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3月25日（土）　　ウインクあいち
第 2会場（小ホール 2） 第 3会場（展示場602＋603＋604）第 1会場（小ホール 1）

8:30-9:10　　　　　Oral Session1（O1～O4）
研究　　　　座長：渡邉 英一、髙杉 信寛
　　　　演者：坂本 裕資、祖父江 嘉洋、
　　　　　　　下條 一樹、辻 俊比古
9:10-10:00　　　　　Oral Session2（O5～O9）
AF/AT１
座長：古川 善郎、竹本 芳雄
演者：宮城 渉、掛橋 昇太、川人 充知、
　　　伊藤 一貴、宮前 貴一

10:05-11:05
スポンサードセミナー１
座長：吉田 幸彦
演者：佐藤 公洋
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

11:10-12:10
教育セミナー（ES1・ES2）
デバイス治療アップデート
座長：鈴木 靖司
演者：小鹿野 道雄、加藤 寛之

12:25-13:25
ランチョンセミナー１
座長：因田 恭也
演者：野上 昭彦、坂元 裕一郎
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

13:30-14:50
会長企画（CP1～CP3）
心室性不整脈の根治を目指す
座長：村上 善正、阪上 学
演者：夛田 浩、森島 逸郎、成瀬 代士久

14:55-16:20
Best Abstract Session（BA1～BA7）
座　長：臼田 和生、因田 恭也
審査員：臼田 和生、村上 善正、阪上 学、
　　　　渡邉 英一、森島 逸郎
演　者：青山 大雪、山中 一裕基、
　　　　神崎 泰範、平松 孝嗣、村瀬 陽介、
　　　　柳澤 哲、須賀 一将

16:20-17:20　　　　　　シンポジウム（SY1～SY3）
心房細動メカニズムをアブレーションに生かす
座長：藤井 英太郎、辻 幸臣
演者：加藤 武史、下條 将史、山﨑 正俊

17:25-18:05　　　　　　Oral Session3（O10～O13）
抗凝固　　　　　座長：林 研至、片岡 直也
　　　　　演者：長尾 知明、下條 将史、
　　　　　　　　石橋 文麿、平松 昌太朗
18:05-18:55　　　　　　Oral Session4（O14～O18）
VT１
座長：佐伯 隆広、神崎 泰範
演者：岡島 嵩、平松 大典、山口 善央、
　　　猪飼 佳弘、桜井 卓

8:30-9:10　　　　　Oral Session5（O19～O22）
AF/AT２　　　　　　座長：後藤 裕美、長谷部 秀幸
　　　　　　演者：太田 竜右、本池 雄二、
　　　　　　　　　上原 千弘、野村 量平
9:10-10:00　　　　　Oral Session6（O23～O27）
AF/AT３
座長：藤田 聡、関本 暁
演者：篠田 明紀良、遠藤 奨、
　　　祖父江 嘉洋、松尾 幸輝、坂本 裕資

10:05-11:05
スポンサードセミナー２
座長：祖父江 嘉洋
演者：髙月 誠司、髙木 崇光

共催：日本ライフライン株式会社

11:10-12:10
Oral Session7（O28～O3１）
VT２
座長：古荘 浩司、須賀 一将
演者：牧野 裕一朗、内田 圭祐、
　　　上久保 陽介、藤田 聡

12:25-13:25
ランチョンセミナー2
座長：鈴木 靖司　
演者：原田 将英
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　　  　　　　　　　

13:35-14:20
スポンサードセミナー３
座長：柳澤 哲
演者：三輪 尚之

共催：日本メドトロニック株式会社

14:25-15:10
スポンサードセミナー4
座長：加藤 寛之
演者：小松 雄樹

共催：株式会社カネカメディックス

15:15-16:15
Oral Session8（O3２～O3７）
SVT
座長：杉浦 伸也、森 賢人
演者：宮澤 宏幸、坂本 裕資、山内 良太、
　　　長縄 博和、向井 萌、加藤 寛之

16:20-17:20
スポンサードセミナー5
座長：夛田 浩　　
演者：水谷 吉晶 
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

17:25-18:05　　　　　　Oral Session9（O３８～O4１）
AF/AT４　　　　　　座長：芳本 潤、近田 明男
　　　　　　演者：小井 貴寿、近田 明男、
　　　　　　　　　野村 佳広、長森 勇多
18:05-18:55　　　　　　Oral Session10（O4２～O4６）
AF/AT５
座長：祖父江 嘉洋、割田 俊一郎
演者：内藤 千裕、平松 慧、岡本 峻幸、
　　　楠目 祐基、鈴木 靖司

8:30-9:10　　　　　Oral Session11（O4７～O5０）
MP 症例　　　　　 座長：北川 文彦、高間 俊輔
　　　　　 演者：柴田 真志、瀬崎 拓海、
　　　　　 　　　辻川 圭亮、堀田 慎吾
9:10-10:00　　　　　　Oral Session12（O51～O55）
Device
座長：後藤 利彦、塩澤 知之
演者：澤口 潤、臼田 圭佑、井上 勝、
　　　本池 雄二、野村 佳広

10:05-11:05
Oral Session13（O56～O61）
Device/ 合併症
座長：土屋 邦彦、佐野 誠
演者：香川 尚宏、佐伯 知昭、吉本 大祐、
　　　山口 遼、前田 宗一郎、上谷 祐介

11:10-12:10　　　　　　MP Best Abstract Session
（MP-BA1～MP-BA5）
座　長：一柳 宏、祝迫 周平
審査員：神谷 典男、一柳 宏、中島 智史、
　　　　祝迫 周平、安田 奈央
演　者：宮地 健太、川島 早江貴、
　　　　柿本 将秀、阪野 有希菜、
　　　　小坂 彩華

12:25-13:25
ランチョンセミナー３
座長：森島 逸郎
演者：長内 宏之

共催：日本メドトロニック株式会社

13:35-14:20
スポンサードセミナー6
座長：臼田 和生　　
演者：金子 鎮二　

共催：第一三共株式会社

14:25-15:10
スポンサードセミナー7
座長：浅井 徹
演者：鶴見 尚樹、中原 志朗

共催：東レ株式会社

15:15-16:15
MP 教育セミナー（MP-ES1～MP-ES3）
私が不整脈治療を好きになったワケ
～ 聞けばきっと！もっと好きになる！！ ～
座長：内田 文也、一柳 宏
コメンテーター：祝迫 周平
演者：加藤 未和、神谷 嘉彦、安田 奈央

16:20-17:20
心電図検定対策講座（SH1～SH3）
講師：藤本 学、笠井 篤信、加藤 太一

17:25-18:05　　　　　　Oral Session14（O6２～O6５）
MP 研究　　　　　　座長：内田 文也、堀田 慎吾
　　　　　　演者：水野 宏哉、阪 京香、
　　　　　　　　　橋脇 和史、武田 淳
18:05-18:45　　　　　　Oral Session15（O6６～O６９）
AF/AT６　　　　　　座長：山口 正人、石川 真司
　　　　　　演者：加藤 真史、中川 陽一郎、
　　　　　　　　　尾竹 範朗、陸 脩郎

18:55～19:10　　　表彰式 ・ 閉会挨拶

8:20～8:30 開会挨拶


