第 1 会場

8:30
9:00

3月5日（土） WEB開催

9:00〜10:00

9:00〜10:00

His 束・左脚領域ペーシング

座長：祖父江 嘉洋、中須賀 公亮
演者：加藤 寛之、吉本 大祐、中川 陽一郎

10:00

Oral Session 1（O1〜O5）

SVT

座長：佐伯 隆宏、後藤 裕美
演者：太田 竜右、村瀬 陽介、上原 千弘、石原 丈士、
近藤 喜代太

休憩
10:10〜11:10

10:30

スポンサードセミナー1
座長：臼田 和生
演者：合屋 雅彦、成瀬 代士久

12:00
12:30
13:00

座長：藤井 英太郎、中井 真尚
演者：寺本 篤司、皿井 正義
休憩

12:30〜13:30

ランチョンセミナー1
座長：村上 善正
演者：佐藤 公洋

SVT

座長：加藤 武史、大口 志央
演者：組橋 裕喜、上野 英一、中須賀 公亮、
石橋 文麿、石川 真司

15:00
15:30
16:00
16:30

14:50〜15:50

休憩

教育セミナー２

先天性心疾患の不整脈
“先天性心疾患事始め 解剖と治療の変遷”

座長：芳本 潤、宮﨑 文
演者：吉田 修一朗、高橋 一浩、藤田 修平

16:00〜17:00

休憩

スポンサードセミナー3
座長：鈴木 博彦
演者：神﨑 泰範、加藤 寛之

SVT

座長：藤岡 央、千賀 通晴
演者：高原 周平、伊藤 一貴、野村 佳広、宮前 貴一、
後藤 孝幸

16:00〜17:00

18:00
18:30

スポンサードセミナー5
座長：古荘 浩司
演者：藤田 雅也

19:00

無症候性心房細動の検出と治療

座長：髙田 康信、村上 央
演者：原田 将英、安藤 萌名美、片岡 直也、
江里 正弘、鈴木 博彦

18:50〜19:10

14:50〜15:50

スポンサードセミナー6
座長：原田 将英
演者：舘 将也

16:00〜17:00

WPW others

座長：上久保 陽介、神﨑 泰範
演者：一柳 肇、鶴見 尚樹、石黒 智也、牧田 将徳、
岩脇 友哉、小井 貴寿

座長：横井 健一郎、藤本 学
演者：大島 功丈、藤井 亜弥、鈴木 伯征、杉浦 伸也、
寺岡 翼

17:10〜18:30

休憩

VT

座長：近田 明男、石川 真司
演者：加藤 晴太、宮澤 宏幸、渡邉 諒、下條 一樹、
須賀 一将、中込 敏文、関本 暁

11:30
12:00

13:30

13:40〜14:40

MP教育セミナー2
座長：森野 暁大、高間 俊輔
演者：祝迫 周平、永井 宏樹、山本 賢

14:00
14:30

14:50〜15:50

休憩

共催：日本メドトロニック株式会社
16:00〜17:00

休憩

15:00
15:30
16:00

看護師セッション

デバイスナースになろう！
ーデバイス認定士試験対策講座ー

座長：加藤 未和、新田 敦子
演者：大隅 佑介、辻井 正人、石川 晴菜

休憩

Oral Session 10（O48〜O54）

11:00

13:00

スポンサードセミナー7
座長：夛田 浩
演者：水谷 吉晶、吉田 幸彦

休憩

10:30

12:30

共催：第一三共株式会社

共催：日本光電工業株式会社

共催：バイオトロニックジャパン株式会社

Oral Session 4（O16〜O22）

MP教育セミナー1
座長：山本 基善 、杉浦 裕之
演者：坂元 裕一郎、髙杉 信寛

休憩

SVT

休憩

11:20〜12:20

共催：バイエル薬品株式会社

Oral Session 9（O43〜O47）

17:10〜18:30

シンポジウム2

18:30〜18:50

休憩

MP Best Abstract Session（MP-BA1〜MP-BA5）
座 長：村上 善正、堀田 慎吾
審査員：安田 奈央 、一柳 宏、神谷 典男、長内 宏之、
森島 逸郎
演 者：藤岡 真功、金城 稔、中社 惇美、佐生 喬、
寺田 翔真
休憩

ランチョンセミナー4
座長：笠井 篤信
演者：金子 鎮二

13:40〜14:40

Oral Session 3（O11〜O15）

10:10〜11:10

休憩

Best Abstract Session（BA1〜BA5）
Oral Session 8（O38〜O42）
座 長：渡邉 英一、因田 恭也
Device
審査員：夛田 浩、阪上 学、吉田 幸彦、笠井 篤信、
座長：原田 光徳、伊藤 良隆
成田 裕司
演者：本池 雄二、水野 陽介、津崎 江美、内藤 千裕、
演 者：坂本 裕資、下條 将史、関原 孝之、青山 大雪、
吉本 大祐
上久保 陽介
休憩
休憩

9:30
10:00

12:30〜13:30

ランチョンセミナー3
座長：長内 宏之
演者：森島 逸郎

14:50〜15:50

MＰ Oral Session（MP-O1〜MP-O5）
座長：北川 文彦、内田 文也
演者：阪野 有希菜、藤岡 真功、小坂 彩華、
辻川 圭亮、安田 奈央

休憩

休憩

休憩
17:10〜18:30

17:30

座長：竹本 芳雄、長谷部 秀幸
演者：森 賢人、篠田 明紀良、杉浦 伸也、長尾 萌子、
近田 明男

共催：旭化成ゾールメディカル株式会社

共催：アボットメディカルジャパン合同会社

17:00

SVT

12:30〜13:30

13:40〜14:40

共催：日本メドトロニック株式会社

14:30

Oral Session 7（O33〜O37）

休憩

12:30〜13:30

休憩

スポンサードセミナー2
座長：鈴木 靖司
演者：八幡 光彦

休憩
11:20〜12:20

8:30
9:00

9:00〜10:00

休憩

座長：漆田 毅、柳澤 哲
演者：岡島 嵩、掛橋 昇太、中川 陽一郎、
細谷 奈津子、加藤 晴太

休憩

ランチョンセミナー2
座長：浅井 徹
演者：津田 豊暢

13:40〜14:40

14:00

第 4 会場

休憩

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

13:30

座長：武藤 真広、後藤 利彦
演者：津田 豊暢、山口 遼、水原 寛平、江口 智也、
川人 充知

Device

Oral Session 2（O6〜O10）

AI と不整脈治療

SVT

Oral Session 6（O28〜O32）

11:20〜12:20

教育セミナー１

Oral Session 5（O23〜O27）

10:10〜11:10

10:10〜11:10

スポンサードセミナー4
座長：因田 恭也
演者：祖父江 嘉洋

休憩
11:20〜12:20

9:00〜10:00

休憩

共催：日本ライフライン株式会社

11:00
11:30

第 3 会場

3月5日（土） WEB開催

開会挨拶

8:50〜9:00

シンポジウム1

9:30

第 2 会場

3 月 5 日（土） WEB 開催

休憩

16:30
17:00

17:10〜18:10

心電図検定対策講座
演者：古荘 浩司、越川 真行、後藤 浩子

17:30
18:00
18:30

表彰式 ・ 閉会挨拶
支部総会

19:00

