
Title Speaker Chairperson

Box isolation 手技のこつと利点，本法で注意すべき合併症  −BOX isolationのコツ− 熊谷浩一郎 夛田　　浩

心房細動アブレーションの合併症（左房食道瘻を中心に）  −Rare but severe complicationsの予防− 静田　　聡 髙月　誠司

Cryoballoon ablation 手技のこつと利点，本法で注意すべき合併症
−より安全な心房細動アブレーションを目指して− 宮㟢　晋介 夛田　　浩

話題のPulsed Field Ablationとは？ 黒木　健志 野上　昭彦

上室頻拍のカテ室診断学  −自信をもって診断しよう− 丸山　光紀 髙月　誠司

Laser Balloon ablation 手技のこつと利点，本法で注意すべき合併症  −見える！ 切れる！ 肺静脈− 小堀　敦志 夛田　　浩

心電図による心室期外収縮の部位診断とカテーテルアブレーション  −敵を知り己を知れば百戦殆うからず− 山内　康照 髙月　誠司

From Anatomical to Functional Substrate Mapping  −器質的心室頻拍のアブレーションのこつ− 副島　京子 夛田　　浩

ParaHis束ペーシング  −知っておくべきEPの基本テクニック− 髙月　誠司 野上　昭彦

脚枝間リエントリー性心室頻拍  −BBRVT/IFVTのアブレーションがうまくいくカラクリ，教えます− 深水　誠二 髙月　誠司

電位指標による肺静脈隔離術  −バルーン時代にこそ知っておきたいEPテクニック− 山根　禎一 髙月　誠司

Mahaim / Nodoventricular fiberの診断・治療  −マハイム・ノドベンを「未読スルー」しない4つのコツ− 永嶋　孝一 夛田　　浩

心房細動アブレーション後の心房頻拍  −Man Made Tachycardia− 里見　和浩 髙月　誠司

3次元マッピングシステムを使った肺静脈隔離術  −確実なdurable PVIを目指して− 内藤　滋人 髙月　誠司

Atypical AVNRT の診断とアブレーション方法  −特に注意していただきたい診断と治療の留意点− 金古　善明 夛田　　浩

プルキンエ不整脈  −VTからVFまで，ヒツジからクジラまで− 野上　昭彦 髙月　誠司

ATP感受性心房頻拍のカテーテルアブレーション  −エントレインメント法を用いたアプローチ− 山部　浩茂 髙月　誠司

WPW症候群のアブレーション  −なかなかお目にかかれなくなった（？）基本手技− 庭野　慎一 髙月　誠司

房室結節リエントリー性頻拍  −“AVNRTの回路”を考える− 原　　　幹 髙月　誠司

【論文解説】 シカゴから！ 大動脈弁近傍VTのメカニズムに迫る Peri-Aortic Ventricular Tachycardia in 
Structural Heart Disease:Evidence of Localized Reentrant Mechanisms (HR in press) 西村　卓郎 野上　昭彦

【論文解説】 単極電位ガイド下，高出力高周波PVI
Comparison of high ‐ power and conventional ‐ power radiofrequency energy deliveries in 
pulmonary vein isolation using unipolar signal modification as a local endpoint (JCE in press)
Comparison Between Contact Force Monitoring and Unipolar Signal Modification as a Guide for 
Catheter Ablation of Atrial Fibrillation: Prospective Multi-Center Randomized Study (Circ AE 2019)

江島浩一郎 野上　昭彦

【論文解説】 知らないと怖い左房シース経由空気塞栓症の発生機序と予防法
Prevention of serious air embolism during cryoballoon ablation; risk assessment of air intrusion into 
the sheath by catheter selection and change in intrathoracic pressure: An ex vivo study (JCE 2019)

塚原　慧太 野上　昭彦

【論文解説】 VFアブレーション!!
Catheter Ablation of Refractory Ventricular Fibrillation Storm_After Myocardial Infarction 
(Circulation 2019)

小松　雄樹 野上　昭彦

【論文解説】 心外膜脂肪はこうやって心房細動を引き起こす
Role of Angiopoietin-Like Protein 2 in Atrial Fibrosis Induced by Human Epicardial Adipose 
Tissue：Analysis Using Organo-Culture System

吉良晋太朗 髙橋　尚彦

【論文解説】 Bipolar Ablationの実際
Acute and long-term results of bipolar radiofrequency catheter ablation of refractory ventricular 
arrhythmias of deep intramural origin (HR in press)

五十嵐　都 野上　昭彦

【論文解説】 DOAC継続時の心タンポナーデの治療・管理
Periprocedural Management of Cardiac Tamponade During Catheter Ablation for AF Under 
Uninterrupted DOAC and Warfarin (JACC CEP 2020)

柳澤　　哲 野上　昭彦

【論文解説】 高周波ホットバルーン　Simple Approach
Initial Result of Antrum Pulmonary Vein Isolation Using the Radiofrequency Hot-Balloon Catheter 
With Single-Shot Technique (JACC CEP 2019)

山㟢　　浩 野上　昭彦

【論文解説】 心房細動アブレーションはHFpEF患者にも有効か？
Catheter ablation of atrial fibrillation reduces heart failure rehospitalization in patients with heart 
failure with preserved ejection fraction (J Cardiovasc Electrophysiol 2020）

福井　　暁 髙橋　尚彦
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