 COX 回帰分析
では、post-FFR�≦�0.85（HR�2.09,�95%CI�1.23-3.54,�P�=�0.006）、post-CFR�<�2.26（HR�3.03,�95%CI�1.75-5.30,�P�<�0.001）
が MACE の独立した予測因子であった。
結論
post-FFR、post-CFR による複合指標は、SAP 患者において PCI 後の冠動脈血行障害、冠動脈圧、冠血流、イベン
ト発生率などと関連している可能性がある。
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