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On-line 開催
第 1会場 第２会場

8:50-9:50
Meet The Expert: How to Understand Complex 
Intracardiac Electrograms during Catheter 
Mapping/Ablation

座長：中野 由紀子、中川 博（兼 解説者）
演者：岡村 祥央、福田 昌和、水野 智文

10:10-11:10
統計セミナー

座長：岡村 祥央、廣延 直也
演者：新谷 歩

11:25-12:25
スポンサードセミナー1
より確実で安全な RFアブレーションを目指して  
～温度コントロール通電への回帰と進化～

座長：中野 由紀子　　演者：奥村 謙
共催 :ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

13:55-14:55
スポンサードセミナー2
VT ablation の最前線：functional substrate ablation

座長：今井 克彦 
演者：小松 雄樹 

共催 : 第一三共株式会社

12:40-13:40
Session 1（O1～O5）
心室性不整脈・救急

座長：三浦 史晴、城 日香里
演者：平塚 淳史、谷 良介、倉石 敦史、
　　　松永 圭司、臺 和興

15:10-16:30
シンポジウム
持続性心房細動のストラテジー

座長：吉賀 康裕、添木 武
演者：三浦 史晴、大久保 陽策、
　　　田坂 浩嗣、渡邊 敦之、菅 敏光

16:40-17:40
Session 2（O6～O9）
臨床研究 (デバイスなど )

座長：末成 和義、三明 淳一朗
演者：大久保 陽策、檜垣 彰典、髙橋 正彦、小田 登

17:50-18:50
JID-CAD Studyについて

座長：今井 克彦、渡橋 和政
演者：甲谷 友幸
パネリスト：上山 剛、川田 哲史、臺 和興、
　　　　　　金本 将司

10:10-11:10
Best Abstract Award: 4演題（BA-1～BA-4）

座長：森田 宏、久留 一郎
選考委員：伊藤 英樹、西樂 顕典、上山 剛、
　　　　　三明 淳一朗、渡橋 和政
演者：石口 博智、和田 匡史、高橋 和希、茶谷 龍己

8:50-10:00
Session 3（O10～O15）
心室性不整脈

座長：上山 剛、渡邊 敦之
演者：吉野 充、宮本 翔伍、魚谷 悠希未、
　　　大久保 陽策、茶谷 龍己

11:25-12:25
スポンサードセミナー3
Shock Reduction の新たなステージ～ iATP の神髄を考える～

座長：栗田 隆志　　演者：橘 元見、福田 昌和
コメンテーター：上山 剛、末成 和義、菅 敏光、三戸 森児

共催 :日本メドトロニック株式会社

13:55-14:55
スポンサードセミナー4
不整脈・心不全のデバイス治療：最近の話題

座長：清水 渉 
演者：夛田 浩 

共催 : バイオトロニックジャパン株式会社

12:40-13:40
Session 4（O16～O20）
心房細動 1

座長：山本 克人、金本 将司
演者：尾崎 正知、真田 竜平、末成 和義、
　　　池田 悦子、髙橋 智子

15:10-16:30　
特別企画　左心耳マネージメント

座長：青沼 和隆、中野 由紀子　　
演者：大塚 俊哉、中島 祥文
パネリスト：徳山 丈仁、中川 晃志、菅根 裕紀、
　　　　　　森川 喬生、大家 理伸

16:40-17:40
Session 5（O21～O24）
上室性頻拍

座長：原 幹、村岡 裕司
演者：辻本 大起、平位 有恒、吉田 雅昭、手束 一貴

17:50-18:50
Session 6（O25～O29）
心房頻拍

座長：山田 忠克、友森 俊介
演者：兵頭 洋平、渡邉 義和、大橋 紀彦、
　　　久岡 雅弘、小武 瑶道

18:50-19:05 表彰式・閉会挨拶

8:40-8:50 開会挨拶
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第３会場 第４会場

15:10-16:20
Session 8（O36～O41）
臨床研究 (アブレーション )

座長：清水 昭彦、井上 義明
演者：津島 龍、廣延 直也、須藤 雄也
　　　岡村 祥央、十河 将弘、和田 匡史

15:10-16:30
MP Session 2（MP-O7～MP-O13）

座長：松村 誠也、森末 明彦
演者：小林 あさ美、齋藤 悠、西田 純士、東 卓甫、
　　　勝冶 真理恵、石田 信一郎、國廣 龍雄

16:35-17:40
Session 9（O42～O47）
心房細動 2

座長：徳山 丈仁、尾木 浩
演者：尾木 浩、重松 達哉、友森 俊介、
　　　上山 剛、小寺 順久、三戸 森児

16:40-17:40
心電図検定対策講座 1（S1）
心電図の基礎 /虚血の心電図

講師：南口 仁

17:50-18:50
Session 10（O48～O52）
デバイス

座長：三戸 森児、大久保 陽策
演者：柏原 彩乃、内田 智之、濱本 晃太郎、
　　　中山 拓紀、尾崎 正知

17:50-18:50
心電図検定対策講座 2（S2）
不整脈の心電図

講師：西井 伸洋

8:50-10:00
Session 7（O30～O35）
合併症

座長：永井 啓行、小田 登
演者：水野 智文、菅 敏光、高橋 有紗、
　　　友森 匠也、髙橋 正彦、金本 将司

8:50-10:00
MP Session 1（MP-O1～MP-O6）

座長：渡邉 義和、福田 勇司
演者：金子 寛昭、新井 翔太、黒田 聡、
　　　山本 啓五、舩津 由美子、吉原 修

10:10-11:10
教育セミナー1（アブレーション）（ES1-1～ES1-2）

座長：西角 彰良
演者：飛梅 威、吉賀 康裕

10:10-11:10
ワークショップ
メディカルプロフェッショナルの役割について

座長：河藤 壮平、宮本 聡史
演者：浅木 康志、小谷 友喜、松﨑 尚康

11:25-12:25
スポンサードセミナー5
人の老化を考え、抗凝固療法を眺める

座長：清水 昭彦 
演者：山下 武志 

共催 :ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社／ファイザー株式会社

11:25-12:25
スポンサードセミナー7
Update Beyond PVI 

座長：添木 武 
演者：田坂 浩嗣、三浦 史晴

共催 :日本光電工業株式会社

12:40-13:40
教育セミナー2（デバイス）（ES2-1～ES2-2）

座長：西樂 顕典
演者：今井 克彦、西井 伸洋

12:40-13:40　
MP Best Abstract Award:4演題（MP-BA-1～MP-BA-4）

座長：平位 有恒、伊藤 大佑
選考委員：福田 勇司、近藤 健人、高橋 勝行、
　　　　　菅 令子
演者：杉田 翔哉、小室 拓也、正路 春樹、宗像 大輔

13:55-14:55
スポンサードセミナー6
不整脈から考える心不全治療～新薬への期待も含めて～

座長：菅 敏光 
演者：渡邊 敦之 

共催 : バイエル薬品株式会社

13:55-14:55
スポンサードセミナー8
Laser Balloon アブレーションの実力

座長：野上 昭彦 
演者：小堀 敦志 

共催 :日本ライフライン株式会社
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