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9:30～10:30
教育セミナー１
症例から学ぶ tips and tricks（アブレーション）

座長：峰 隆直、静田 聡
演者：増田 正晴、土井 淳史

10:35～11:35
スポンサードセミナー1
OCTARAY® を使用した、新時代のカテーテル
アブレーション

座長：静田 聡
演者：桑原 大志

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

11:50～12:50
ランチョンセミナー1
Tailor-made Ablation

座長：井上 耕一
演者：里見 和浩、佐々木 康博
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

9:30～10:30
Oral Session 1 （O-1～O-5）
AF/AT/AFL 1

座長：江神 康之、宮村 昌利
ディスカッサー：丸山 将広、吉山 智貴
演者：田中 友望、髙橋 広季、尾﨑 立尚、原田 慎一、 
　　　南 慎哉

10:35～11:35
スポンサードセミナー３
マーシャル静脈へのケミカルアブレーションの tips & tricks

座長：吉谷 和泰
演者：鎌倉 令

共催：日本ライフライン株式会社

11:50～12:50
ランチョンセミナー２
Advanced CRT Management　
～ CRT効果を最大化するために～

座長：髙木 雅彦
演者：岡 崇史、石橋 耕平

共催：日本メドトロニック株式会社

13:00～13:45
Oral Short Session 1 （SHO-1～SHO-4）
SVT 座長：中嶋 民夫、土井 淳史

ディスカッサー：松永 泰治、関原 孝之
演者：松田 祥宏、神田 貴史、矢野 正道、水森 祐樹

13:50～14:35
Oral Short Session 2 （SHO-5～SHO-8）
SVT/AF

座長：春名 徹也、相庭 武司
ディスカッサー：加藤 浩一、妹尾 恵太郎
演者：増村 雄喜、濵中 佑馬、米田 史哉、高亀 武弘

14:40～15:40
スポンサードセミナー4
作用機序から考える　
心房細動アブレーション周術期の抗凝固療法

座長：栗田 隆志
演者：長内 宏之

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

15:45～16:45
Oral Session 2 （O-6～O-10）
AF/AT/AFL 2

座長：黒飛 俊哉、小堀 敦志
ディスカッサー：垣田 謙、山下 宗一郎
演者：山上 新太郎、塚本 祥太、松永 泰治、欅田 高浩、
　　　伊藤 光哲

16:50～17:50
教育セミナー２
症例から学ぶ tips and tricks （デバイス）

座長：光野 正孝、西田 卓
演者：川﨑 真佐登、占野 賢司

17:55～18:55
Oral Session 3 （O-11～O-15）
合併症

座長：牧田 俊則、柏瀬 一路
ディスカッサー：伊藤 光哲、藤本 源
演者：工藤 聡、岩井 秀浩、朝比奈 千沙、尾﨑 立尚、
　　　布川 裕人

18:55～19:10 表彰式 ・ 閉会挨拶

9:20～9:30 開会挨拶

13:00～14:35
会長特別企画 
レジェンドに聞く
～なぜ不整脈専門医を目指したのか？～

座長：栗田 隆志、髙木 雅彦
演者：鎌倉 史郎、堀江 稔、中村 好秀

15:45～16:45
近畿不整脈デバイス臨床懇話会ジョイントセッション

座長：森本 大成、水野 裕八
演者：坂本 祥吾、南口 仁

14:40～15:40
スポンサードセミナー2
高齢者心房細動治療～３つの鍵～

座長：増田 正晴
演者：田中 宣暁

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

16:50～17:50
Best Abstract Award Session （BA-1～BA-5）

座長：松井 由美恵、芦原 貴司
選考委員：白山 武司、吉田 明弘、静田 聡
演者：岩佐 浩平、太田 千智、榎園 圭、岡 怜史、
　　　入潮 壮俊

17:55～18:55
シンポジウム
難治性不整脈に対するアプローチ

座長：草野 研吾、井上 耕一
演者：石橋 耕平、福沢 公二、岡嶋 克則、山城 荒平

第 1会場（12F 特別会議場） 第２会場（10F 1003）
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15:45～16:45
スポンサードセミナー5
日本のレジストリデータからみた心房細動治療の
現状と問題点

座長：松井 由美恵
演者：草野 研吾 共催：第一三共株式会社

16:50～17:50
Oral Session 7 （O-31～O-35）
AF/AT/AFL 4

座長：奥山 裕司、木内 邦彦
ディスカッサー：田中 宣暁、髙橋 広季
演者：安元 浩司、浮田 康平、関原 孝之、尾﨑 立尚、
　　　杉谷 味保

17:55～18:55
Oral Session 8 （O-36～O-40）
AF/AT/AFL 5

座長：池口 滋、渡部 徹也
ディスカッサー：貴島 秀行、片山 恒
演者：楊 培慧、松本 直己、吉澤 尚志、麻田 裕之、
　　　江神 康之

13:00～13:45
Oral Short Session 3 （SHO-9～SHO-12）
CIED 2

座長：藤本 浩平、安岡 良文
ディスカッサー：高見 薫、鎌倉 令
演者：東本 菜月、鴨志田 淳一、豊田 なつみ、
　　　戸村 暢成

13:00～13:45
心電図検定対策講座1
～心電図検定に向けて、心電図の判読力を上げよう！～

講師：芦原 貴司

13:50～14:35
Oral Short Session 4 （SHO-13～SHO-15）
植込みデバイス

座長：永瀬 聡、福沢 公二
ディスカッサー：西内 英、中野 智彰
演者：竹本 良、柳下 知哉、林 雄介

14:40～15:40
Oral Session 6 （O-26～O-30）
AF/AT/AFL 3

座長：綿貫 正人、田中 耕史
ディスカッサー：神田 貴史、中逵 賢一
演者：中野 亘、坂井 淳、向井 悠、西内 英、汪 洋

11:50～12:50
ランチョンセミナー３
高出血リスクの心房細動患者に対する脳卒中予防

座長：江神 康之
演者：宮村 昌利

共催：バイエル薬品株式会社

10:35～11:35
Oral Session 5 （O-21～O-25）
症例集積研究

座長：草野 研吾、貝谷 和昭
ディスカッサー：林 雄介、岡田 真人
演者：咲尾 隆滋、石渡 麻衣、増田 正晴、越智 公一、
　　　中西 祐介

9:30～10:30
Oral Session 4 （O-16～O-20）
CIED 1

座長：足立 和正、吉谷 和泰
ディスカッサー：岡 崇史、坂本 祥吾
演者：田村 尚大、古川 哲生、櫻根 寛之、永松 裕一、
　　　田中 基英
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15:45～16:45
スポンサードセミナー6
心臓突然死の実態と、その予防のための非侵襲的な
手段について考える

座長：白石 裕一
演者：田中 基英

共催：旭化成ゾールメディカル株式会社

16:50～17:50
MP Oral Session （MPO-1～MPO-4）

座長：宮本 康二、小林 博
ディスカッサー：小倉 敬士、原光 佑一
演者：木村 航大、森奥 知由、久井 雄介、往田 有理

17:55～18:55
Oral Session 10 （O-46～O-50）
CIED 3

座長：山田 貴之、南口 仁
ディスカッサー：和田 暢、髙見 充
演者：中谷 佳裕、吉迫 祐太、中逵 賢一、佐々木 駿、
　　　南口 仁

13:50～14:35
心電図検定対策講座2
～心電図検定に向けて、心電図の判読力を上げよう！～

講師：山城 荒平

14:40～15:40
MP教育セミナー１
デバイスチェックにおける Tips

座長：白山 武司、黒井 章央
演者：柴田 幸美、松本 景史

11:50～12:50
ランチョンセミナー４
デバイス植込み患者の管理ワークフローとデータ
ベースの構築；心不全・不整脈ケア向上のために

座長：福沢 公二
演者：溝渕 正寛

共催：バイオトロニックジャパン株式会社

10:35～11:35
MP Best Abstract Award Session （MPBA-1～MPBA-4）

座長：鈴木 嗣敏、木田 博太
選考委員：髙垣 勝、植田 隆介、松本 景史
演者：塩野 敦、野村 起、前川 敦史、岩井 瑠美

9:30～10:30
Oral Session 9 （O-41～O-45）
心室性不整脈

座長：嶋根 章、溝渕 正寛
ディスカッサー：今村 公威、三嶋 剛
演者：車古 大樹、髙原 宏之、吉村 隆太郎、
　　　山下 宗一郎、大西 尚昭

第３会場（10F 大会議室 1001） 第４会場（10F 大会議室 1002）
10 月 29日（土）
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ハンズオンセミナー会場（12F ホワイエ）

9:30～10:30
ハンズオンセミナー１
TactiFlex を使用した水槽実験

アボットメディカルジャパン合同会社

休憩

休憩

10:35～11:35
ハンズオンセミナー１
TactiFlex を使用した水槽実験

アボットメディカルジャパン合同会社

13:00～14:00
ハンズオンセミナー１
TactiFlex を使用した水槽実験

アボットメディカルジャパン合同会社

休憩

休憩

9:30～10:30
ハンズオンセミナー3
心腔内エコーを用いた
解剖把握ハンズオン
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

休憩

休憩

14:40～15:40
ハンズオンセミナー4
SmartSync ／ LINQ Mobile 
Manager を極める

日本メドトロニック株式会社

休憩

休憩

14:40～15:40
ハンズオンセミナー4
SmartSync ／ LINQ Mobile 
Manager を極める

日本メドトロニック株式会社

14:40～15:40
ハンズオンセミナー4
SmartSync ／ LINQ Mobile 
Manager を極める

日本メドトロニック株式会社
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休憩
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14:40～15:40
ハンズオンセミナー6
バイオトロニック社製
プログラマーハンズオン

バイオトロニックジャパン株式会社

休憩

休憩

10:35～11:35
ハンズオンセミナー3
心腔内エコーを用いた
解剖把握ハンズオン
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

13:00～14:00
ハンズオンセミナー3
心腔内エコーを用いた
解剖把握ハンズオン
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

15:45～16:45
ハンズオンセミナー6
バイオトロニック社製
プログラマーハンズオン

バイオトロニックジャパン株式会社

16:50～17:50
ハンズオンセミナー6
バイオトロニック社製
プログラマーハンズオン

バイオトロニックジャパン株式会社

14:40～15:40
ハンズオンセミナー2
プログラマ／ Portable Virtual 
Reality System を使った 
ハンズオントレーニング

アボットメディカルジャパン合同会社

15:45～16:45
ハンズオンセミナー2
プログラマ／ Portable Virtual 
Reality System を使った 
ハンズオントレーニング

アボットメディカルジャパン合同会社

16:50～17:50
ハンズオンセミナー2
プログラマ／ Portable Virtual 
Reality System を使った 
ハンズオントレーニング

アボットメディカルジャパン合同会社

9:30～10:30
ハンズオンセミナー5
リズミアシミュレーターおよび
クライオバルーンを用いた
ハンズオン
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

10:35～11:35
ハンズオンセミナー5
リズミアシミュレーターおよび
クライオバルーンを用いた
ハンズオン
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

13:00～14:00
ハンズオンセミナー5
リズミアシミュレーターおよび
クライオバルーンを用いた
ハンズオン
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社


