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セッション セッション名

プログラム

番号 筆頭演者氏名 筆頭演者所属 演題名

コメディカル一般1
EVT

C1-1 山内 陽平

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中

央病院 臨床検査技術部
当院のDCBの中期成績と超音波による残存狭窄の評価

コメディカル一般1
EVT

C1-2 倉田 直哉 関西労災病院 臨床工学室
大腿膝窩動脈完全閉塞病変に対する血管内治療後再狭窄因子の検討

コメディカル一般1
EVT

C1-3 藤井 健斗

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 診療技術部放射線

技術科
Shear wave elastographyによる閉塞血管内の組織弾性評価：SFA-CTOのガイドワイヤー穿通時間との関係

コメディカル一般1
EVT

C1-4 桜沢 貴俊 東京医科歯科大学医学部附属病院 MEセンター
透析モードの違いによる下肢血管内治療前後での循環血液量変動の検討

コメディカル一般1
EVT

C1-5 野口 幸 医療法人 康仁会 西の京病院  診療支援部 臨床工学科
当院透析患者におけるPAD発症因子の検討

コメディカル一般1
EVT

C1-6 陽川 直子 神戸大学医学部附属病院 医療技術部臨床工学部門
左外腸骨動脈に対する血管内治療における合併症の経験

コメディカル一般1
EVT

C1-7 山本 泰範

高邦会 福岡山王病院  心臓カテーテル室 臨床工

学技士
PTS(深部静脈血栓後遺症)+AVF(動静脈瘻)を認める左下肢のDVTに対してEVT施行後に圧変化を認めた1例

コメディカル一般1
EVT

C1-8 岡 尚求

社会医療法人 社団  カレスサッポロ 時計台記念病

院 放射線科
足底動脈弓穿刺後に発症した動静脈婁の流出路特定にCCCが有用であった１症例

コメディカル一般2
EVT・カテ室管理

C2-1 澤田 健一郎 鳥取県立中央病院 中央検査室
皮膚灌流圧測定が有用であった下腿3度熱傷の１症例

コメディカル一般2
EVT・カテ室管理

C2-2 和田 知沙都

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院 臨床

工学室
当院における下肢薬剤溶出バルーンの使用経験について

コメディカル一般2
EVT・カテ室管理

C2-5 富田 元沖

仙台市医療センター 仙台オープン病院 診療支援部

臨床工学室
EIZO社製信号配信マネージャーLMM0802を用いた工夫について

コメディカル一般2
EVT・カテ室管理

C2-6 田部井 貴子 草加市立病院  看護部
心臓カテーテル室における医療廃棄物分別に向けた取り組み～小さなことからコツコツと～

コメディカル一般2
EVT・カテ室管理

C2-7 坂元 楓 草加市立病院 MEセンター
心臓血管カテーテル室内でのコスト削減に向けて ～小さなことからコツコツと～

コメディカル一般3
FFR①

C3-1 坂井 基樹 倉敷中央病院 臨床検査技術部 心血管カテーテル室
当院におけるRFRの有用性ついての検討

コメディカル一般3
FFR①

C3-2 森田 翔馬 岡崎市民病院 臨床工学室
当院におけるFFRとdPRの不一致症例に関する検討

コメディカル一般3
FFR①

C3-3 安田 奈央 名古屋掖済会病院 臨床工学部
各resting indexのFFRに対する予測診断能に関する検討

コメディカル一般3
FFR①

C3-4 谷中 洋平 東京医科大学八王子医療センター 中央検査部
圧ラインチューブの違いによる圧波形への影響

コメディカル一般3
FFR①

C3-5 伊藤 裕太 東京慈恵会医科大学附属病院 臨床工学部
当院での侵襲的冠動脈内圧測定における臨床工学技士の取り組み

コメディカル一般3
FFR①

C3-6 臼杵 大介 京都第二赤十字病院 臨床工学課
機能的冠動脈狭窄評価における最大充血から安静時までの冠内圧回復時間の検討

コメディカル一般3
FFR①

C3-7 細谷 涼太 行徳総合病院 臨床工学科
各社Resting Index評価における安静までの時間の検討

コメディカル一般3
FFR①

C3-8 鈴木 裕之 社会福祉法人仁生社 江戸川病院 ME室
FFRの機械的ドリフトと手技的ドリフト

コメディカル一般4
FFR②

C4-1 中島 勇気 岐阜ハートセンター 放射線部
FFR測定におけるFar Distalとは何か？ −当院での実情−

コメディカル一般4
FFR②

C4-2 庄子 真優 亀田総合病院 医療技術部ME室
機能的冠動脈狭窄評価における血管床が冠血流予備量と安静時虚血指標の相関性に及ぼす影響

コメディカル一般4
FFR②

C4-3 松田 翔希 奈良県総合医療センター 臨床工学技術部
当センターに置けるRFRのカットオフの検討

コメディカル一般4
FFR②

C4-4 角 英典

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 診療技術部放射

線技術科
冠動脈撮影時のフレームレートがQFR値に及ぼす影響について

コメディカル一般4
FFR②

C4-5 三浦 晃裕 奈良県立医科大学附属病院 医療技術センター
当院におけるFFR虚血閾値を同定するRFR値の検証

コメディカル一般4
FFR②

C4-6 中村 正和 福井大学医学部附属病院 ME機器管理部
当院におけるPressure Wire studyの現状

コメディカル一般4
FFR②

C4-7 高橋 賢也 湘南鎌倉総合病院 ME室
透析症例における部分冠血流予備量比と冠血流予備能の検討

コメディカル一般4
FFR②

C4-8 前田 美保 社会医療法人 天陽会中央病院 臨床工学部
当院におけるiFR・FFRと危険因子の関連性

コメディカル一般5
FFR③

C5-1 金城 未来 千葉西総合病院 臨床工学科
6Frガイディングカテーテルと4Fr診断カテーテルによるFFR値の差異について

コメディカル一般5
FFR③

C5-2 岩田 慎也 澄心会岐阜ハートセンター 臨床工学科
FFR angioとinvasive FFRの比較検討

コメディカル一般5
FFR③

C5-3 寺沢 雄也 諏訪中央病院 臨床工学科
用手生食注入によるSPR検査はすべてのカテーテルサイズで正確に実施できる

コメディカル一般5
FFR③

C5-4 栗山 太宏 新座志木中央総合病院 臨床工学科
冠内圧測定機器：3社Boston、Abotto、Philipsに関する比較

コメディカル一般5
FFR③

C5-6 水崎 陽仁 医療法人 澄心会 岐阜ハートセンター 放射線部
冠動脈CTからVoronoi法を用いてFFR陽性/陰性を判定できるか?

コメディカル一般5
FFR③

C5-7 石井 里奈 京都第一赤十字病院 医療技術部臨床工学技術課
LADのtandem lesionに対してiFR-coregistrationとOFDIの併用により病変を視覚的、機能的に評価できた一例

コメディカル一般6
MR・CT

C6-1 森田 聖也 東光会 西東京中央総合病院 放射線科
64列CT冠動脈撮影による左室機能評価

コメディカル一般6
MR・CT

C6-3 皆川  宗和

医療法人社団 永生会 南多摩病院 医療技術部 放

射線科
冠動脈CT検査における石灰化スコアの有用性の検討

コメディカル一般6
MR・CT

C6-5 柳川 康洋 大阪大学医学部附属病院 医療お技術部 放射線部門
単純コーンビーム-CTガイド下で造影剤を使用せずに実施した大動脈ステントグラフト内挿術に関する報告

コメディカル一般6
MR・CT

C6-6 舛田 隆則 土谷総合病院 放射線室
小児心臓造影CTでの異なる造影剤注入時間における造影効果の検討

コメディカル一般6
MR・CT

C6-7 山中 健太 札幌白石記念病院 放射線部
EVT支援画像におけるFusion画像の試み～非造影下肢MRAと下肢CT PlainによるFusion～

コメディカル一般6
MR・CT

C6-8 綱木 達哉 豊橋ハートセンター 放射線部
心臓MRI検査の遅延造影解析によるCTO症例の予後予測に関する検討

コメディカル一般7
PCI①

C7-1 林 貞治 千葉西総合病院 臨床工学科
循環器疾患患者のモニター集中監視システムによる安全性の検討～Intervention前後の急変対応～

コメディカル一般7
PCI①

C7-2 増島 一貴 武蔵野赤十字病院 放射線科
緊急PCIにおける造影剤腎症の検討

コメディカル一般7
PCI①

C7-4 芝田 圭佑 浜田医療センター 臨床工学科
TRI時のGlidesheath Slender6FrとSheathLess6.5Frにおける術後開存率の比較検討

コメディカル一般7
PCI①

C7-5 永尾 彰大 社会医療法人近森会近森病院 臨床工学部
ステント脱落症例経験からのコメディカルの課題
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コメディカル一般7
PCI①

C7-6 山下 翔 豊橋ハートセンター 診療放射線部
左主幹部分岐部病変のPCI時にLCXのjailed wireが抜去困難となった1例

コメディカル一般7
PCI①

C7-8 芳森 亜希子 君津中央病院 臨床工学科
イメージングガイド下PCI施行後の第2世代DESと第3世代DESのTLRの比較

コメディカル一般8
PCI②

C8-2 森本 美沙 草津ハートセンター 臨床工学部
当院におけるPCI時のワイヤーツイストに対する工夫

コメディカル一般8
PCI②

C8-3 赤木 友紀

東京大学大学院 工学系研究科バイオエンジニアリン

グ専攻
確実な薬剤送達およびOn/Off制御を可能にする新しい形のDCB(Drug-Coated ballon)の提案

コメディカル一般8
PCI②

C8-4 浜田 寛子 国立病院機構九州医療センター 臨床検査部

冠動脈分岐部石灰化病変に対するロータブレーションにおいて，スコアリングバルーン併用がステント拡張に及ぼす

効果の検討

コメディカル一般8
PCI②

C8-5 田島 修 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 放射線技術部
左冠動脈主幹部(LMT)急性心筋梗塞(AMI)に対する再灌流療法(PCI)，直近5年間の成績

コメディカル一般8
PCI②

C8-7 水崎 繁 医療法人 三重ハートセンター 放射線科
透析患者の冠動脈病変に対する薬剤溶出性バルーンの有効性の検討

コメディカル一般8
PCI②

C8-8 別府 陽子 加古川中央市民病院 放射線室
短期間でのアンギオ装置2台更新によって経験したカテ室運用

コメディカル一般9
SHD+CA+不整脈＋心エコー

C9-1 竹内 雅史 東北大学病院 循環器内科

TAVI術前フレイルと術後せん妄の合併は半年後の低身体機能を予測する

-真の患者予後改善のために急性期指標を地域に伝える重要性-

コメディカル一般9
SHD+CA+不整脈＋心エコー

C9-2 後藤 健宏 三重大学医学部附属病院 臨床工学部
心房細動に対するバルーンカテーテルアブレーションの成績比較

コメディカル一般9
SHD+CA+不整脈＋心エコー

C9-3 綱木 達哉 豊橋ハートセンター  放射線部
経カテーテル的左心耳閉鎖術におけるMDCTの活用方法の検討

コメディカル一般9
SHD+CA+不整脈＋心エコー

C9-4 佐合 満 豊橋ハートセンター 臨床工学部門
当院における経皮的左心耳閉鎖術の経験

コメディカル一般9
SHD+CA+不整脈＋心エコー

C9-5 宮本 直武 士別市立病院 診療技術部 診療放射線室 放射線科
肺静脈隔離術における左房食道婁予防策-3DCTを用いた手術支援画像の検討-

コメディカル一般9
SHD+CA+不整脈＋心エコー

C9-6 喜多 領一 医療法人橘会 東住吉森本病院 生理検査室
右房内血栓の経カテーテル的吸引除去に心エコー図が有用であった一例

コメディカル一般9
SHD+CA+不整脈＋心エコー

C9-7 前田 圭介 社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 臨床工学科
心エコーで認めた冠静脈洞内血栓の塞栓性評価をカテーテル冠動脈造影で行った冠静脈洞奇形例

コメディカル一般9
SHD+CA+不整脈＋心エコー

C9-8 飯嶋 満広 総合病院 国保 旭中央病院 臨床工学室
胸郭背面に心電図電極を貼り近似的12誘導心電図を導出する試み

コメディカル一般10
アプローチと止血

C10-1 木村 隆之 西陣病院 臨床工学科
透析患者における遠位橈骨動脈を使用した心臓カテーテル検査・治療実施の有用性及び安全性の検討

コメディカル一般10
アプローチと止血

C10-2 柳田 夏花 横浜新都市脳神経外科病院 看護部
患者アンケートを参考にした当院におけるDistal Radial Approach導入時の取り組み

コメディカル一般10
アプローチと止血

C10-3 杉本 とも子 医療法人伯鳳会 はくほう会セントラル病院 看護部
橈骨動脈・遠位橈骨動脈穿刺の止血時間短縮は慢性期にも閉塞予防できているか？

コメディカル一般10
アプローチと止血

C10-4 山下 はづき 社会医療法人 近森会 近森病院 放射線科 看護師
当院での心臓カテーテル時のDistal RAアプローチについて～Distal RAアプローチの止血法の検討～

コメディカル一般10
アプローチと止血

C10-6 佐谷 友紀 ツカザキ病院  看護部
遠位橈骨動脈穿刺で心血管カテーテル検査治療を行った後の3種の止血方法の比較検討

コメディカル一般10
アプローチと止血

C10-7 東峰 秀幸 医療法人社団善仁会 小山記念病院 看護部
橈骨動脈止血における苦痛の軽減・皮膚トラブル予防へ向けた止血デバイスの選定

コメディカル一般10
アプローチと止血

C10-8 伊藤 奈保美 新百合ヶ丘総合病院 看護部
右心カテーテル検査およびアセチルコリン負荷試験での上腕静脈の5フレンチシース穿刺と止血方法について

コメディカル一般11
イメージング①

C11-1 鈴木 惟司 京都第一赤十字病院医療技術部  臨床工学技術課
代用血漿剤ヘスパンダーを使用したOFDI guide PCIの検証

コメディカル一般11
イメージング①

C11-2 松崎 翼 自警会 東京警察病院 臨床生理検査科
慢性期にstent fractureが原因で瘤化した病変部にcovered stentを留置しOCTで観察した一例

コメディカル一般11
イメージング①

C11-3 奥村 悠太 一宮市立市民病院 臨床工学室
OCTによるStent Expansion機能のリファレンスモードの検討

コメディカル一般11
イメージング①

C11-4 白樫 貴宏 大阪府済生会中津病院 臨床工学技術部
慢性腎臓病患者に対する当院のOCTガイドPCIの現状

コメディカル一般11
イメージング①

C11-5 戸川 拓哉 医療法人澄心会豊橋ハートセンター 診療放射線科
OCT,OFDIにおけるcalibrationの重要性

コメディカル一般11
イメージング①

C11-6 江村 寛之 鹿児島大学病院 臨床技術部 臨床工学部門
CTO病変に対しDESを留置し、⾧期に渡りOCTにて観察を行った一症例

コメディカル一般11
イメージング①

C11-7 北川 敦史 赤穂市民病院 臨床工学部
Lotus root appearanceを呈する左前下行枝分岐部病変のPCIにOCTが有用であった一例

コメディカル一般12
イメージング②

C12-1 井村 昌弘 日本医科大学千葉北総病院 ME部
OCT .OFDIのカテーテルの違いが臨床使用時のモーションアーチファクト発生に関与するか？

コメディカル一般12
イメージング②

C12-2 本田 浩一

独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター ME

センター
イメージングにおける心拍動がおよぼす血管径変化への検討

コメディカル一般12
イメージング②

C12-3 岡田 圭伍 昭和大学病院 診療放射線技術部
模擬脂質性プラークファントムを用いたNIRS-IVUSのmaxLCBI(4)とCT値に関する基礎的検討

コメディカル一般12
イメージング②

C12-4 橘高 大介 昭和大学藤が丘病院 放射線技術部
冠動脈狭窄病変におけるNIRS-IVUSで求めたmaxLCBI(4)とMDCTで求めた冠動脈プラーク（CT値）の関係について

コメディカル一般12
イメージング②

C12-5 菊池 佳峰

大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター

臨床工学室  医療技術部 臨床工学室
超急性期ステント血栓症における血管内超音波画像所見の特徴

コメディカル一般12
イメージング②

C12-6 冨永 篤史

社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会千里病院 臨床

工学科
冠攣縮発生を後方散乱血管内超音波（IB-IVUS）で評価した一例

コメディカル一般12
イメージング②

C12-7 清水 一生 豊橋ハートセンター 放射線科
Peri Medial High Echoic Bandの範囲による慢性期血管拡大の予測

コメディカル一般12
イメージング②

C12-8 ⾧島 琴美 千葉西総合病院 臨床工学科

血管内視鏡によってXience SierraとOrsiro内の新生内膜の発達に差があった２例 ～両STENTの新生内膜Grade差を

含めて～

コメディカル一般13
カテ室管理

C13-1 鳥越 果那 東海大学医学部付属八王子病院 5A病棟

遠位橈骨動脈穿刺後の静脈止血パッドと弾性テープ固定、並びに専用空気圧迫止血デバイスを使用した疑似止血後の

疼痛アンケート

コメディカル一般13
カテ室管理

C13-2 水上 裕介 南多摩病院 臨床工学科
経皮的冠動脈形成術後における造影剤腎症への検討

コメディカル一般13
カテ室管理

C13-4 今 裕一

東海大学医学部付属八王子病院 診療技術部臨床工学

技術科
血管造影室における急変時対応訓練の取り組み

コメディカル一般13
カテ室管理

C13-5 尾崎 恭子 聖隷横浜病院 画像診断・内視鏡センター看護室
PCIに関わる看護師の急変対応に対する知識・技術・精神的不安の実態把握と対策の検討

コメディカル一般13
カテ室管理

C13-7 橋本 栄美子 社会福祉法人 京都社会事業財団 西陣病院 看護部
事前アンケートを活用した造影剤及び血管撮影室業務に関する勉強会の教育効果について

コメディカル一般14
カテ室情報共有

C14-1 藤 久美子 順天堂大学医学部附属練馬病院 中央手術室
術前カンファレンスのための効率的な情報収集用紙の改訂

コメディカル一般14
カテ室情報共有

C14-2 八木橋 生美 青森生活協同組合あおもり協立病院 血管造影室
本当に必要ですか?！検査・術前カンファレンス～コメディカルカンファレンスを開始して1年の経過のまとめ

コメディカル一般14
カテ室情報共有

C14-4 木村 侑貴 イムス富士見総合病院 看護部
アンギオ室でのチーム医療の取り組み～コメディカルディスカッションを始めて～

コメディカル一般14
カテ室情報共有

C14-5 児玉 優子 医療法人あかね会 土谷総合病院 放射線室看護部
心臓カテーテル検査における申し送り改善～実施後評価から見えること～

コメディカル一般14
カテ室情報共有

C14-6 工藤 浩貴 東海大学医学部付属八王子病院 看護部
血管造影室安全チェックリストを使用したタイムアウト導入後の意識・実態調査と課題



コメディカル一般15
カテ室スタッフ教育

C15-2 島袋 全洋 岡村記念病院 ME科
『緊急カテ時の急変対応』多職種シミュレーションを行って

コメディカル一般15
カテ室スタッフ教育

C15-3 水野 正之 日本医科大学千葉北総病院 放射線センター
心臓カテーテル領域における診療放射線技師育成についての文献検討

コメディカル一般15
カテ室スタッフ教育

C15-4 岩城 龍平 岩手医科大学附属病院 中央放射線部
カテーテル室における事前確認の標準化に向けた診療放射線技師の取り組み

コメディカル一般15
カテ室スタッフ教育

C15-5 竹本 直哉 かわぐち心臓呼吸器病院 診療放射線部
ECMO(extracorporeal membrane oxygenation)導入時の直接介助における動画マニュアルを用いた教育について

コメディカル一般15
カテ室スタッフ教育

C15-7 浜矢 早苗 耳原総合病院 循環器センター
外来から始まるカテ室看護

コメディカル一般15
カテ室スタッフ教育

C15-8 三成 奈津子 大阪府済生会中津病院 看護部
ノイズキャンセルヘッドフォン＋クラシック音楽によるカテーテル治療時の患者不安軽減効果の検討

コメディカル一般16
患者教育

C16-1 橋本 清美 横浜新都市脳神経外科病院 検査科
医療安全の観点からみたPCI周術期における多職種連携の取り組み

コメディカル一般16
患者教育

C16-2 佐藤 詩帆 医療法人 協和会 協立病院 西３階病棟
術前オリエンテーションの改善により患者の不安軽減を目指す −患者体験を通して−

コメディカル一般16
患者教育

C16-3 浜崎 優実 横浜新都市脳神経外科病院薬剤部 薬剤部
循環器領域における薬物療法の知識及び服薬指導の質向上への取り組み

コメディカル一般16
患者教育

C16-4 丸橋 佳織 札幌整形循環器病院 心臓血管内科
スポット尿での推定塩分摂取量を取り入れた心不全指導による、患者のセルフケアの行動変容への有効性

コメディカル一般17
症例・その他

C17-2 杉村 淳 聖隷横浜病院 臨床工学室
不安定プラークを有する冠動脈病変をIVUS、OCTで観察した1例

コメディカル一般17
症例・その他

C17-3 假屋 成耕 兵庫県立尼崎総合医療センター  臨床工学室
FFRおよびiFRに乖離を認めた川崎病性冠動脈瘤の一例

コメディカル一般17
症例・その他

C17-4 薗部 将汰 イムス富士見総合病院 放射線科
CT画像処理がPCIガイディングカテーテルのエンゲージに有用であった症例

コメディカル一般17
症例・その他

C17-5 馬場 速夫

IMSグループ 横浜新都市脳神経外科病院 臨床工学

科
血管模擬モデルを用いたDCA切除領域の特徴についての検討

コメディカル一般17
症例・その他

C17-6 一木 俊介 聖隷横浜病院 画像診断センター
Scoring balloonを使用した高度石灰化病変に対する当院のPCI治療成績について

コメディカル一般18
多職種連携

C18-2 齊藤 洋子

独立行政法人国立病院機構災害医療センター 循環器

内科
診療看護師によるタスク・シフティング

コメディカル一般18
多職種連携

C18-4 中村 桃子 かわぐち心臓呼吸器病院 医療秘書課
カテ室チームとしての医療クラーク 医療クラークによるPCIレポート作成の導入

コメディカル一般18
多職種連携

C18-5 垣原 楓

公益財団法人 心臓血管研究所付属病院 手術室・カ

テーテル室
清潔操作遵守のための取り組み

コメディカル一般18
多職種連携

C18-6 西田 純士

地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立安佐市

民病院 臨床工学室
EVARにおける業務拡張を受けて

コメディカル一般18
多職種連携

C18-7 笹谷 満里奈 国民健康保険小松市民病院 臨床工学科
当院における循環器多職種サポートチームの活動報告~8年目を迎えて~

コメディカル一般18
多職種連携

C18-8 石黒 歩美 総合高津中央病院 看護部
当院のCLI患者フットケアの現状

コメディカル一般18
多職種連携

C18-9 小関 早苗 総合高津中央病院 看護部
フットケアの地域連携会（JOYFUL）のあゆみ～これまでの参加者の検討～

コメディカル一般19
チーム医療

C19-1 森川 洸太郎 公立陶生病院 中央放射線部
夜間も休日もdoor to balloon time短縮へ ～スタッフ召集体制の見直しとカテ室での工夫～

コメディカル一般19
チーム医療

C19-3 林 洋佑 一宮市立市民病院 臨床工学室
臨床工学技士の院内常駐によるDoor to Balloon Timeへの影響

コメディカル一般19
チーム医療

C19-4 菊地 千幸 草加市立病院 看護部
緊急心カテ時におけるタイムアウトの導入

コメディカル一般19
チーム医療

C19-7 菊地 千幸 草加市立病院 看護部
重症患者搬送を安全に行うために

コメディカル一般20
ニューデバイス・イノベーション

C20-1 泉 喬太 おおたかの森病院 臨床工学科
DiamondBack360(OAS)使用に伴う病変切削度の血管分枝角度による影響の検討

コメディカル一般20
ニューデバイス・イノベーション

C20-2 中川 透 金沢医科大学病院 医療技術部 医療機器管理部門
Diamondback 360 (OAS)はWireによって削れ方は違うか？～ 高度石灰化モデルおける検討 ～

コメディカル一般20
ニューデバイス・イノベーション

C20-3 青木 始 千葉西総合病院 臨床工学科
模擬血管を用いたSTENT通過性検証

コメディカル一般20
ニューデバイス・イノベーション

C20-4 田村 勝

社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院 臨床工学

科
各種Guide Etension Catheter(GEC)使用下におけるstent deivery性能の検討

コメディカル一般20
ニューデバイス・イノベーション

C20-5 岡田 敬 市立釧路総合病院 臨床工学室
Thrombuster PRO GRを中心とした各社吸引量性能評価の基礎的検討について

コメディカル一般20
ニューデバイス・イノベーション

C20-6 川崎 誠 済生会横浜市東部病院 臨床工学部
R2Pシステムのカテーテル内腔形状変化についての検討

コメディカル一般20
ニューデバイス・イノベーション

C20-7 井上 要 熊本労災病院 中央放射線部
三平方の定理を用いたEVT(EndoVascular Treatment)時のスケールとデバイス⾧のズレに対する検討

コメディカル一般21
被ばく管理

C21-1 大澤 充晴 愛知医科大学病院  中央放射線部
各社の最新血管撮影装置における被ばく線量と画質の検討

コメディカル一般21
被ばく管理

C21-2 荒井 一正 武蔵野赤十字病院 放射線技術科
線量率が異なる循環器用血管撮影装置の手技ごとに分類した患者・術者の被ばくの違い

コメディカル一般21
被ばく管理

C21-4 岩崎 真之 東海大学医学部付属八王子病院 放射線技術科
経皮的冠動脈形成術における透視パルスレートの前向き検討

コメディカル一般21
被ばく管理

C21-5 ⾧谷川 謙司 一宮市立市民病院 医療技術局 放射線技術室
ステント強調画像における基礎的検討

コメディカル一般21
被ばく管理

C21-7 野崎 暢仁 新生会 総合病院 高の原中央病院 臨床工学科
インジェクター３機種の造影剤注入量比較検討

コメディカル一般21
被ばく管理

C21-8 上森 光洋 社会医療法人 天陽会 中央病院 臨床工学部
当院における緊急造影患者の造影剤腎症について

コメディカル一般22
被ばく管理・その他

C22-1 澤田石 徹 大崎市民病院 放射線部
循環器IVR医師の水晶体被ばく低減への取り組み

コメディカル一般22
被ばく管理・その他

C22-2 早川 由紀美 ⾧岡赤十字病院 救急外来・放射線科
循環器領域のＩＶＲにおける看護師の被曝低減に向けた取り組み

コメディカル一般22
被ばく管理・その他

C22-3 玉井 龍輝 東邦大学医療センター大森病院 臨床工学部
新規アンギオ装置導入における放射線被曝低減への試みと現状

コメディカル一般22
被ばく管理・その他

C22-4 岩崎 真之 東海大学医学部付属八王子病院 放射線技術科
外部指導者による新たな血管撮影室の放射線被ばく防護教育方法

コメディカル一般22
被ばく管理・その他

C22-5 飯島 小晴 横浜新都市脳神経外科病院 臨床工学科
当院におけるACIST及び四連マニホールドシステム使用時のｄPR、FFRの比較検討

コメディカル一般23
補助循環

C23-1 水野 千香子 一宮市立市民病院 臨床工学室
虚血を伴う心原性ショックにIMPELLAを用いて補助循環管理を行った6例の急性期における心機能の検討

コメディカル一般23
補助循環

C23-2 木下 昌樹 岡崎市民病院 臨床工学室
IABPオートタイミングによる応答性能の比較検討

コメディカル一般23
補助循環

C23-4 小久保 領 自治医科大学附属さいたま医療センター 臨床工学部
IMPELLA施行時に止血のためノンヘパリンパージ液が有効であった一例

コメディカル一般23
補助循環

C23-5 下村 卓也

一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 ME

室
IABP駆動困難症例の経験



コメディカル一般23
補助循環

C23-6 立山 洸 大津赤十字病院 臨床工学技術課
急性肺血栓塞栓症から心停止を来した患者に対しVーA ECMOを導入したが直後に人工肺の閉塞を来した１症例

コメディカル一般23
補助循環

C23-7 雨宮 梓 かわぐち心臓呼吸器病院 臨床工学科

ECMO挿入中の出血性ショックを伴う合併症に対し、トロンビンで作成した自己血血栓を用いて止血、救命しえた一

例

コメディカル一般23
補助循環

C23-8 福與 俊介 東京都立多摩総合医療センター 臨床工学
急性心筋梗塞による心原性ショックに対してIMPELLA2.5とV-A ECMO併用にて救命し得た一例


