
8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

3 月 6日（土）　Web開催
第 1会場　on-line 第２会場　on-line

9:00～10:00
シンポジウム１
心室不整脈アブレーション：焼灼の極意と最近の話題

座長：村上 善正
演者：森島 逸郎、因田 恭也

10:10～11:10
スポンサードセミナー1
心房細動アブレーション治療の進歩と抗凝固療法

座長：笠井 篤信
演者：宮﨑 晋介

 〔ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株）〕

10:10～11:10
スポンサードセミナー2
CRTレスポンダーに何を求めるのか？：CRTの考え方が変わる。

座長：夛田 浩
演者：中井 俊子

〔バイオトロニックジャパン（株）〕

12:40～13:40
スポンサードセミナー5
iATP の神髄とは -Real Data から ATP治療を再考する -

座長：栗田 隆志
コメンテータ：長内 宏之、鈴木 靖司、原田 将英
演者：片岡 直也、加藤 武史、森島 逸郎

 〔日本メドトロニック（株）〕

12:40～13:40
スポンサードセミナー6
ハイリスク心房細動患者の治療に挑む
～最新のエビデンスを踏まえた私の考え～

座長：阪上 学
演者：奥村 恭男  〔バイエル薬品（株）〕

11:20～12:20
シンポジウム２
デバイス治療のトピックス

座長：成田 裕司
演者：吉田 幸彦、浅井 徹

9:00～10:00
Session 1 （O1～O5）
PSVT/AFL

座長：芳本 潤、加藤 武史
演者：関原 孝之、平松 孝嗣、宮島 佳祐、久野 晋平、
　　　岡島 嵩

11:20～12:20
Session 2 （O6～O10）
VT

座長：笠井 篤信、長谷部秀幸
演者：須賀 一将、金子裕太郎、長谷川奏恵、
　　　本池 雄二、陸 脩郎

16:15～18:00
Session 3 （O11～O17）
AT

座長：古荘 浩司、祝迫 周平
演者：立山 冴、組橋 裕喜、野村 佳広、山口 遼、
　　　伊藤 亮太、森田 留奈、川添 将弘
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16:15～18:00
ベストアブストラクト賞（B1～B7）

座　長：夛田 浩、渡邉 英一
審査員：村上 善正、渡邉 英一、阪上 学、吉田 幸彦、
　　　　藤井英太郎
演　者：吉本 大祐、増田 悠人、臼田 圭佑、下條 将史、
　　　　渡邉 諒、中須賀公亮、野寺 穣

13:50～14:50
教育セミナー１（ES1-1～ES1-2）
遺伝性不整脈を診る

座長：夛田 浩
演者：林 研至、長谷川奏恵

13:50～14:50
教育セミナー2（ES2-1～ES2-2）
12 誘導心電図所見をアブレーションに活かす

座長：藤井英太郎
演者：成瀬代士久、片岡 直也

15:00～16:00
スポンサードセミナー9 
持続性心房細動ABL における最新の治療ストラテジー　
～Durable PVI & Beyond PVI ～

座長：吉田 幸彦
演者：井上 耕一、三浦 史晴

〔ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）〕

15:00～16:00
スポンサードセミナー10 
レーザーバルーンアブレーションの治療成績と戦略 
その可能性  ～光の先へ～

座長：臼田 和生
演者：近藤 祐介 〔日本ライフライン（株）〕

8:50～9:00 開会挨拶

12:20～12:40 支部総会

18:00～18:20
ベストアブストラクト賞 表彰式／閉会挨拶
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第３会場　on-line 第４会場　on-line 第 5会場　Web掲載

9:00～10:00
Session 4 （O18～O22）
AF １

座長：坂元祐一郎、中島 智史
演者：近田 明男、桜井 勇明、青山 大雪、
　　　永田 義毅、堀田 慎吾

9:00～10:00
Session 9 （O45～O49）
AF ３

座長：原田 将英、山本 基善
演者：石黒 智也、佐伯 隆広、伊藤 丈浩、
　　　矢島 和裕、神谷 典男

e-poster

演者：
　 P1 佐生 喬
　 P2 澤崎 浩平
　 P3 井上 勝
　 P4 丹羽 智
　 P5 山口 正人
　 P6 中川陽一郎
　 P7 江口 智也
　 P8 江口 智也
　 P9 向井 萌
　 P10 菊池 駿
　 P11 高間 俊輔
　 P12 村瀬 陽介
　 P13 堀 麗菜
　 P14 山口 由明
　 P15 寺岡 翼
　 P16 白井 義憲

13:50～14:50
Session 6 （O28～O32）
PVC/VT

座長：臼田 和生、村上 央
演者：宮永 大、中込 敏文、津曲 佑馬、
　　　坂本 裕資

　　　*O29 は取り下げになりました

15:00～16:00
Session 7 （O33～O37）
デバイス・失神

座長：宮﨑 文、小鹿野道雄
演者：柳澤 哲、八幡 光彦、松倉 学、
　　　伴田 峻吾、吉永 将己

13:50～14:50
Session 11 （O55～O59）
VT

座長：宮﨑 晋介、杉浦 裕之
演者：山口 善央、間宮 慶太、藤田 聡、
　　　藤林 幸輔、伊藤 丈浩

15:00～16:00
Session 12 （O60～O64）
その他 2

座長：笠巻 祐二、山口 善央
演者：山田 亮、本池 雄二、掛橋 昇太、
　　　加藤真理奈、高田 恵理

16:15～18:00
Session 8 （O38～O44）
AF ２

座長：金子 鎮二、鈴木 靖司
演者：川人 充知、祖父江嘉洋、水野 陽介、
　　　坂本 裕資、古井 宏一、田中 仁啓

　　　*O42 は取り下げになりました

10:10～11:10
スポンサードセミナー3
当院での持続性心房細動に対するクライオバルーンアブレーション

座長：森島 逸郎
コメンテータ：割田俊一郎、杉浦 伸也、
　　　　　　　村瀬　陽介
演者：小椋 康弘

 〔日本メドトロニック（株）〕

12:40～13:40
スポンサードセミナー7
慢性心不全診療の新たな可能性 －イバブラジン－

座長：渡邉 英一
演者：味岡 正純

 〔小野薬品工業（株）〕
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12:40～13:40
スポンサードセミナー8 
High-resolution mapping system (Rhythmia) を
使用したMitral isthmus ablation の実践と攻略法

座長： 因田 恭也
演者：坂元裕一郎
〔ボストン・サイエンティフィック ジャパン（株）〕
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休憩
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16:15～17:15
MP教育セミナー1（MPES1-1～MPES1-3）
リモート時代だからこそできる 3Dマッ
ピングリモートトレーニング

座長：長谷川奏恵、中島 基裕
演者：一柳 宏、長瀬 浩之、西山 泉

17:20～18:00
MP教育セミナー2（MPES2-1～MPES2-2）
初学者向け！ SVTの鑑別に必要なペー
シング法とその解釈の仕方

休憩

休憩

休憩

休憩

10:10～11:10
スポンサードセミナー4 
ファブリー病 早期診断・治療の重要性

座長：林 研至
演者：吉田 昌平、早乙女雅夫

〔サノフィ（株）〕
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3 月 6日（土）　Web開催

座長：加藤 千雄、神谷 典男
演者：内田 文也、安田 奈央

11:20～12:20
Session 5 （O23～O27）
その他１

座長：高橋 一浩、長内 宏之
演者：小井 貴寿、長尾 萌子、芳本 潤、
　　　福間 智之

　　　*O26 は取り下げになりました

11:20～12:20
Session 10 （O50～O54）
AFL/AT/SVT

座長：阪上 学、堀田 慎吾
演者：石原 丈士、佐伯 知昭、森 賢人、
　　　伊藤 一貴、安田 奈央

3 月 6日（土）　Web開催


