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1月28日（土）　甲府記念日ホテル
第 1会場（1F　昇仙閣-1） 第 2会場（1F　昇仙閣-2）

9:00～10:00
Oral Session（O15～O18)
先天性心疾患

座長：谷本 耕司郎、大久保 健史
ミニレクチャー：住友 直方
ディスカッサー：丹野 郁
演者：長谷川 寛、村山 友介、木村 高志、橋本 昌樹

10:55～11:40
Oral Session（O19～O22)
AF／その他 

座長：横山 泰廣、髙橋 良英
ディスカッサー：内藤 滋人
演者：川島 友和、長谷川 智明、石井 怜、片岡 翔平

9:00～10:00
Oral Session（O1～O4)
AF1

座長：保坂 幸男、中原 志朗
ミニレクチャー：山根 禎一
ディスカッサー：新田 順一
演者：齊藤 一平、村田 和也、秋山 裕一郎、鈴木 尚真

10:05~10:50
スポンサードセミナー1
Up-to-date treatment

座長：山内 康照
演者：徳田 道史

共催：日本メドトロニック株式会社

11:55～12:55
ランチョンセミナー1
人生 100年時代の心房細動抗凝固療法

座長：梅谷 健
演者：山下 武志

共催：第一三共株式会社

11:55～12:55
ランチョンセミナー2
Site Selective Pacing の有用性

座長：永田 恭敏
演者：木全 啓、内山 貴史

共催：日本ライフライン株式会社／ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

13：05～14:05
Oral Session （O5～O8）
AVNRT

座長：柳下 敦彦、中野 正博
ミニレクチャー：丸山 光紀
ディスカッサー：金古 善明
演者：伊藤 徳彦、菊地 美和、新井 紘史、後藤 健太朗

14:10～14:55
Oral Session（O23～O26)
VPC／ VT 

座長：蜂谷 仁、吉田 健太郎
ディスカッサー：野上 昭彦
演者：本田 幸弥、中村 環、須藤 洸司、後藤 剛顕

13:05～14:05
スポンサードセミナー2
Micra Standard of Care リードレスペースメーカ：
患者への恩恵

座長：黒木 健志
演者：副島 京子

共催：日本メドトロニック株式会社

15:00～15:45
スポンサードセミナー4
心房細動アブレーションの現在地と将来像

座長：佐藤 明
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

10:05～10:50
教育セミナー1（ES1）
Pulsed Field Ablation の現状と展望

座長：宮﨑 晋介　　　
演者：黒木 健志

10:55～11:40
教育セミナー2（ES2）
刺激伝導系ペーシング入門　―できるだけ narrowなQRS を目指して―

座長：佐藤 俊明　　　
演者：内山 貴史

8:50～9:00 開会挨拶

14:10～15:45
会長企画（CP1・CP2）
ヒス束近傍起源頻拍の診断とカテーテルアブレーション
　診断（ヒス束近傍起源頻拍のカテーテルアブレーション） 

座長：丸山 光紀
演者：永嶋 孝一

　治療（ヒス束近傍起源頻拍のカテーテルアブレーション）
座長：浅川 哲也
演者：山内 康照

15：50～17:00
Oral Session（O27～O31)
デバイス

座長：岡田 綾子、上田 明子
ミニレクチャー：庄田 守男
ディスカッサー：福田 浩二
演者：左山 耕大、小林 秀樹、鮎沢 晶、駒井 佑哉、
　　　芝山 納恵瑠

15：50～17:10
Oral Session (O9～O14)
AF2

座長：森田 典成、江島 浩一郎
ミニレクチャー：高橋 淳
ディスカッサー：加藤 律史
演者：石村 昌之、秋元 耕、野田 和里、山内 康照、
　　　梶山 貴嗣、小田 惇仁

17:10～17:30
表彰 ・ 閉会式
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第 3会場（1F　昇仙閣-3） 第 4会場（2F　桃源）
1月28日（土）　甲府記念日ホテル

休憩

11:55～12:55
ランチョンセミナー3
TactiFlexTM を使用したHPSD PVI の初期成績

座長：里見 和浩
演者：浅野 拓

共催：アボットメディカルジャパン合同会社／日本光電工業株式会社

11:55～12:55
ランチョンセミナー4
超高齢化社会における心房細動のトータルケア
～抗凝固療法からリズムコントロールまで～

座長：福田 浩二
演者：稲葉 理

共催：バイエル薬品株式会社

14:10～14:55
MP教育セミナー1（デバイス）（MP-ES1）
リードレスペースメーカMicra AV のMAMテストや設定方法

座長：芳森 亜希子
演者：倉田 孟

13:05～14:05
スポンサードセミナー3
OCTARAY® の秘める可能性／
QDOT MICROTM を用いたアブレーションの Evidence と可能性

座長：新田 順一
演者：髙橋 良英、滝川 正晃

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

14:10～14:55
Oral Session（O36～O39)
AF3

座長：関口 幸夫、中村 紘規
ディスカッサー：髙月 誠司
演者：扇野 泰行、武井 俊樹、水野 真吾、山口 雄大

15:00～15:45
MP教育セミナー2（アブレーション）（MP-ES2）
心房細動アブレーションにおける 2ndセッションの戦略

座長：梅津 努
演者：五十嵐 都

15:50～16:40
MP Oral Session (MP-O6～MP-O9)

座長：松本 直樹、渡邉 哲広
演者：泉 千尋、富田 智子、大戸 翔平、松澤 浩平

15:00～15:45
スポンサードセミナー5
A step forward for physiological pacing

座長：近藤 祐介
演者：小和瀬 晋弥、峯岸 美智子

共催：バイオトロニックジャパン株式会社

9:00～10:00
Oral Session（O32～O35)
左心耳閉鎖術

座長：小宮山 浩大、久佐 茂樹
ミニレクチャー：青沼 和隆
ディスカッサー：佐々木 毅
演者：龍崎 智子、千葉 俊典、堀江 知樹、髙梨 友紀子

9:00～10:00
MP Oral Session (MP-O1～MP-O5)

座長：臼井 達也、濱崎 誠之
演者：角田 竣、三沢 貴博、権守 信哉、鳴海 頌子、
　　　熊谷 英明

10:05～11:25
Best Abstract賞選考会 (BA1～BA6)

座長：清水 渉、加藤 律史
審査員：池主 雅臣、副島 京子、桑原 大志、里見 和浩
演者：仲田 恭崇、田原 智大、佐川 雄一朗、
　　　Qasim J. Naeemah、佐橋 秀一、大西 克実

10:05～10:50
心電図判読セミナー1（SH1）
心電図検定にも役立つ不整脈心電図の読み方

演者：栗田 康生

10:55～11:40
心電図判読セミナー2（SH2）
日常診療で誰もが遭遇する 12誘導心電図所見の
一歩詳しい読み方

演者：大島 一太

13：05～14:05
MP Best Abstract賞選考会（MP-BA1～MP-BA4） 

座長：浅野 拓、安納 一徳
審査員：中村 啓二郎、林 健太郎、梅津 努、縮 恭一
演者：笠井 琢充、寺﨑 義貴、吉村 祐輝、鈴木 涼平

15：50～17:10
Oral Session（O40～O45)
AFL ／ AT

座長：曽原 寛、深水 誠二
ミニレクチャー：宮内 靖史
ディスカッサー：合屋 雅彦
演者：小池 直樹、青木 秀行、平野 道基、矢部 顕人
　　　道下 俊希、新井 智之
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