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第２会場（ホール２）第１会場（ホール１）
JP タワー ホール＆カンファレンス

9:30～10:30 座長：笹野　 哲郎、佐久間 一郎

医工学と心電学
ウェアラブル機器とIoT の臨床応用とその課題

演者：早野 順一郎、岸　　 暁子、植野　 彰規

休　憩

9:30～10:30 座長：渡邉 　英一、奥村 　恭男
アブレーション/デバイスと心電学
アブレーション/デバイス患者における心電計の活用

演者：矢野　 健介、河村　 光晴、永嶋 　孝一、
　　　柳澤　　 哲

休　憩

休　憩 休　憩

休　憩

休　憩

休　憩

休　憩

10:40～11:40 座長：山下　 武志

スポンサードセミナー1
心不全と不整脈管理

演者：髙橋　 尚彦、新家　 俊郎、宮本　 康二
共催：小野薬品工業株式会社

13:00～14:00 座長：杉山　　 篤、志賀　　 剛

薬物と心電学
不整脈に対する薬物治療と心電図

演者：杉山 　　篤、小松 　　隆、網野 　真理、
　　　佐久間 一郎

11:55～12:45 座長：池主　 雅臣
ランチョンセミナー1
Update：適切な抗凝固療法とマッピング＆
カテーテルテクノロジー

演者：大和田 真玄、木村　 正臣
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

休　憩

11:55～12:45 座長：長内 　宏之
ランチョンセミナー2
心原性失神を見逃さないために
～植込み型心臓モニタの活用方法～

演者：矢野 　健介、村上 　秀崇
共催：日本メドトロニック株式会社

10:40～11:40 座長：小野　 克重、古川　 哲史

基礎医学と心電学
iPS 心筋細胞の電気生理学的評価

演者：牧山　　 武、李 　　鍾國、姫野 友紀子

休　憩

13:00～14:00 座長：髙月　 誠司、草野　 研吾

ベストリサーチ賞コンペティション
審査員：石川 　利之（審査委員長）、
　　　　小野 　克重、藤井　 洋子
演者：脇水 　孝之、神林 　隆一、瀬野 　　宏、
　　　田中 　義生

14:10～15:00 座長：中野 由紀子
スポンサードセミナー2
デバイスによる心房細動の検出

演者：藤生 　克仁、笹野　 哲郎
共催：第一三共株式会社

休　憩

14:10～15:00 座長：木下 　利雄

ティータイムセミナー1
実臨床での抗凝固療法のノウハウ

演者：小池 　秀樹、八木 　直治
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

休　憩

15:10～16:00 座長：大久保 健史

ティータイムセミナー2
CRTにおける心電図の変化と有用性

演者：篠原　 正哉、中井　 俊子
共催：アボットメディカルジャパン合同会社

休　憩

16:10～17:00 座長：新田 　順一

スポンサードセミナー3
皮下心電図を用いた皮下植込み型除細動器（S-ICD）

演者：木全　 　啓、矢崎　 義直、神田　 茂孝
共催：日本ライフライン株式会社

17:10～18:10 座長：安部　 治彦、山根　 禎一
ベストアブストラクト賞コンペティション

審査員：夛田　　 浩（審査委員長）、
　　　　笠巻　 祐二、髙橋　 尚彦
演者：清水　 雅人、石井 　悠海、網野　 真理、
　　　澤 　　陽平

15:10～16:25 座長：池田　 隆徳

会長特別企画
会長特別企画講演

演者：田邉　 晃久、加藤　 貴雄、髙瀬　 凡平

16:45～18:15 座長：芦原　 貴司、山﨑　 正俊

心電学関連シンポジウム
ここまで来た心房細動マッピング：現状と未来

Introduction：芦原　 貴司
演者：南部 　忠詞、瀬野　 宏、岩宮　　 賢、
　　　富井　 直輝
追加発言：山﨑　 正俊

9:20～9:30  　開会挨拶　　会長　池田　 隆徳

18:15～18:25  　閉会挨拶　　会長　池田 　隆徳

日  程  表

9：30

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

第３会場（ホール３） 第４会場（カンファレンスルームA3）
JP タワー ホール＆カンファレンス

休　憩

9:30～10:20 座長：久留 　一郎、相庭 　武司

一般演題1：基礎医学・実験
演者：後藤 　　愛、湊　　 弘之、藤井 　洋子、
　　　粂 　慎一郎

10:40～11:30 座長：今井　 克彦、妹尾 恵太郎

一般演題2：医工学・マッピング
演者：岩宮 　　賢、古川 　航暉、原口 　　亮、
　　　周　　　 雪

13:00～13:50 座長：加藤 　律史、橋本 　賢一

一般演題3：症例検討
演者：松本 　和久、三室　　 嶺、加藤 　未和、
　　　淀川 　顕司

14:10～14:50 座長：川村 祐一郎、藤野 　紀之

一般演題4：臨床心電図
演者：廣田　 尚美、米津　 圭佑、廣田　 尚美

休　憩

休　憩

15:10～16:00 座長：因田　 恭也、淀川　 顕司

一般演題5：着用型/携帯型心電図
演者：森 　　悦子、高見 　　充、舩津 由美子、
　　　橋本　 賢一

休　憩

16:10～17:00 座長：八木 　哲夫、井上 　耕一

一般演題6：デバイス心電図モニター
演者：高橋 　正雄、和田 　　遼、鳴海 　頌子、
　　　矢野 　健介

休　憩

17:10～18:00 座長：庄田　 守男、近藤　 祐介

一般演題7：アブレーション・CRT関連
演者：平田　　 萌、植村 　徹也、伊藤　　 竜、
　　　池田 　礼史

休　憩

休　憩

休　憩

11:55～12:45 座長：高橋 　　淳

ランチョンセミナー3
カテーテルアブレーションと抗凝固療法

演者：山下 　省吾、藤野　 紀之
共催：バイエル薬品株式会社

休　憩

13:00～14:00 座長：髙橋 　尚彦

心電図スキルアップセミナー
ホルター心電図と運動負荷心電図のポイントと解釈

演者：吉岡 公一郎

休　憩

休　憩

14:10～15:00 座長：栗田 　隆志

心電図のエキスパートを目指すセミナー
心電図検定試験 2～ 4級の傾向と対策

演者：中井 　俊子

15:10～16:35 座長：井上　　 博

心電図判読のための教育セミナー（前半）
 [事前申し込み] (臨床検査技師・看護師対象)

判別に苦慮する不整脈の心電図での鑑別のしかた
講師：富田 　泰史

共催：フクダ電子株式会社

16:50～18:15 座長：井上　　 博

心電図判読のための教育セミナー（後半）
 [事前申し込み] (臨床検査技師・看護師対象)

心疾患の心電図上の特徴と読み方のポイント
講師：横式　 尚司

共催：フクダ電子株式会社

9:30～10:30 座長：前田 　明子

MPのためのはじめての心電図（1）
MPのためのはじめてのモニター心電図

演者：栗田 　康生

10:40～11:40 座長：清水　　 渉

MPのためのはじめての心電図（2）
MPのためのはじめての 12誘導心電図

演者：栗田　 康生

日　程　表

JP タワー ホール＆カンファレンス


