日 時： 平成 25 年 11 月 4 日（月・祝） 8：45～16：30
受 付： 8：20～14：00
会 場： 横浜ワールドポーターズ イベントホール A
参加費： 3,000 円
後 援：日本不整脈学会 ・ 日本臨床工学技士会

イベントホール A
❍8：45～8：50

開会挨拶
当番世話人 ： 三重ハートセンター

❍8：50～9：50

内田 文也

一般演題 Ⅰ
座長 ： 堺 美郎 （済生会熊本病院 臨床工学部）
髙橋 秀暢 （広島大学病院 診療支援部 臨床工学部門）

① 心房頻拍の診断に、食道カテーテルを用いた診断が有用であった 2 症例
長瀬 弘行 （一宮市立市民病院 医療技術局 臨床工学室）

② 心房細動 Ablation 施行時の陽圧換気（CPAP）の有用性
中農 陽介 （神戸市立医療センター 中央市民病院 臨床工学技術部）

③ EnSite Velocity の Voltage MAP により不完全焼灼部位が特定できた一例
小島

優 （東海大学医学部付属病院 診療技術部 臨床工学技術科）

④ Fast Anatomical Mapping(FAM)を用いた当院の Merge 法(PVFAMerge 法)及び AccuRESP(呼吸同期機能)の使用経験
高間 俊輔 （金沢医科大学病院 ME 部）

⑤ 当院におけるTHERMOCOOLⓇ SMARTTOUCHTMの使用経験
福島 基弘 （倉敷中央病院 臨床検査科）

⑥ コアリングによるイリゲーションカテーテルの閉塞が疑われた症例
佐藤

❍9：50～10：00

休憩

尚 （聖マリアンナ医科大学病院 クリニカルエンジニア部）

❍10：00～10：50

一般演題 Ⅱ
座長 ： 高垣 勝 （滋賀県立成人病センター 臨床工学部）
本間 裕康 （札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック リズムセンター）

① カテーテルアブレーションが奏功した嚥下誘発性心房頻拍の１例
水野 貴仁 （社会保険 中京病院 SMI センター）

② ARVC に合併した抗頻拍ペーシング（ATP）に不応な Slow VT 症例
古賀 和也 （社会医療法人 高清会 高井病院 臨床工学科）

③ 房室結節二重伝導路を交互に介し、不規則な RR 間隔を伴った正方向性房室回帰性頻拍の 1 例
相木 一輝 （国立大学法人 名古屋大学医学部附属病院 臨床工学技術部）

④ 心房粗動の両方向性ブロックが確認できたにも関わらず、発作が惹起された１例
松崎 尚康 （広島大学病院 診療支援部 臨床工学部門）

⑤ Fontan 術後の心房粗動に対して心外導管穿刺を行いカテーテルアブレーションに成功した一例
熊丸 隆司 （東京女子医科大学 臨床工学部）

❍10：50～11：00

休憩

❍11：00～11：50

施設紹介
「アブレーション治療におけるコメディカルスタッフの取り組みについて」
座長 ：中嶋
一柳

¾

勉 （群馬県立心臓血管センター 臨床工学課）
宏 （名古屋大学医学部附属病院 臨床工学技術部）

大規模施設
当院におけるカテーテルアブレーション施行時の ME の役割
左成 昭生 （横須賀共済病院 臨床工学科）

¾

小規模施設
当院における ABL 業務への関わり
秋山 精彦 （香川県立白鳥病院 臨床工学室）

❍11：50～12：00

休憩

❍12：00～13：00

ランチョンセミナー
「心室頻拍に対する substrate-based ablation」
講師： 夛田 浩 先生
福井大学医学部 病態制御医学講座 循環器内科学教授
座長 ： 丹生 治司 （小倉記念病院 検査技師部工学課）
共催 ： ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

❍13：00～13：15

休憩

❍13：15～14：00

教育講演
「刺激する！ということは・・・」
座長 ： 杉村 宗典 （天理よろづ相談所病院 臨床病理部）
講師 ： 内田 文也 （三重ハートセンター 診療支援部）

❍14：00～14：15

休憩

❍14：15～16：30 ワークショップ＆意見交換会
座長・司会進行： 前川 正樹 （大浜第一病院 診療技術部 臨床工学科）
高橋 勝行 （倉敷中央病院 臨床検査科）
共催： 日本光電中部株式会社 ・ フクダ電子株式会社

第一部 14：15～15：15 基調講演
「刺激した！その後は・・・」
講師 ： 柴田 正慶 （北海道循環器病院 診療技術部 臨床検査部門）

15：15～15：30 休憩
第二部 15：30～16：30 ワークショップ＆意見交換会
デモンストレーター ：柴田 正慶 （北海道循環器病院 診療技術部 臨床検査部門）
コメンテーター
：丹生 治司 （小倉記念病院 検査技師部工学課）
トレーナー①
：一柳 宏 （名古屋大学医学部附属病院 臨床工学技術部）
井野 裕也 （京都桂病院 臨床工学科）
左成 昭生 （横須賀共済病院 臨床工学科）
杉村 宗典 （天理よろづ相談所病院 臨床病理部）
山崎 大輔 （旭川医科大学病院 診療技術部 臨床工学技術部門）
トレーナー②
：堺 美郎 （済生会熊本病院 臨床工学部）
高垣 勝 （滋賀県立成人病センター 臨床工学部）
髙橋 秀暢 （広島大学病院 診療支援部 臨床工学部門）
本間 裕康 （札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック リズムセンター）
森 紀成 （豊橋ハートセンター 臨床工学技士科）

❍16：30

終了

