7 月 16 日（土）
第 1 会場（会議室 804A）

第２会場（会議室 804B）

第 3 会場（会議室 812）
ハイブリッド形式

8:30
9:00

9:00〜9:10
9:10〜10:10

9:30
10:00
10:30
11:00
11:30

開会挨拶

セッション1（O1〜O4）

アブレーション AF/AT/PSVT

座長：八木 卓也、沓澤 大輔
演者：野田 一樹、宮澤 聡、田代 晴生、
鈴木 暢容

10:20〜11:20

休憩

セッション2（O5〜O8）

アブレーション AF/AT

座長：山科 順裕、寺田 健
演者：長谷部雄飛、渡部 賢、
水野 陽介、高橋 佳美

11:30〜12:30

休憩

ランチョンセミナー１

12:00
12:30
13:00

CARTO PROCEDURE®: Many
Arrhythmias One Solution

座長：大和田真玄
演者：山下賢之介、木村 正臣
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）

14:00
14:30
15:00

教育セミナー1

座長：富田 泰史
演者：小松 隆

13:55〜15:10

15:15〜16:15

休憩

スポンサードセミナー1

16:00

座長：小松 隆
演者：富田 泰史

17:00
17:30
18:00
18:30

ELDERCARE-AF 試験から考える
超高齢心房細動患者の抗凝固療法

16:25〜17:00

共催：第一三共（株）
休憩

セッション3（O9〜O11）

アブレーション VT

座長：遠藤 秀晃、芳沢 礼佑
演者：山下 文男、佐藤 司、齋藤 悠司
17:35〜18:35

休憩

セッション4（O12〜O15）

アブレーション VT

座長：伊藤 太平、山下賢之介
演者：小野寺康介、近藤 正輝、
渋谷 和之、佐竹 洋之

18:35〜18:50

表彰式／閉会挨拶

19:00

休憩

10:20〜11:20

セッション6（O20〜O23）

ICD& チーム医療

座長：福井 昭男、菅井 義尚
演者：山下賢之介、野村 丈紘、
佐々木真吾
休憩

11:30〜12:30

ランチョンセミナー2

トランスサイレチン型心アミロイドーシスと不整脈診療
―超高齢化社会における早期診断・個別治療の重要性―
座長：神山 美之
演者：堀内 大輔

心電図検定対策講座
講師：庭野 慎一

共催：ファイザー
（株）

10:20〜11:20

心電図検診における東北の現状と
その将来
座長：小松 隆、一戸香都江
演者：南野 淳子、腰山 誠、小松 隆

11:30〜12:30

休憩

ランチョンセミナー3

ホットバルーンはどう変わっていく？
〜 JAPAN ブランドのこれから〜

座長：遠藤 秀晃、有本 貴範
演者：山﨑 浩、河野 恆輔、山岸 大祐
共催：東レ
（株）
休憩

12:50〜13:50

教育セミナー2

除細動器の誤作動対策 TV-ICD & S-ICD
座長：三橋 武司
演者：野田 崇

MP教育セミナー（MP-ES1〜MP-ES2）

心臓デバイス治療の問題点
座長：佐々木真吾
演者：早坂 啓、進藤 勇人

休憩
14:05〜15:05

セッション7（O24〜O27）

アブレーション AF/AT

座長：宮澤 聡、神山 美之
演者：佐藤 英二、熊澤 大記、
青木 恒介、澤 陽平

15:15〜16:15

休憩

MPシンポジウム（MP-SY1〜MP-SY3）

休憩

休憩

ベストアブストラクト賞（BA1〜BA5）
座長：竹石 恭知、八木 哲夫
選考委員：金城 貴士、熊谷 浩司、
寺田 健
演者：石田 祐司、山下賢之介、
杉村 和宣、野寺 穣、黒瀬 裕樹

9:10〜10:10

座長；佐竹 洋之、中野 誠
演者：加藤 僚佑、佐藤 啓、
千葉 貴彦、大浦 翔子

12:50〜13:50

15:30

16:30

PMI

休憩
12:50〜13:50

心房細動アブレーション〜光と影〜

13:30

9:10〜10:10

セッション5（O16〜O19）

休憩

スポンサードセミナー2

クライオ治療によってもたらされたメリットを
考える〜エナジーの本質を知り治療に活かす〜

休憩
14:05〜15:05

MPセッション1（MP-O1〜MP-O5）

アブレーション

座長：石田 明彦、山影 哲博
演者：降矢 憲一、渋谷 良平、
跡部 明希、滑川 隆、吉田 悟

15:15〜16:15

休憩

スポンサードセミナー3

進化する心房細動治療

座長：小野 正博
座長：安田 聡
演者：有本 貴範、野田 崇
演者：八木哲夫
共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株）／ファイザー（株）
共催：日本メドトロニック
（株）
休憩
休憩
16:20〜17:25

16:25〜17:25

MPベストアブストラクト賞（MP-BA1〜MP-BA5）
座長：阿部 芳久、吉田 悟
選考委員：中野 誠、福井 昭男、
早坂 啓
座長：木村 正臣
演者：降矢 憲一、高橋 拓也、添田 信、
演者：大和田真玄
荒川 幸輝、加藤隆太郎
共催：日本ライフライン
（株）

スポンサードセミナー4

これからレーザーバルーンアブレーションを
導入する方へ〜当科 100 例の使用経験から〜

17:35〜18:35

休憩

セッション8（O28〜O32）

アブレーション AF/AT
座長：野寺
演者：金城
中居
菅井

穣、熊谷 浩司
貴彦、佐々木弘揮、
賢司、砂村慎一郎、
義尚

17:35〜18:15

休憩

MPセッション2（MP-O6〜MP-O8）

デバイス

座長：山口 展寛、降矢 憲一
演者：斎藤 大樹、清野 泰司、三浦 雅映

