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10:00～10:50 座長：佐久間 一郎、 芦原　 貴司

会長特別企画
心電学におけるAI 活用の最近の話題

演者：芦原　 貴司、 笹野　 哲郎、
　　　妹尾 恵太郎
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11:00～11:50 座長：清水 　　渉

特別講演1
不整脈治療の最前線

演者：岩崎 　雄樹、 合屋 　雅彦
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

12:10～13:00 座長：高月 　誠司

スポンサードセミナー１
心房細動の早期発見デバイスの話題
―ヘルスケアから医療用デバイスまで―

演者：藤生　 克仁
共 催：第一三共株式会社

13:10～14:00 座長：高橋 　尚彦

スポンサードセミナー2
遺伝子・バイオマーカーと新しい
心電図解析による心房細動の早期発見

演者：笹野 　哲郎
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

14:20～15:10 座長：佐々木 真吾
スポンサードセミナー3
無症候性心房細動の早期治療介入を
目指した脳循連携

演者：林 　　正孝、 林 　健太郎 
共催：アボットメディカルジャパン合同会社

15:20～16:10 座長：清水 　　渉

特別講演2
デバイスとアブレーションと抗凝固療法

演者：矢崎　 義直、 田中　 宣暁

       共催：バイエル薬品株式会社

16:25～17:25 座長：池田 　隆徳、荒船 　龍彦

シンポジウム
人工知能（AI)と心電情報 

演者：清水　 雅人、 加藤　 敦也、
　　　朱　　 　欣、 荷見 映理子、
　　　遠山　 優衣

9:50～10:00  　開会挨拶　会長　清水　 　渉

閉会挨拶/表彰　会長　清水　 　渉

10:00～10:50 座長：柴田 仁太郎、 小谷 英太郎
一般演題1　
失神・自律神経　

演者：高瀬 　凡平、 松井 　岳巳、
　　　橋本 　賢一、 石原　　 翔、
　　　綾部 　健吾

11:00～12:00 座長：加藤 　貴雄、橋本　 賢一 
一般演題2　
心電図解析　

演者：須藤　 二朗、 木下　 利雄、
　　　北條 林太郎、 原　　 正壽、
　　　笠巻　 祐二、 濱田　 里美

12:10～13:00 座長：新　 　博次、 笹野　 哲郎

一般演題3  
遺伝性不整脈・遺伝子診断　

演者：稲田　　 慎、 長谷川 奏恵、
　　　井原　 健介、 井部　　 進、
　　　都築　 一平

13:10～14:10 座長：八島　 正明、 山﨑　 正俊

一般演題4　
実験・光学マッピング・シミュレーション

演題：吉良 晋太郎、 高瀬　 凡平、
　　　大塚 　直人、 田中　 義生、
　　　坂田 　憲祐、 岩宮　 　賢

14:20～15:10 座長：田邉　 晃久、 高瀬　 凡平

ベストアブストラクト賞

演者：野村　 佳広、 富井　 直輝、
　　　藤本　 雄飛、 木藤　 穂高

15:20～16:10 座長：杉　　 　薫、 宮内　 靖史
一般演題5  
デバイス関連　

演者：秋山　 志帆、 野本 美智留、
　　　清野　 　健、 小林　 典之、
　　　境田　 知子

16:25～17:25 座長：里見　 和浩、 奥村　 恭男

一般演題6　
カテーテルアブレーション関連　

演題：石原　 嗣郎、 高橋　 泰輝、
　　　高田　 康之、 魚谷 悠希未、
　　　鈴木　 啓資、 澤　 　洋平

10:00～10:50 座長：井上　 　博
心電図教育セミナー1（前） 
ホルター・モニター心電図での
不整脈の見方・考え方

講師：森田　 　宏
共催：フクダ電子株式会社

11:00～11:50 座長：井上　 　博
心電図教育セミナー1（後）
長時間心電計で分かること
―心房細動早期発見の重要性―

講師：林　　 英守
共催：フクダ電子株式会社

12:10～13:00 座長：淀川　 顕司

心電図レクチャー1
ホルター心電図検査におけるペース
メーカー症例

講師：白岩　 　大

13:10～14:10 座長：前田　 明子

ナースのためのはじめての心電図
心電図検定 4級から3級合格を
目指して

講師：栗田　 康生

14:20～15:10 座長：吉岡 公一郎
心電図教育セミナー2（前）
高分解能ホルター心電図検査による
心室遅延電位（LP）の測定

講師：福士 　広通
 共催：日本光電工業株式会社

15:20～16:10 座長：吉岡 公一郎
心電図教育セミナー2（後）
高分解能ホルター心電図指標が示す
ハイリスク患者の特徴

講師：網野 　真理
　共 催：日本光電工業株式会社

16:25～17:15 座長：橋本　 賢一
心電図レクチャー2
心電図が教えてくれること
―キケンな波形をどう読み解いて
いくのか―

講師：原田　 直美

17:25～17:40
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