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11月10日（土）日程表　カテーテルアブレーション委員会公開研究会

O：Oral�Session，SS：Short�Session，CP：Chaired�Poster�Session，P：Poster�Session，MP-O：メディカルプロフェッショナルOral�Session，
MP-SS：メディカルプロフェッショナルShort�Session，MP-CP：メディカルプロフェッショナルChaired�Poster�Session，
MP-P：メディカルプロフェッショナルPoster�Session

8：00〜9：00

心房細動①
（O1〜O5）

座長：熊谷浩一郎
　　　宮㟢　晋介

8：00〜9：00

心房頻拍①
（O21〜O25）
座長：髙月　誠司
　　　里見　和浩

8：00〜9：00

PSVT①
（O36〜O40）
座長：金古　善明
　　　谷崎　剛平

8：00〜9：00

心室期外収縮①
（O51〜O55）
座長：山内　康照
　　　深水　誠二

8：00〜9：00

メディカルプロフェッショナル
Ablation Basics
（MP-O1〜MP-O5）

座長：山城　　啓
　　　中嶋　　勉

9：00〜10：00

心房細動②
（O6〜O10）
座長：高橋　　淳
　　　松尾征一郎

9：00〜10：00

心房頻拍②
（O26〜O30）
座長：清水　　渉
　　　小堀　敦志

9：00〜10：00

PSVT②
（O41〜O45）
座長：臼田　和生
　　　丸山　光紀

9：00〜10：00

心室期外収縮②
（O56〜O60）
座長：蜂谷　　�仁
　　　中野由紀子

9：00〜10：00

メディカルプロフェッショナル
心房細動

（MP-O6〜MP-O10）
座長：廣島　謙一
　　　丹生　治司

10：00〜11：00

心房細動③
（O11〜O15）
座長：内藤　滋人
　　　静田　　聡

10：00〜11：00

心室頻拍/心室細動①
（O31〜O35）
座長：副島　京子
　　　関口　幸夫

10：00〜11：00

スポンサードセミナー
座長：髙月　誠司
演者：奥村　恭男，山口　啓二

（第一三共株式会社）

10：00〜11：00

New Devices & New Methods
（O61〜O65）
座長：山城　荒平
　　　芦原　貴司

10：00〜11：00

メディカルプロフェッショナル
New Devices & New Methods

（MP-O11〜MP-O15）
座長：川村祐一郎
　　　鈴木　　誠

11：10〜12：10

心房細動④
（O16〜O20）
座長：沖重　　薫
　　　比嘉　　聡

11：10〜12：10

フォアヌーンセミナー1
座長：山根　禎一
演者：Arash�Aryana
（日本メドトロニック株式会社）

11：10〜12：10

先天性心疾患
（O46〜O50）
座長：庄田　守男
　　　鈴木　嗣敏

11：10〜12：10

フォアヌーンセミナー2
座長：新田　順一
演者：河野　恒輔，山岸　大祐
　　　山﨑　　浩

（センチュリーメディカル株式会社）

11：10〜12：10

メディカルプロフェッショナル
Best Abstract賞  （MP-O16〜MP-O19）
座長：松本　万夫，池田　隆徳
選考委員：西﨑　光弘，堺　　美郎

12：20〜13：20

ランチョンセミナー2
座長：奥村　　謙
演者：桑原　大志，中村　紘規

（ジョンソン・エンド・ジョンソン
株式会社）

12：20〜13：20

ランチョンセミナー3
座長：髙橋　良英
演者：J.Mike�Mangrum，
　　　長瀬　宇彦
（日本ライフライン株式会社）

12：20〜13：20

ランチョンセミナー4
座長：沖重　　薫
演者：山内　康照，井上　耕一

（日本ベーリンガーインゲルハイム
株式会社）

12：20〜13：20

ランチョンセミナー5
座長：草野　研吾
演者：静田　　聡，髙月　誠司
（バイエル薬品株式会社）

12：20〜13：20

ランチョンセミナー6
座長：熊谷浩一郎
演者：原田　智雄，三浦　史晴

（フクダ電子株式会社）

13：30〜14：20

カテーテルアブレーション 
委員会セッション

座長：山根　禎一，井上　耕一
演者：井上　耕一，合屋　雅彦

14：30〜15：30

ティータイムセミナー1
座長：里見　和浩
演者：高橋　良英，大久保健史

（アボット�メディカルジャパン株式会社）

14：30〜15：30

ティータイムセミナー2
座長：青沼　和隆
演者：合屋　雅彦，福永　真人

永瀬　　聡　　　
（ボストン・サイエンティフィック�ジャパン株式会社）

14：30〜15：30

心室頻拍/心室細動④
（O84〜O88）
座長：原田　智雄
　　　池主　雅臣

14：30〜15：30

ティータイムセミナー3
座長：八木　哲夫，副島　京子
演者：長田　　乾，安藤　眞一

沖重　　薫　　　
（第一三共株式会社）

14：30〜15：30

メディカルプロフェッショナル
合併症/トラブルシューティング

（MP-O20〜MP-O24）
座長：杉　　　薫
　　　大木　康則

15：40〜16：40

心房細動⑤
（O66〜O70）
座長：熊谷　浩司
　　　井上　耕一

15：40〜16：40

心室頻拍/心室細動②
（O74〜O78）
座長：野上　昭彦
　　　合屋　雅彦

15：40〜16：40

合併症/トラブルシューティング①
（O89〜O93）
座長：新田　順一
　　　向井　　靖

15：40〜16：40

イブニングセミナー1
座長：平尾　見三
演者：廣島　謙一，木村　和美
（日本メドトロニック株式会社）

15：40〜16：40

イブニングセミナー2
座長：奥村　恭男
演者：松尾征一郎，宮﨑　晋介

（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）

16：40〜17：40

Best Abstract賞
（O71〜O73）

座長：清水　昭彦，山根　禎一
選考委員：奥村　　謙，平尾　見三

16：40〜17：40

心室頻拍/心室細動③
（O79〜O83）
座長：夛田　　浩
　　　宮内　靖史

16：40〜17：40

合併症/トラブルシューティング②
（O94〜O98）
座長：村川　裕二
　　　丹野　　郁

16：40〜17：40

心房粗動
（O99〜O103）
座長：阪上　　学
　　　木村　正臣

16：40〜17：40

メディカルプロフェッショナル
心房頻拍

（MP-O25〜MP-O29）
座長：櫻田　春水
　　　柴田　正慶

7：50〜8：00　開会挨拶

17：40〜17：50　開会挨拶

会長：住友　直方，山根　禎一

会長：住友　直方，山根　禎一



Short Session/Chaired Poster/Poster会場・企業機器展示

展示棟

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

8：00〜9：00

心室頻拍/心室細動①
（SS1〜SS8）
座長：西﨑　光弘
　　　吉田　幸彦

8：00〜9：00

心房頻拍①
（SS33〜SS40）
座長：森田　典成
　　　江島浩一郎

9：00〜10：00

心室頻拍/心室細動②
（SS9〜SS16）
座長：因田　恭也
　　　森島　逸郎

9：00〜10：00

心房頻拍②
（SS41〜SS48）
座長：曽原　　寛
　　　貝谷　和昭

10：00〜11：00

心室期外収縮
（SS17〜SS24）
座長：野田　　崇
　　　山口　尊則

10：00〜11：00

心房頻拍③
（SS49〜SS56）
座長：古山准二郎
　　　永田　恭敏

11：10〜12：10

心房粗動
（SS25〜SS32）
座長：今井　克彦
　　　吉賀　康裕

11：10〜12：10

房室回帰性頻拍
（SS57〜SS64）
座長：髙橋　尚彦
　　　加藤　律史

13：20〜14：05

メディカルプロフェッショナル
Chaired Poster Session

（MP-CP1〜MP-CP27）

13：20〜14：10

Poster Session
（P1〜P243） 13：40〜14：30

メディカルプロフェッショナル
Poster Session

（MP-P1〜MP-P58）

13：45〜14：30

Chaired Poster Session 
（CP1〜CP63）

14：30〜15：30

心房細動①
（SS65〜SS72）
座長：鵜野起久也
　　　平位　有恒

14：30〜15：20

メディカルプロフェッショナル
心室頻拍（MP-SS1〜MP-SS7）

座長：近藤　祐介
　　　井野　裕也

15：40〜16：40

心房細動②
（SS73〜SS80）
座長：松井由美恵
　　　遠山　英子

15：40〜16：40

メディカルプロフェッショナル
心房細動①

（MP-SS8〜MP-SS15）
座長：仲村健太郎
　　　一柳　　宏

16：40〜17：40

心房細動③
（SS81〜SS88）
座長：浅野　　拓
　　　大塚　崇之

16：40〜17：40

メディカルプロフェッショナル
心房細動②

（MP-SS16〜MP-SS23）
座長：間仁田　守
　　　杉村　宗典

掲示： 7：30〜 9：00
発表：13：45〜14：30
撤去：16：00〜17：00

心房頻拍①　CP1〜CP7
座長：谷本耕司郎，山下　省吾

心房頻拍②　CP8〜CP14
座長：岩崎　雄樹，樋口　晃司

PSVT　CP15〜CP21
座長：浅川　哲也，吉田　明弘

心房粗動　CP22〜CP28
座長：江里　正弘，鈴木　　篤

心房細動①　CP29〜CP35
座長：慶田　毅彦，徳田　道史

心房細動②　CP36〜CP42
座長：桑原　大志，岩佐　　篤

心房細動③　CP43〜CP49
座長：吉田健太郎，野副　純世

心室頻拍／心室細動�
CP50〜CP56
座長：三橋　武司，成瀬代士久

合併症／トラブルシューティング�
CP57〜CP63
座長：横山　泰廣，宮本　康二

心房細動�
MP-CP1〜MP-CP7
座長：高垣　　勝，前川　正樹

先天性心疾患ほか�
MP-CP8〜MP-CP14
座長：芳本　　潤，永田　吾一

Ablation�Basics�
MP-CP15〜MP-CP21
座長：上山　　剛，西井　伸洋

合併症，トラブルシューティング�
MP-CP22〜MP-CP27
座長：丹生　治司，堺　　美郎

掲示： 7：30〜 9：00
質疑応答：

13：20〜14：10
撤去：16：00〜17：00

掲示： 7：30〜 9：00
発表：13：20〜14：05
撤去：16：00〜17：00

掲示： 7：30〜 9：00
質疑応答：

13：40〜14：30
撤去：16：00〜17：00

Short Session Chaired Poster Session Poster Session




