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7 月 17日（土）
第 1会場（展示室１-A） 第２会場（展示室１-B） 第 3会場（会議室 1＋2）

8:30～9:20
Session １（O1～O4）
薬物治療・その他
座長：中野 誠、沓澤 大輔
演者：山下賢之介、鈴木 啓資、
　　　矢作 浩一、宮澤 聡

8:30～9:30
Session 5（O22～O26）
VT・ICD
座長：菅井 義尚、金城 貴士
演者：近藤 正輝、山下 文男、
　　　神山 美之、山科 順裕、
　　　佐々木真吾休憩

休憩

8:30～9:15
シンポジウム
－心電図検査大丈夫ですか。もっと検査手技を究めよう－
座長：小松 隆、一戸香都江
演者：大沼 秀知、渡辺 智美

休憩

休憩休憩

9:40～10:40
Session 2（O5～O9）
PSVT
座長：八木 卓也、野寺 穣
演者：千葉 貴彦、金城 貴彦、
　　　佐々木弘揮、宍戸奈美子、
　　　菅井 義尚

9:40～10:40
Session 6（O27～O31）
ICD・ICM
座長：遠藤 秀晃、岩川 英弘
演者：根橋 健、渡部 賢、西崎 公貴、
　　　石田 祐司、山本 惟彦

9:25～10:40
メディカルプロフェッショナル　
最優秀演題賞選考Session
（MP-BA-1～MP-BA-5）

座長：野田 崇、熊谷 浩良
演者：小椋 康志、佐々木健吾、
　　　中澤 寿人、三浦 眞昌、
　　　降矢 憲一

休憩
10:50～11:50
教育セミナー1
植込み型心臓デバイスの適応と
注意点
座長：阿部 芳久
演者：野田 崇

10:50～11:50
教育セミナー2
心室頻拍アブレーションにおける
攻略法
座長：中野 誠
演者：木村 正臣

10:50～11:50
MP教育セミナー
S-ICD不適切作動への処方箋
座長：三橋 武司
演者：佐々木真吾

13:25～14:25
最優秀演題賞選考Session
（BA-1～BA-4）

座長：小松 隆、竹石 恭知
演者：佐藤 司、阿部 健、伊藤 太平、
　　　粕壁 幸恵

休憩

13:25～14:25
スポンサードセミナー2
超高齢化社会における心不全患者の
突然死 1次予防
座長：山科 順裕
演者：佐竹 洋之

共催：第一三共（株）

13:25～14:25
MP Session 1（MP-O1～MP-O5）
アブレーション
座長：長谷部雄飛、降矢 憲一
演者：佐々木友佑、高橋 拓也、
　　　渋谷 良平、熊谷 浩良、
　　　佐々木健吾

休憩
14:35～15:50
Session 3（O10～O15）
AF①
座長：石田 明彦、宮澤 聡
演者：岩山 忠輝、大浦 翔子、
　　　澤 陽平、青木 恒介、佐藤 英二、
　　　小野寺康介

休憩

休憩

14:35～15:50
心電図検定対策講座1
心電図検定に向けて、心電図の基本を
学ぼう！
心電図の基礎 / 虚血の心電図
演者：栗田 康生

休憩

休憩

休憩

14:35～15:35
スポンサードセミナー3
WCDどう使う？－心臓突然死の
予防を目指して－
座長：寺田 健
演者：岸原 淳

共催：旭化成ゾールメディカル（株）

休憩

休憩

休憩

16:00～17:00
スポンサードセミナー1
遠隔モニタリングは心不全プロアクティブ
ケアを叶えるのか？－HeartLogic の可能性－
座長：渡辺 昌文
演者：藤生 克仁

共催：日本ライフライン（株）
休憩

16:00～17:00
心電図検定対策講座2
心電図検定に向けて、心電図の基本を
学ぼう！
不整脈の心電図
演者：中井 俊子

15:45～17:00
スポンサードセミナー4
Update：心房細動治療における
トータルマネージメント
座長：富田 泰史
演者：中野 誠、宮﨑 晋介

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株）／
ファイザー（株）　　　　　　　  　　

17:10～18:25
Session 4（O16～O21）
AF②
座長：伊藤 太平、山下 賢之介
演者：青木 恒介、杉村 和宣、
　　　野田 一樹、石垣 大輔、
　　　禰津 俊介、石田 昭彦

17:10～18:10
Session 7（O32～O36）
PMI
座長：福井 昭男、若山 裕司
演者：岩川 英弘、福井 昭男、伊澤 毅、
　　　深澤恭之朗、星野 弘尊

17:10～18:25
MP Session 2（MP-O6～MP-O11）
デバイス・その他
座長：山口 展寛、進藤 勇人
演者：濱浦 昂佑、高橋 宏文、
　　　降矢 憲一、木下 黎、
　　　中野康太郎、清野 泰司

12:10～13:10
ランチョンセミナー1
不整脈の診断と治療－心房細動から
遺伝性不整脈まで－
座長：八木 哲夫
演者：清水 渉

共催：バイエル薬品（株）

休憩

休憩 休憩

12:10～13:10
ランチョンセミナー2
クライオバルーン　再発を学び、再発を減らす
座長：有本 貴範
演者：大和田真玄

共催：日本メドトロニック（株）

休憩

12:10～13:10
ランチョンセミナー3
QDOT MICRO® が切り拓く高周波
アブレーションの新たな世界
座長：熊谷 浩司
演者：木村 正臣
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）

8:20～8:30 開会あいさつ

18:25～18:40
最優秀演題賞表彰式・閉会挨拶


