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4月8日（土）　博多国際展示場＆カンファレンスセンター
第 1会場（204） 第 2会場（205）

9：00～10：00
Oral Session 1
Bradycardia/Devices1（O1～O5）

座長：舛元 章浩、河野 律子
ディスカッサー：深田 光敬、田中 敬士

演者：岩垣 端礼、御手洗 和毅、川原 勇成、
康 憲史、鶴崎 祐太

10：10～11：10
スポンサードセミナー1
高齢AF患者の治療：ANAFIE Registry・
ELDERCARE-AF 試験のサブ解析より考える

座長：熊谷 浩一郎　　
演者：奥村 謙

（第一三共株式会社）

11：20～12：20
教育セミナー１
最新のマッピングとアブレーションカテーテルを
使いこなす

座長：熊谷 浩一郎
演者：廣島 謙一、古山 准二郎

12：35～13：35　
ランチョンセミナー１
高齢心房細動患者における抗凝固薬適正使用
～ J-ELD AF registry を踏まえて～

座長：小川 正浩　　
演者：髙橋 尚彦

（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）

13：45～14：45　
教育セミナー2
上室性頻拍の鑑別法

座長：中村 俊博
演者：山部 浩茂

14：55～16：15
ベストアブストラクト賞選考セッション（BA1～BA6）

　座長：安部 治彦、髙橋 尚彦
審査員：古山 准二郎、竹本 真生、園田 浩一朗
　演者：田島 亜佳里、黒田 真衣子、原 彩乃、
　　　　渡邊 高徳、松浦 亮太、岩﨑 良介

16：25～17：15 　　　　　　　　Oral Session 2
Bradycardia/Devices2（O6～O9）

座長：奥井 英樹、菊池 幹
ディスカッサー：荒川 修司、二宮 雄一

演者：佐土原 洋平、服部 悠一、
宮本 太郎、金子 祥三

9：00～10：00
Oral Session 3
AF/AFL/AT１（O10～O14）

座長：武居 明日美、遠山 英子
ディスカッサー：森井 誠士、河合 俊輔

演者：松浦 広英、藤原 礼宜、中島 夏奈、
新里 広大、鶴田 浩太呂

10：10～11：10
スポンサードセミナー2
心房病理・心筋量から考える
クライオアブレーションの選択

座長：野副 純世　　
演者：山口 尊則

（日本メドトロニック株式会社）

11：20～12：20
Oral Session 4
AF/AFL/AT2（O15～O19）

座長：稲毛 智仁、山口 尊則
ディスカッサー：井手口 武史、野村 悠

演者：連 翔太、渡部 僚、木佐貫 洋志、
梶山 公裕、日髙 敬介

12：35～13：35　
ランチョンセミナー２
臨床現場でいかにHeart Rate Score（HRSc）を活用するか

座長：中村 俊博
コメンテーター：矢島 真知子、石原 康平

演者：安部 治彦
（日本ライフライン株式会社）

13：45～14：45　
スポンサードセミナー3
これからの遠隔モニタリング管理はどう変わる？
̶現状と将来像̶

座長：河野 律子
演者：前川 正樹、近藤 秀和

（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）

14：55～15：55 
Oral Session 5
AF/AFL/AT3（O20～O24）

座長：比嘉 聡、大江 学治
ディスカッサー：井上 修二朗、岡松 秀治

演者：出石 礼仁、北村 知聡、熊本 崇、
入田 英二、前里 輝

16：05～17：15　
心電図検定対策講座

座長：小川 正浩
演者：大江 征嗣、篠原 徹二

17:15～17:35
表彰式 ・ 閉会挨拶

8:50～9:00 開会挨拶
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第 3会場（207） 第 4会場（209）
4月8日（土）　博多国際展示場＆カンファレンスセンター

9：00～10：00 
Oral Session 6
VPC/VT/VF1（O25～O29）

座長：向井 靖、近藤 秀和
ディスカッサー：高瀬 進、福永 真人

演者：酒井 東吾、小河 清寛、巷岡 聡、
古川 顕太郎、津曲 保彰

10：10～11：10　
スポンサードセミナー４
アクティブシニアに求められる積極的治療の選択
~高齢心房細動患者への最適解~

座長：武居 明日美　　
演者：大江 征嗣

（バイエル薬品株式会社）

11：20～12：20 
Oral Session 7
VPC/VT/VF2（O30～O34）

座長：足利 敬一、永島 道雄
ディスカッサー：深江 学芸、仲村 健太郎

演者：廣田 慧、河合 俊輔、田代 浩平、
横山 博毅、橋本 舟平

12：35～13：35　
ランチョンセミナー３
心房細動治療は心不全治療
～薬物治療から非薬物治療まで～

座長：遠山 英子
演者：向井 靖

（日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社）

13：45～14：45　
スポンサードセミナー5
Patient Specific CRT Optimization

座長：篠原 徹二
演者：金子 哲也

（バイオトロニックジャパン株式会社）

14：55～15：45 　　　　　　　Oral Session 8
VPC/VT/VF3（O35～O38）

座長：劔 卓夫、野副 純世
ディスカッサー：小河 清寛、長山 友美

演者：鷲見 仁志、德留 正毅、河野 裕之、
伊藤 美和

15：55～17：05 
Oral Session 9
合併症（O39～O44）

座長：田上 和幸、脇坂 収
ディスカッサー：野口 博生

演者：岡部 浩祐、綾部 健吾、小林 貴大、
郡山 遥平、岡原 有秀、長岡 和宏

9：00～10：00
MP Oral Session 1（MP-O1～MP-O5）

座長：丹生 治司、宮﨑 明信
ディスカッサー：尾崎 賢

演者：今井 晋平、出野 友樹、大庭 光三郎、
内田 直樹、仲盛 智之

10：10～11：10　
スポンサードセミナー6
心臓突然死リスクとその予防
～不整脈医としての役割～

座長：安藤 献児　　
演者：金澤 尚徳、足利 敬一

（旭化成ゾールメディカル株式会社）

11：20～12：10
MP Oral Session 2（MP-O6～MP-O9）

座長：堺 美郎、前川 正樹
ディスカッサー：大庭 光三郎

演者：米村 友秀、武生 紋佳、尾崎 賢、
若林 哲朗

12：35～13：35　
ランチョンセミナー４
アブレーションのNext Stage へ
Newカテーテルの挑戦

座長：比嘉 聡
演者：永島 道雄、岡松 秀治

（ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社）

13：45～14：45　
スポンサードセミナー7
心房細動治療においてHotBalloon™という選択に
ついて考える

座長：廣島 謙一
演者：康 憲史、深田 光敬

（東レ株式会社）

14：55～15：55　
MP教育セミナー
エントレインメントは難しくない

座長：丹生 治司
演者：堺 美郎、前川 正樹

16：05～17：05 
Oral Session 10
SVT（O45～O49）

座長：荻ノ沢 泰司、坂本 和生
ディスカッサー：田中 靖章、金澤 尚徳

演者：長友 雄作、矢加部 大輔、矢田 涼子、
倉岡 沙耶菜、星山 禎

4 月 8日（土）　博多国際展示場＆カンファレンスセンター


