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1 月 30日（土）　Web開催
第 1会場 第２会場 第３会場 第４会場

8:50～9:50
Session 1 （O1～O5）
心室期外収縮・心室頻拍

座長：副島 京子、中村啓二郎
演者：新井 智之、原野 義大、矢部 顕人、相澤健太郎、
　　　松永 紘　　  　
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10:00～11:00
教育セミナー1
不整脈診療にAI を生かす

座長：笹野 哲郎
演者：佐久間一郎、富井 直輝

11:15～12:15
ディベート
AFのある心不全患者はすべてアブレーション
すべきである

座長：森田 典成
演者：（PRO） 猪又 孝元、（CON） 山根 禎一

13:55～14:55
シンポジウム
J 波症候群 ― 最新の話題 ― 

座長：里見 和浩　　　　　　
演者：河村 光晴、小松 雄樹

16:20～19:00
最優秀演題賞セッション （B1～B10）

座長 （兼審査員）：野上 昭彦、小林 義典
審査委員長：清水 渉　　　　　　　　
審査員：住友 直方、　中里 祐二、
　　　　池田 隆徳
演者：角田 那由香、住吉 孝之、時岡 紗由理、北村 健、
　　　北川 真理、高野 寿一、 元田 博之、白川 裕基、
　　　渡邉 裕昭、 ファンタウィモル ウィパット

12:30～13:30
スポンサードセミナー1 〔バイエル薬品（株）〕
深部心筋焼灼と外来抗凝固薬処方

座長：内藤 滋人
演者：池主 雅臣

15:05～16:05
スポンサードセミナー5

　　　　〔ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株）/ファイザー（株）〕
Bridge to the future 
―DOAC時代の新たな心房細動治療戦略― 

座長：蜂谷 仁　　　　　　
演者：山﨑 浩、鈴木 信也

15:05～16:05　
スポンサードセミナー7 〔第一三共（株）〕
知りたい！先端圧ガイドクライオバルーンアブレーション
治療の実際 ―心房細動患者の抗凝固薬管理も含めて―

座長：青沼 和隆
演者：山尾 一哉

15:05～16:05　
スポンサードセミナー8 〔アボットメディカルジャパン（同）〕
CRTレスポンダー率の向上
―至適化がより重要なのはリード留置部位かペーシング設定か―

座長：井上 完起
演者：水上 暁

13:55～14:55
Session 4 （O15～O18）
リード留置・合併症

座長：石川 利之、三橋 武司
Keynote Lecture：石川 利之　　　  
演者：秋元 耕、中田 亮、保谷 洋貴、渡辺 敬太

16:20～17:20
Session 5 （O19～O22）
リード抜去・中隔ペーシング

座長：関口 幸夫、近藤 祐介
Keynote Lecture：関口 幸夫
演者：伊藤 竜、山下 皓正、荒川 雄紀、馬場 雅子

16:20～17:20
Session 9 （O36～O40）
上室性頻拍

座長：浅川 哲也、金古 善明
Keynote Lecture：金古 善明
演者：小針 尭司、佐久間隆貴、三俣 兼人、下浦 雄大

　　　*O40 は取り下げになりました

16:20～17:20
Session 11 （O46～O50）
左心耳閉鎖術・被曝低減・その他

座長：堀米 仁志、石井 庸介
演者：和田 瑞貴、磯長 祐平、川上 徹、松山 高明

　　　*O49 は取り下げになりました

17:30～19:00
パネルディスカッション
不整脈治療を安全に効率よく行うために
―タスクシフト・タスクシェアの可能性（第 2回） ―

座長：副島 京子　　　　　　　　
演者：加藤 律史、佐々木 毅（MD）
　　　古賀 悠介、萩原 陽（CE）
　　　前田 明子、長澤 領（NP）

17:30～18:42
Session 10 （O41～O45）
心房頻拍 2

座長：宮内 靖史、山﨑 浩
Keynote Lecture：宮内 靖史
演者：高橋 健太、三好 史人、西成田 亮、川尻 紘平、
　　　佐藤 慶和

17:30～18:42
Session 12 （O51～O56）
心房頻拍 3

座長：中村 紘規、永嶋 孝一
演者：吉田健太郎、岸 翔平、齋藤 惇平、山田麻里可、
　　　木下 利雄、小林 周平

15:05～16:05
スポンサードセミナー6 〔日本ライフライン（株）〕
S-ICD本邦上市4年を、臨床治療戦略 /
学術エビデンスの両輪で考える

座長：新田 順一   　　　　　
演者：岸原 淳、合屋 雅彦

8:50～9:50
Session 2 （O6～O10）
心房細動１

座長：浅野 拓、江島浩一郎
演者：真下 優香、松田 淳、佐藤 秀範、猪口孝一郎、
　　　臼井 達也 　 　　

10:00～11:00
教育セミナー2
上室性頻拍症を攻略する

座長：大友建一郎　　　　　　
演者：丸山 光紀、永嶋 孝一

11:15～12:15
Session 3 （O11～O14）
リードレス・ペースメーカ

座長：中井 俊子、佐藤 俊明　　　  
Keynote Lecture：佐藤 俊明
演者：太田 龍哉、赤川 理恵、藤崎 真也、小池 俊晴

12:30～13:30
スポンサードセミナー2 〔ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）〕
心房・心室性不整脈に対する最新治療戦略

座長：合屋 雅彦　　　　　　
演者：桑原 大志、小松 雄樹

12:15～12:30 会長挨拶

13:30～13:55
総会

19:00～
閉会挨拶 ・ 表彰

8:50～9:50
Session 6 （O23～O27）
心房細動 2・心房頻拍 1

座長：深水 誠二、奥村 恭男　
演者：藤崎 真也、八木 直治、元田 博之、笠井 裕平、
　　　林 高大

8:50～9:50
MP Session 1 （MP-O1～MP-O5）
アブレーション・手術・デバイス治療

座長：栗田 康生、鈴木 健一
演者：志村亜由香、櫻井 薫、八十田静香、富沢 直樹、
　　　桑原 幸枝

10:00～11:00
教育セミナー3
瘢痕関連心室頻拍アブレーションのいろは

座長：五十嵐 都
演者：上田 明子

10:00～11:00
MP教育セミナー
3Dマッピングを極めるCEの技

座長：中嶋 勉
演者：徳留 大剛、濱崎 誠之、渡邉 哲広

11:15～12:15
Session 7 （O28～O31）
心室細動・Brugada 症候群

座長：福田 浩二、小松 雄樹
Keynote Lecture：小松 雄樹
演者：長谷川 寛、小柳 宣人、堀米 旭、高瀬 哲郎

11:15～12:15
MP Session 2 （MP-O6～MP-O9）
遠隔モニタリング・イベントレコーダー

座長：庭野 慎一、前田 明子
Keynote Lecture：前田 明子
演者：間瀬 典弥、中嶋 勉、井坂 まい、瀧澤 龍太

12:30～13:30
スポンサードセミナー3 〔旭化成ゾールメディカル（株）〕
心不全のトータルマネジメントとしてのWCDの役割
―突然死予防と遠隔モニタリングの可能性―

座長：岩崎 雄樹
演者：菊池 規子

12:30～13:30
スポンサードセミナー4 〔日本メドトロニック（株）〕
安全にヒス束ペーシングを始める方法

座長：庄田 守男
演者：藤生 克仁

13:55～14:55
Session 8 （O32～O35）
心房細動 3

座長：髙月 誠司、岡田 綾子
Keynote Lecture：髙月 誠司
演者：橋本 健司、田仲 明史、坂口 裕太、奥山 貴文

13:55～14:55
MP最優秀演題賞セッション （MP-B1～MP-B4）

座長（兼審査員）：庭野 慎一、大月 幸恵
審査委員長：杉山 篤
審査員：石崎 一穂、梅津 努、鈴木 健一、小澤 あい
演者：三橋 理人、徳留 大剛、小野 仁、前田 明子


