
ICD/CRT合同研修セミナー 看護師向け心電図フロンティアセミナー

アネックスタワー
大雪/岩木/浅間

アネックスタワー
富士

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

日程表
2月14日（木）

9：20〜12：05

看護師向け 心電図フロンティアセミナー
初級コース
【事前申込制】

〜心電図はじめの一歩〜
栗田　康生

9：50〜11：35

ICD/CRT合同研修セミナー
【事前申込制】

（基礎）
9：50〜10：20
デバイス適用のガイドライン　三橋　武司
10：20〜11：05
デバイス植込みの実際　　　　今井　克彦
11：05〜11：35
デバイスのフォローアップ　　野田　　崇

11：50〜12：50

ランチョンセミナー1
座長：草野　研吾
演者：佐々木真吾

（日本メドトロニック株式会社）

13：00〜15：45

看護師向け 心電図フロンティアセミナー
中級コース
【事前申込制】

〜心電図さらに一歩〜
渡邉　英一

13：10〜15：40

ICD/CRT合同研修セミナー
【事前申込制】

（応用）
13：10〜13：45
デバイスシステムの進歩　　　　　　　　　　関口　幸夫

13：45〜14：15
フォローアップ時のトラブルシューティング　庄田　守男

14：15〜15：05
デバイスと社会生活　　　　　　　　　　　　安部　治彦

15：10〜15：40
修了時テスト



第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場

アネックスタワー
大雪/岩木

アネックスタワー
浅間/立山

アネックスタワー
富士

アネックスタワー
伊吹

メインタワー
シルバー

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

日程表
2月15日（金）

O：Oral 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-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

8:30〜10：00

シンポジウム1
本邦の心臓突然死と 
デバイス活用の現状

座長：清水　昭彦，三橋　武司
演者：志賀　　剛，野田　　崇
　　　三橋　武司，栗田　隆志

8:30〜10：00

シンポジウム2
リードレスペースメーカ Micra 
植込みの実際・有用性と将来
座長：副島　京子，草野　研吾
演者：草野　研吾，安藤　献児
　　　原田　智雄，副島　京子

8：30〜9：30

ペースメーカ機能と効用
（O1～O5）

座長：池口　　滋
　　　岸原　　淳

8：30〜9：30

ICD適応
（O11～O15）
座長：因田　恭也
　　　近藤　祐介

8：30〜9：30

CRT適応
（O26～O30）
座長：蜂谷　　仁
　　　弓削　　大

9：30〜10：30

リードレスペースメーカ1
（O6～O10）

座長：足立　正光
　　　里見　和浩

9：30〜10：30

Ｓ-ICD1
（O16～O20）
座長：内藤　滋人
　　　飛梅　　威

9：30〜10：30

複雑手技症例／植込み手技の工夫1
（O31～O35）
座長：庄田　守男
　　　森島　逸郎

10：00〜11：30

合併症対策部会セッション 
－リードレスペースメーカ Micraの合併症－
座長：安部　治彦，野田　　崇
演者：笠川　　彰，福井　昭男
　　　宮本　翔伍，川田　好高
　　　山本　真吾，川上　　徹
　　　石原　　優　　　　　　

10：00〜11：30

CDR-JHRSジョイントセッション
座長：石川　利之，今井　克彦

【第1部】
コメンテーター：中井　俊子
　　　　　　　　西井　伸洋
ディスカッサー：鷹野　譲二
　　　　　　　　濱川　幸太
演者：関山　良太，伊藤麻南実
　　　水野　隆史，土田　尚志

10：30〜11：30

教育講演１
突然死予防における 

着用型除細動器の役割
座長：松本　万夫
　　　庭野　慎一

10：30〜11：30

ICD設定
（O21～O25）
座長：髙月　誠司
　　　箕浦　慶乃

10：30〜11：30

リードデバイス合併症1
（O36～O40）
座長：臼田　和生
　　　芦原　貴司

11：30〜12：20

会長企画1
除細動デバイスの歴史と未来
座長：相澤　義房，栗田　隆志
演者：相澤　義房，栗田　隆志

11：30〜12：20

病理解剖セミナー1
His束・心室中隔ペーシング 

に必要な心臓解剖
演者：井川　　修

12:30〜13：30

ランチョンセミナー2
座長：未 定
演者：Martin C. Burke
　　　三浦　大介

（ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社）

12:30〜13：30

ランチョンセミナー3
座長：山根　禎一
演者：深谷　英平

（第一三共株式会社）

12:30〜13：30

ランチョンセミナー4
座長：青沼　和隆
演者：Raffaele Corbisiero

（ アボットメディカルジャパン
株式会社）

12:30〜13：30

ランチョンセミナー5
座長：野上　昭彦
演者：岡田　綾子

（旭化成ゾールメディカル株式会社）

12:30〜13：30

ランチョンセミナー6
座長：平尾　見三
演者：藤生　克仁，草野　研吾

（日本メドトロニック株式会社）

13：40〜14：40

社会問題対策部会セッション
－心臓植込み型デバイス患者のMRI撮像に関する諸問題－
座長：渡邉　英一，宮内　靖史
演者：峰　　隆直，有本　貴範
　　　手島　友之，芦原　貴司

13：40〜14：40

リードレスペースメーカ2
（O41～O45）
座長：熊谷　浩司
　　　岡田　綾子

13：40〜15：40

ティータイムセミナー2
座長：庄田　守男，髙橋　尚彦

【第1部】
演者：赤尾　昌治，猪又　孝元
　　　山口　啓二

【第2部】
演者：鎌倉　　令，前田　真吾

（日本メドトロニック株式会社）

13：40〜14：40

デバイス関連合併症1
（O46～O50）
座長：池田　隆徳
　　　和田　　暢

13：40〜14：40

ペーシング部位と効用1
（O67～O71）
座長：吉田　幸彦
　　　深谷　英平

14：40〜15：40

小児・先天性心疾患部会セッション
－知られざる小児心臓植込み型
  デバイス(CIED)の実態：

どこで，だれが，どのように？－

14：40〜15：40

会長企画2
CRT設定の最適化
座長：西﨑　光弘
演者：小鹿野道雄

14：40〜15：40

リードデバイス合併症2
（O51～O55）
座長：石川　利之
　　　安藤　献児

14：40〜15：40

Best Abstract賞  医師部門
（O72～O75）
座長：村川　裕二
　　　住吉　正孝

15：50〜16：50

教育・認定制度部会／チーム 
医療委員会合同セッション

－植込み型心臓デバイス
認定士制度  始まる！－

15：50〜16：50

ティータイムセミナー1
座長：夛田　　浩
演者：三橋　武司
（日本ライフライン株式会社）

15：50〜16：50

教育講演2
心不全治療における 

CRTの位置づけ
座長：因田　恭也
　　　猪又　孝元

15：50〜16：50

S-ICD2
（O56～O60）
座長：樗木　晶子
　　　宮内　靖史

15：50〜16：50

メディカルプロフェッショナル
心臓再同期療法／WCD
（MP-O15～MP-O19）

座長：水野　裕八
　　　弓削　　大

16：50〜18：20

シンポジウム3
Role of Defibrillation Devices 
in Various Clinical Situations
座長：西﨑　光弘，髙橋　尚彦
演者：Martin C. Burke，
　　　中井　俊子，岸原　　淳
　　　石見　　拓　　　　　　
★英語セッション

16：50〜18：20

シンポジウム4
MD-MPジョイントシンポジウム
心不全治療におけるチーム医療
－CRTやVAD導入の位置づけ－
座長：中里　祐二，小林　義典
演者：佐々木真吾，成毛　　崇
　　　碓井　　健，野田　　崇

16：50〜18：00

デバイス関連合併症2
（O61～O66）
座長：古山准二郎
　　　深谷　英平

16：50〜18：00

失神／植込み型ループレコーダ
（O76～O81）
座長：山内　康照
　　　藤井英太郎

18：30〜20：00

懇親会

8：25〜8：30　開会挨拶 会長：庭野　慎一

座長：宮崎　　文
　　　鈴木　嗣敏
演者：鍵﨑　康治
　　　進藤　孝洋
　　　倉岡　彩子
　　　田中　敏克
　　　芳本　　潤

座長：髙木　雅彦
　　　渡邉　英一
演者：栗田　隆志
　　　梅津　　努
　　　前川　正樹

コメンテーター：
　　　新田　　隆
　　　草野　研吾
　　　安藤　献児
　　　佐々木真吾

【第2部】
コメンテーター：髙木　雅彦
　　　　　　　　松本　克己
ディスカッサー：吉田　　聡
　　　　　　　　南辻　智仁
演者：木村　祐介，都丸　修作
　　　木下　竜介，横山　博章



第6会場 ポスター会場・標本展示・企業展示

メインタワー
トパーズ

アネックスタワー
大山/石鎚/霧島

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

8：30〜9：30

メディカルプロフェッショナル
患者管理／遠隔モニタリング1

（MP-O1～MP-O5）
座長：横式　尚司
　　　深水　誠二

8：30〜17：30

ヒト心臓標本展示
1.正常心臓構造（1） 
（4腔断面）

2.正常心臓構造（2） 
（5腔断面）

3.正常心臓構造（3） 
（長軸断面）

4.正常心臓構造（4） 
（大動脈基部断面）

5.心アミロイドーシス
6.心内膜下心筋梗塞 
（心室短軸断面）

7.急性心筋梗塞後心室
穿孔

8.正常心臓構造 
（房室弁・心室内腔
構造）

ヒト心臓写真展示
1.ヒト体幹各種断面図
2.房室接合部断面組織
3.ペーシング治療症例

講師：井川　　修

※ 写真展示はホワイエ
にて行います

9：30〜10：30

メディカルプロフェッショナル
ペースメーカ機能と効用
（MP-O6～MP-O10）

座長：浅野　　拓
　　　柴田　幸美

10：10〜10：50

ペースメーカ機能と効用
（CP1～CP5）
座長：及川　　淳

10：10〜10：50

ペーシング部位と効用2
（CP11～CP15）
座長：熊谷浩一郎

10：10〜10：50

ICD適応
（CP21～CP25）
座長：森田　典成

10：10〜10：50

メディカルプロフェッショナル
遠隔モニタリング1

（MP-CP1～MP-CP5）
10：30〜11：30

Best Abstract賞
メディカルプロフェッショナル部門

（MP-O11～MP-O14）
座長：吉田　幸彦
　　　前田　明子

10：50〜11：30

ペーシング部位と効用1
（CP6～CP10）
座長：中野由紀子

10：50〜11：30

複雑手技症例／植込み手技の工夫1
（CP16～CP20）
座長：有本　貴範

10：50〜11：30

リードデバイス合併症1
（CP26～CP30）
座長：須藤　恭一

10：50〜11：30

メディカルプロフェッショナル
デバイス問題点1

（MP-CP6～MP-CP10）
11：30〜12：30

質疑応答

12:30〜13：30

ランチョンセミナー7
座長：小林　義典
演者：河村　光晴，池田　隆徳

（ 日本ベーリンガーインゲルハイム
株式会社）

13：40〜14：40

メディカルプロフェッショナル
デバイス関連業務1

（MP-O20～MP-O24）
座長：吉田　葉子
　　　吉田　明弘

14：40〜15：40

メディカルプロフェッショナル
遠隔モニタリング1

（MP-O25～MP-O29）
座長：村上　善正
　　　杉浦　裕之

15：00〜15：40

複雑手技症例／植込み手技の工夫2
（CP31～CP35）
座長：福田　浩二

15：00〜15：40

リードデバイス合併症3
（CP41～CP45）
座長：福井　昭男

15：00〜15：40

メディカルプロフェッショナル
リードレスペースメーカ／S-ICD

（MP-CP11～MP-CP15）

15：00〜15：40

メディカルプロフェッショナル
デバイス合併症／本体不具合

（MP-CP16～MP-CP20）
15：40〜16：20

リードデバイス合併症2
（CP36～CP40）
座長：芳本　　潤

15：40〜16：20

Ｓ-ＩＣＤ
（CP46～CP50）
座長：八木　哲夫

15：40〜16：20

リードレスペースメーカ
（CP51～CP55）
座長：久賀　圭祐

15：40〜16：20

メディカルプロフェッショナル
ペーシング部位／手技の工夫

（MP-CP21～MP-CP25）

15：50〜16：50

メディカルプロフェッショナル
リードレスペースメーカ／S-ICD／ILR

（MP-O30～MP-O34）
座長：小川　正浩
　　　植田　隆介

16：50〜18：00

メディカルプロフェッショナル
S-ICD

（MP-O35～MP-O40）
座長：井上　完起
　　　佐藤　　陽

Chaired Poster Session
（CP1～CP30，MP-CP1～MP-CP10）

掲示： 8：30～ 9：30
撤去：12：00～13：00

Poster Session
（P1～P10）

掲示： 8：30～ 9：30
撤去：17：00～18：00

Chaired Poster Session
（CP31～CP55，MP-CP11～MP-CP25）

掲示：13：00～14：30
撤去：17：00～18：00

座長：武田　章数

座長：森本　大成

座長：佐藤　　陽

座長：岸原　　淳

座長：南口　　仁



第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場

アネックスタワー
大雪/岩木

アネックスタワー
浅間/立山

アネックスタワー
富士

アネックスタワー
伊吹

メインタワー
シルバー

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

日程表
2月16日（土）

O：Oral 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-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

8：30〜9：30

ディベート1： 
ILRと長時間Holter

座長：西﨑　光弘，中島　　博
演者：古川　俊行，大江　学治

8：30〜9：30

リードレスペースメーカ3
（O82～O86）
座長：横山　泰廣
　　　西井　伸洋

8:30〜10：00

シンポジウム5
MD-MPジョイントシンポジウム 

遠隔モニタリングの活用
座長：吉田　幸彦，武田　章数
演者：渡邉　英一，及川　　淳
　　　柴田　幸美，杉浦　裕之
　　　黒滝亜沙子　　　　　　

8：30〜9：30

Ｓ-ICD3
（O92～O96）
座長：四倉　昭彦
　　　石橋　耕平

8：30〜9：30

CRT設定1
（O102～O106）

座長：荻ノ沢泰司
　　　成毛　　崇

9：30〜10：30

ディベート2： 
リード抜去は積極的に行うべきか？
座長：庄田　守男，今井　克彦
演者：深谷　英平，和田　　暢

9：30〜10：30

複雑手技症例／植込み手技の工夫2
（O87～O91）
座長：原　　　幹
　　　井上　耕一

9：30〜10：30

ペーシング部位と効用2
（O97～O101）
座長：池田こずえ
　　　吉賀　康裕

9：30〜10：30

リードデバイス合併症3
（O107～O111）

座長：光野　正孝
　　　鵜野起久也

10：00〜11：30

シンポジウム6
MD-MPジョイントシンポジウム 

デバイスMRI撮像の諸問題
座長：渡邉　英一，植田　隆介
演者：武田　章数，植田　隆介
　　　西山　大輔，石末　成哉

10：30〜11：30

登録評価部会セッション
－JCDTRから見てきた日本の
  デバイス植込みの現状と

NEW JCDTRへの継承－

10：30〜11：30

健康保険委員会セッション
遠隔医療の現状と将来

座長：今井　克彦　　　　　　
演者：吉村　健佑，鈴木　　誠
　　　寺㟢　義貴　　　　　　

10：30〜11：30

フォアヌーンセミナー
座長：安藤   献児
演者：野田　　崇，南口　　仁
（日本メドトロニック株式会社）

10：30〜11：30

リードデバイス合併症4
（O112～O116）

座長：住友　直方
　　　原田　智雄

11：30〜12：20

特別企画
デバイス治療の歴史と展望

座長：庭野  慎一　演者：新田  　隆
（第一三共株式会社）

11：30〜12：20

会長企画3
ペースメーカ設定の最適化

座長：中里　祐二
演者：石川　利之

11：30〜12：20

病理解剖セミナー2
デバイス治療に必要な心臓構造 

－リードレスペースメーカ治療を含めて－
演者：井川　　修

12:30〜13：30

ランチョンセミナー8
座長：池田　隆徳
演者：加藤　寛之，石橋　耕平
（日本メドトロニック株式会社）

12:30〜13：30

ランチョンセミナー9
座長：副島　京子
演者：坂元裕一郎，色川　桂輔

（ バイオトロニックジャパン株式
会社）

12:30〜13：30

ランチョンセミナー10
座長：栗田　隆志
演者：森島　逸郎

（ 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）

12:30〜13：30

ランチョンセミナー11
座長：熊谷浩一郎
演者：松尾征一郎，合屋　雅彦

（バイエル薬品株式会社）

12:30〜13：30

ランチョンセミナー12
座長：清水　昭彦
演者：関口　幸夫

（学会企画）

13：40〜15：10

リード関連検討部会セッション 
－リード抜去の新しい展開－

座長：庄田　守男，今井　克彦
演者：合屋　雅彦，南口　　仁
　　　岡田　綾子，西井　伸洋
　　　草野　研吾　　　　　　

13：40〜14：40

CRT設定2
（O117～O121）

座長：丹野　　郁
　　　田邊　康子

13：40〜14：40

教育講演3
デバイス交換手術と 

リード管理のピットフォール
座長：横式　尚司
演者：鳥井　晋三

13：40〜14：40

リードレスペースメーカ4
（O131～O135）

座長：佐藤　俊明
　　　河村　光晴

13：40〜14：40

リードデバイス合併症6
（O145～O149）

座長：金渕　一雄
　　　円城寺由久

14：40〜15：40

リードデバイス合併症5
（O122～O126）

座長：鳥井　晋三
　　　深谷　英平

14：40〜15：40

Unknown Device
座長：住吉　正孝，加藤　律史
出題＆回答者：
　　　石川　利之，蜂谷　　仁
　　　西山　信大

14：40〜15：40

ペーシング部位と効用3
（O136～O140）

座長：須藤　恭一
　　　関口　幸夫

14：40〜15：40

デバイス診断機能
（O150～O154）

座長：三橋　武司
　　　森口　昌彦

15：10〜16：40

シンポジウム7
新しいデバイスの展望

座長：池主　雅臣，髙橋　尚彦
演者：篠原　徹二，高野　　誠
　　　保坂　幸男，近藤　祐介

15：40〜16：30

複雑手技症例／植込み手技の工夫3
（O127～O130）

座長：今井　克彦
　　　佐藤　大輔

15：40〜16：40

シンポジウム8
デバイス患者の社会適応の問題点
座長：安部　治彦，関口　幸夫
演者：安部　治彦，原田　智雄
　　　山内　康照，因田　恭也

15：40〜16：30

小児デバイス
（O141～O144）

座長：岩本　眞理
　　　鈴木　嗣敏

16：40〜16：45　閉会挨拶 会長：庭野　慎一

座長：三橋　武司
　　　横式　尚司
演者：三橋　武司
　　　甲谷　友幸
　　　石橋　耕平
　　　横式　尚司



第6会場 ポスター会場・標本展示・企業展示

メインタワー
トパーズ 大山/石鎚/霧島

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

8：30〜9：30

メディカルプロフェッショナル
患者管理／遠隔モニタリング2

（MP-O41～MP-O45）
座長：金古　善明
　　　梅津　　努

8：30〜14：30

ヒト心臓標本展示
1.正常心臓構造（1） 
（4腔断面）

2.正常心臓構造（2） 
（5腔断面）

3.正常心臓構造（3） 
（長軸断面）

4.正常心臓構造（4） 
（大動脈基部断面）

5.心アミロイドーシス
6.心内膜下心筋梗塞 
（心室短軸断面）

7.急性心筋梗塞後心室
穿孔

8.正常心臓構造 
（房室弁・心室内腔
構造）

ヒト心臓写真展示
1.ヒト体幹各種断面図
2.房室接合部断面組織
3.ペーシング治療症例

講師：井川　　修

※ 写真展示はホワイエ
にて行います

9：30〜10：30

メディカルプロフェッショナル
ICD不適切作動

（MP-O46～MP-O50）
座長：足立　和正
　　　中原　志朗

10：00〜10：40

リードデバイス合併症4
（CP56～CP60）
座長：竹内　大二

10：00〜10：40

CRT適応
（CP66～CP70）
座長：成毛　　崇

10：00〜10：40

着用型自動除細動器（WCD)
     （CP76～CP80）
座長：岸原　　淳

10：00〜10：40

メディカルプロフェッショナル
遠隔モニタリング2

（MP-CP31～MP-CP35）10：30〜11：30

メディカルプロフェッショナル
デバイス関連業務2

（MP-O51～MP-O55）
座長：池主　雅臣
　　　森口　昌彦

10：40〜11：20

デバイス関連合併症
（CP61～CP65）
座長：山城　荒平

10：40〜11：20

CRT設定／リード関連合併症・感染症
（CP71～CP75）
座長：峰　　隆直

10：40〜11：20

メディカルプロフェッショナル
失神／植込みループレコーダ

（MP-CP26～MP-CP30）

10：40〜11：20

メディカルプロフェッショナル
デバイス問題点2

（MP-CP36～MP-CP40）

11：30〜12：30

質疑応答

13：40〜14：40

メディカルプロフェッショナル
遠隔モニタリング2

（MP-O56～MP-O60）
座長：橋本　賢一
　　　及川　　淳

14：15〜14：55

失神／致死性不整脈
（CP81～CP85）
座長：池主　雅臣

14：15〜14：55

リードレスペースメーカ／S-ICD
（CP86～CP90）
座長：佐々木真吾

14：15〜14：55

その他
（CP91～CP95）
座長：佐藤　大輔

14：15〜14：55

メディカルプロフェッショナル
デバイス関連業務

（MP-CP41～MP-CP45）14：40〜15：40

メディカルプロフェッショナル
His束ペーシング

（MP-O61～MP-O65）
座長：戸叶　隆司
　　　稲村　幸洋

15：40〜16：40

メディカルプロフェッショナル
デバイスの問題点

（MP-O66～MP-O70）
座長：永瀬　　聡
　　　山田二三歩

Chaired Poster Session
（CP56～CP80，MP-CP26～MP-CP40）

掲示： 8：30～ 9：30
撤去：11：50～12：30

Poster Session
P11～P19（MP-P1～MP-P6）

掲示： 8：30～ 9：30
撤去：15：00～16：00

Chaired Poster Session
（CP81～CP95，MP-CP41～MP-CP45）

掲示：13：00～13：45
撤去：15：30～16：10

座長：丸山　　徹

座長：五十嵐　厳

座長：志村亜由香

座長：西﨑　光弘

／その他




