1月15日（土） Gメッセ群馬

第 1 会場（大会議室 A）

8:30
9:00

8:50〜9:50

AT１

9:30
10:00

AT2

AT3

12:00
12:30

座長： 宮内 靖史、深谷 英平
演者： 村山 友介、佐々木 渉、小針 尭司、後藤 剛顕、
蜂須賀 誠人

12:20〜12:30
12:30〜13:30

座長：蜂谷 仁
演者：山内 康照
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
休憩

13:30

13:40〜14:40

14:00

15:00

複雑心房頻拍の電気生理学的診断法
座長：加藤 律史
演者：中村 紘規、髙月 誠司

座長：江島 浩一郎、山下 省吾
演者： 岡田 拓也、八尾 進太郎、古屋 貴宏、
石川 諒太郎、稲葉 美夏

16:00〜17:00

休憩

Session 5（O19〜O23）

16:30
17:00

AF2

休憩
17:10〜18:30

17:30
18:00
18:30

特別企画

症例から学ぶ電気生理・アブレーション
座長 / 演者：金古 善明、丸山 光紀、永嶋 孝一

18:30〜18:40
18:40〜19:00

19:00

閉会挨拶 ・ 表彰
総会

Device2

座長： 細田 順也、岸原 淳
演者： 瀧澤 良哉、東山 陽子、片岡 翔平、近藤 彬令

12:30〜13:30

ランチョンセミナー2

How to use DOAC safely −家庭血圧測定でできる
3 つのこと−
座長：加藤 律史
演者：甲谷 友幸

共催：バイエル薬品株式会社
休憩

Brugada/LQT/VF

座長： 中島 忠、淀川 顕司
演者： 岡島 周平、福田 怜子、長谷川 寛、山本 純平、
北川 真理
休憩

CRT 適応患者への薬物治療
座長：新田 順一
演者：池田 礼史

16:00〜17:35

座長：内藤 滋人
演者：宮﨑 晋介
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
休憩
13:40〜14:40

Session 7（O29〜O33）

14:50〜15:50

心房細動・心房頻拍に対するカテーテルアブレーション
治療の現状とこれから

共催：日本メドトロニック株式会社
休憩

座長（兼審査員）：野上 昭彦、庄田 守男
審査員：里見 和浩、福田 浩二、相澤 義泰、
上田 明子
演者：鈴木 尚真、高野 誠、千葉 俊典、坂口 裕太、
後閑 俊彦、三輪 尚之、平野 秀典

メディカルプロフェッショナル
Ｂｅｓ
ｔ Aｂｓ
ｔ
ｒａｃｔ賞選考会Session(MP-BA1〜MP-BA4）
座長（兼審査員）
：原田 智雄、丹野 郁
審査員：森田 典成、栁下 敦彦、中村 啓二郎
演者：岡田 直樹、渡邉 哲広、笠井 琢充、小島 優
14:50〜15:50

休憩

教育セミナー3

デバイス治療の最近の話題
座長：近藤 祐介
演者：柳下 大悟、森 仁

16:00〜17:30

休憩

Session 11（O48〜O55）

WPW/AFL/anomaly

座長： 木村 雄弘、稲葉 理
演者： 堀米 旭、岡野 孝弘、廣田 尚美、田仲 明史、
木村 高志、有田 凌、相澤 健太郎

10:30
11:00

休憩
11:10〜12:10

スポンサードセミナー2

悩みがつきない…超高齢者心房細動の脳卒中予防
―ELDERCARE-AF をいかに使う？―
座長： 丹下 正一
演者：山下 武志

共催：第一三共株式会社
休憩

12:30〜13:30

ランチョンセミナー3

9:30

教育セミナー

座長：横山 泰廣
演者：入江 忠信

休憩

Ｂｅｓ
ｔ Aｂｓ
ｔ
ｒａｃｔ賞選考会Session (BA1〜BA7）

座長： 松尾 征一郎、吉田 健太郎
演者： 須藤 洸司、槇田 俊生、塩見 怜子、太田 真之、
薄元 宗一郎

Session 10（O44〜O47）

休憩

スポンサードセミナー1

Session 4（O14〜O18）

15:30
16:00

休憩

14:50〜15:50

AF1

座長： 中原 志朗
演者： 西村 卓郎

13:40〜14:40

Expertʼs tips and tricks

14:30

11:10〜12:10

12:30〜13:30

Whatʼs New? A Novel Cryoballoon
新たな冷凍アブレーションシステム

座長： 井上 完起、甲谷 友幸
演者： 北見 有以、川谷 洋平、森瀬 昌裕、田中 尚道、
成田 昌隆

9:00

10:00

SVT の診断：欲しい所見を探そう

休憩

器質的心疾患に伴う心室頻拍の最新知見

休憩
会長挨拶

休憩

メディカルプロフェッショナル

Device1

休憩

教育セミナー2

ランチョンセミナー1

13:00

座長： 奥村 恭男
演者： 髙橋 良英、金子 英弘

11:10〜12:10

Session 3（O9〜O13）

座長： 林 英守、南 健太郎
演者： 角野 健太、山口 優佳、大戸 翔平、萩原 陽、
髙澤 一帆

10:00〜11:00

Session 9（O39〜O43）

8:30

メディカルプロフェッショナル 1

休憩

心房細動発症 / 進展リスクの最新知見

休憩
11:10〜12:10

座長： 林 達哉、小松 雄樹
演者： 庭前 野菊、清水 貴之、林 高大、磯長 祐平、
山田 隆史

10:00〜11:00

教育セミナー1

座長： 深水 誠二、久佐 茂樹
演者： 佐橋 秀一、松田 淳、山下 修平、山岡 広一郎

MP Session 1（MP-O1〜MP-O5）

VT/PVC

休憩
10:00〜11:00

11:00
11:30

座長： 渡部 智紀、中野 正博
演者： 田村 峻太郎、都築 一平、小針 尭司、
田村 峻太郎、三谷 優太朗

休憩
10:00〜11:00

Session 2（O5〜O8）

10:30

AVNRT

第 4 会場（中会議室 302）

8:50〜9:50

Session 8（O34〜O38）

Session 6（O24〜O28）

座長： 山内 康照、宮﨑 晋介
演者： 齋藤 大樹、高橋 正雄、豊田 康豪、原口 裕美子

第 3 会場（中会議室 301）

8:50〜9:50

8:50〜9:50

Session 1（O1〜O4）

1月15日（土） Gメッセ群馬

1 月 15 日（土） G メッセ群馬

第 2 会場（大会議室 B）

※第４会場のみハイブリッド形式

11:30
12:00
12:30

ランチョンセミナー4

急性心不全早期の WCD を再考する

座長：奥村 恭男
演者：高野 誠、岡田 綾子
共催：旭化成ゾールメディカル株式会社
休憩

13:00
13:30

13:40〜14:40

スポンサードセミナー3

Medtronic Technology Seminar

座長： 副島 京子
演者： 中原 志朗、根本 尚彦
共催：日本メドトロニック株式会社

14:50〜15:50

14:00
14:30

休憩

15:00

スポンサードセミナー4

LV-Summit 領域への心室性不整脈に対する治療戦略
座長：里見 和浩
演者：林 達哉

16:00〜17:00

共催：日本ライフライン株式会社
休憩

15:30
16:00

MP Session 2（MP-O6〜MP-O10）

メディカルプロフェッショナル 2

座長：丹下 正一、林 健太郎
演者：新城 卓美、佐野 真友、中嶋 勉、長見 英治、
鳴海 頌子
休憩

16:30
17:00

17:10〜18:30

心電図検定対策講座

17:30

演者：栗田 康生、五十嵐 都、加藤 律史

18:00
18:30
19:00

