4 月 23 日（土） 北九州国際会議場
8:30

8:30〜8:40

第 1 会場（メインホール）
開会挨拶

8:40〜9:40

9:00

10:00
10:30
11:00

Oral Session 4（O17〜Ｏ21）

デバイス治療の最近の進歩

座長：中村 俊博、内田 孝之
演者：菊池 幹、園田 浩一朗、永島 道雄

9:30

休憩

9:50〜10:50

休憩

12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30

上室性不整脈（2）

座長：山部 浩茂、廣島 謙一
ディスカッサー：佐藤 大祐
演者：岡原 有秀、岡部 浩祐、中村 圭吾、野間 彬仁、
大西 史峻
休憩

11:00〜12:00

Oral Session 2（O6〜O10）

11:30

座長：野口 博生、大江 学治
ディスカッサー：金澤 尚徳
演者：巷岡 聡、長岡 和宏、梅本 真太郎、熊本 崇、
宮本 太郎
休憩

Oral Session 5（Ｏ22〜Ｏ26）

座長：内田 孝之、河野 律子
ディスカッサー：園田 浩一朗
演者：倉岡 沙耶菜、御手洗 和毅、福山 雄介、
山岸 靖宜、田代 浩平

11:00〜12:00

上室性不整脈（1）

9:50〜10:50

Oral Session 1（O1〜O5）

ICD

第２会場（イベントホール）
8:40〜9:40

Symposium 1

マッピング

座長：向井 靖、田上 和幸
ディスカッサー：深江 学芸
演者：伊藤 美和、藤田 一允、大江 学治、梅本 真太郎、
石垣 清子

MD教育セミナー（MD-ES1〜MD-ES2）
座長：小川 正浩
演者：山口 尊則、中野 由紀子

休憩
12:15〜13:15

12:15〜13:15

肺静脈隔離における Durability を極める

座長：中村 俊博
演者：星山 禎、水上 暁
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
休憩

13:25〜14:35

15:30

超高齢化社会における心房細動治療

座長：竹本 真生
演者：中野 由紀子
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
13:25〜14:45

Oral Session 3（O11〜O16）

突然死・合併症

座長：安岡 千枝、篠原 徹二
ディスカッサー：野副 純世
演者：小出 俊朗、長山 友美、小牧 智、田島 亜佳里、
星山 禎、早川 裕紀

16:00

スポンサードセミナー1

超高齢・高出血リスク心房細動例に対する DOAC 療法
とカテーテルアブレーションの適応

16:00〜17:00

休憩

共催：第一三共株式会社

16:30

不整脈の診断とリスク評価に関するガイドライン
座長：髙橋 尚彦
演者：髙橋 尚彦、河野 律子、篠原 徹二

17:00
17:10〜18:20

17:30
18:00
18:30
19:00

休憩

Symposium 2

VT アブレーションの実際と成績

座長：足利 敬一、比嘉 聡
演者：向井 靖、野副 純世、古山 准二郎、廣島 謙一

18:20〜18:40

表彰式/閉会挨拶

休憩

スポンサードセミナー2

遠隔モニタリング患者管理における医療機関での一元化の試み

座長：安部 治彦
演者：金澤 尚徳、仲村 健太郎
共催：株式会社フィデスワン／株式会社エムアイディ／株式会社ネクシス
16:05〜17:35

ガイドライン解説

休憩

ベストアブストラクト賞選考会（BA1〜BA5）
座長 兼 審査員：小野 克重、熊谷 浩一郎
審査員：向井 靖、比嘉 聡、遠山 英子、市來 仁志
演者：中島 夏奈、福嶋 理知、大坪 豊和、
河野 裕之、大迫 亮介

14:55〜15:55

14:55〜15:55

座長：河野 律子
演者：熊谷 浩一郎

8:40〜9:40

Oral Session 9（O40〜Ｏ44）

心房細動（1）

心室性不整脈（1）

座長：小川 正浩、古山 准二郎
ディスカッサー：井上 修二朗
演者：高瀬 進、矢田 涼子、新里 広大、鎌田 博之

9:50〜10:50

休憩

休憩

スポンサードセミナー5

日本の心臓突然死の現状と ICD 植込み
― 最新の国内臨床試験の結果から ―

座長：内田 孝之
演者：安部 治彦、劔 卓夫、内田 孝之
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社／
日本ライフライン株式会社

座長：足利 敬一、遠山 英子
ディスカッサー：岡松 秀治
演者：髙原 勇介、松浦 託、本田 修浩、金子 祥三、
高橋 佑弥

9:45〜10:55

MP教育セミナー（MP-ES1〜MP-ES2）

不整脈診療に必要な基礎知識
−心エコー・心内心電図から見えるもの−
座長：丹生 治司
演者：宮﨑 明信、大谷 洋平

11:00〜12:00

第 4 会場（21 会議室）

休憩

座長：荻ノ沢 泰司、坂本 和生
ディスカッサー：仲村 健太郎
演者：小河 清寛、連 翔太、折田 義也、川原 勇成、
鷲見 仁志

心房細動（2）

座長：武居 明日美、山口 尊則
ディスカッサー：深田 光敬
演者：河合 俊輔、康 憲史、金澤 尚徳、松浦 広英、
久慈 怜、堺 美郎

座長：三浦 史晴
演者：河野 律子、園田 和隆
共催：アボットメディカルジャパン合同会社
休憩

12:15〜13:15

ランチョンセミナー3

難治性不整脈に対してのアブレーション治療戦略
〜心室頻拍と再発性心房細動に挑む〜
共催：バイエル薬品株式会社

Oral Session 8（O36〜O39）

ペースメーカ

座長：菊池 幹、井手口 武史
ディスカッサー：前川 正樹
演者：塚原 慧太、米村 友秀、稲田 幸大、柳生 圭士郎

14:35〜15:35

休憩

スポンサードセミナー3

さぁ、慢性心不全患者を減らそう
座長：荻ノ沢 泰司
演者：高野 誠

15:45〜16:55

休憩

『コロナ禍を経て：早期診断から治療のために』
~ 不整脈診断における心電図記録計の遠隔モニタリング活用法 ~

休憩

休憩

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

スポンサードセミナー4

心室性不整脈（2）

13:25〜14:25

9:00

休憩

Oral Session 10（Ｏ45〜Ｏ50）

11:00〜12:00

Oral Session 7（O31〜O35）

座長：市來 仁志
演者：廣島 謙一

8:30

8:40〜9:40

Oral Session 6（O27〜O30）

12:15〜13:15

ランチョンセミナー2

休憩

15:00

第 3 会場（国際会議場）

休憩

ランチョンセミナー1

4 月 23 日（土） 北九州国際会議場

4 月 23 日（土） 北九州国際会議場

共催：日本メドトロニック株式会社
休憩

メディカルプロフェッショナル・シンポジウム

デバイスフォローアップと地域連携

座長：前川 正樹、石原 康平
演者：丸山 沙亜耶、堺 美郎、工藤 幸雄、
屋比久 絵美理
休憩

17:10〜18:20

ダイバーシティ

あれから 10 年、私たちの職場環境はどのように
変わったのだろうか？
座長：遠山 英子、前川 正樹
演者：河野 律子、中川 幹子、堺 美郎、長野 陽子

ランチョンセミナー4

心臓突然死予防〜最終治療方針決定までのストラテジー〜

座長：野副 純世
演者：坂本 和生、近藤 秀和
共催：旭化成ゾールメディカル株式会社

13:25〜14:25

休憩

Oral Session 11（Ｏ51〜Ｏ55）

11:30
12:00
12:30
13:00
13:30

上室性不整脈（3）

座長：大江 征嗣、川上 和伸
ディスカッサー：脇坂 収
演者：渡部 僚、浅川 宗俊、廣田 慧、黒田 真衣子、
木山 卓也
休憩

14:35〜15:35

Oral Session 12（Ｏ56〜Ｏ59）

ペースメーカ・CRT

座長：中村 俊博、劔 卓夫
ディスカッサー：野村 悠
演者：吉村 あきの、秋好 裕美、近藤 秀和、勝木 知徳

15:45〜16:45

休憩

Oral Session 13（Ｏ60〜Ｏ63）

心房細動（3）

座長：比嘉 聡、竹本 真生
ディスカッサー：入來 泰久
演者：大賀 泰寛、中島 光香、矢加部 大輔、遠山 英子

16:55〜18:05

休憩

心電図検定対策講座
講師：大江 征嗣、荻ノ沢 泰司

14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

