
第127回日本循環器学会近畿地方会 2019/5/20

演題ID セッション名 演題番号

a90005 学生・初期研修医セッション10 11:10 ～ 11:52 第7会場 東館3F　D会議室 7‐22
a90007 不整脈1 8:50 ～ 9:25 第3会場 東館2F　中会議室 3‐1
a90011 学生・初期研修医セッション9 10:35 ～ 11:10 第7会場 東館3F　D会議室 7‐20
a90012 大動脈2+静脈 13:45 ～ 14:20 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐26
a90013 不整脈2 9:25 ～ 10:00 第3会場 東館2F　中会議室 3‐7
a90014 不整脈3 10:00 ～ 10:35 第3会場 東館2F　中会議室 3‐11
a90016 虚血性心疾患1 8:50 ～ 9:25 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐2
a90017 心膜・腫瘍4 14:55 ～ 15:23 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐44
a90021 虚血性心疾患1 8:50 ～ 9:25 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐3
a90023 心膜・腫瘍1 13:10 ～ 13:45 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐26
a90024 心筋炎・心筋症5 14:13 ～ 14:48 第6会場 東館3F　A,B,C会議室 6‐35
a90029 学生・初期研修医セッション6 8:50 ～ 9:25 第7会場 東館3F　D会議室 7‐5
a90034 学生・初期研修医セッション3 10:00 ～ 10:35 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐11
a90036 末梢血管4 10:35 ～ 11:10 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐17
a90040 不整脈1 8:50 ～ 9:25 第3会場 東館2F　中会議室 3‐2
a90041 心筋炎・心筋症5 14:13 ～ 14:48 第6会場 東館3F　A,B,C会議室 6‐38
a90043 不整脈1 8:50 ～ 9:25 第3会場 東館2F　中会議室 3‐3
a90046 不整脈3 10:00 ～ 10:35 第3会場 東館2F　中会議室 3‐15
a90047 先天性1 10:50 ～ 11:25 第5会場 東館2F　第9会議室 5‐1
a90049 学生・初期研修医セッション1 8:50 ～ 9:25 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐1
a90050 末梢血管1 8:50 ～ 9:25 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐1
a90051 不整脈5 11:10 ～ 11:45 第3会場 東館2F　中会議室 3‐22
a90052 末梢血管4 10:35 ～ 11:10 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐19
a90056 心筋炎・心筋症2 13:45 ～ 14:20 第7会場 東館3F　D会議室 7‐32
a90057 YIAセッション2 9:25 ～ 10:00 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐10
a90058 虚血性心疾患3 10:00 ～ 10:35 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐13
a90061 学生・初期研修医セッション10 11:10 ～ 11:52 第7会場 東館3F　D会議室 7‐21
a90063 末梢血管1 8:50 ～ 9:25 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐2
a90066 YIAセッション4 10:35 ～ 11:10 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐17
a90071 心不全1 9:32 ～ 10:07 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐10
a90072 虚血性心疾患1 8:50 ～ 9:25 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐1
a90073 YIAセッション1 8:50 ～ 9:25 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐1
a90074 不整脈5 11:10 ～ 11:45 第3会場 東館2F　中会議室 3‐24
a90075 心膜・腫瘍1 13:10 ～ 13:45 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐27
a90076 先天性1 10:50 ～ 11:25 第5会場 東館2F　第9会議室 5‐2
a90077 心筋炎・心筋症4 14:55 ～ 15:30 第7会場 東館3F　D会議室 7‐45
a90078 不整脈2 9:25 ～ 10:00 第3会場 東館2F　中会議室 3‐10
a90079 YIAセッション1 8:50 ～ 9:25 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐4
a90081 学生・初期研修医セッション4 10:35 ～ 11:10 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐20
a90082 先天性1 10:50 ～ 11:25 第5会場 東館2F　第9会議室 5‐3
a90083 心筋炎・心筋症5 14:13 ～ 14:48 第6会場 東館3F　A,B,C会議室 6‐39
a90088 不整脈2 9:25 ～ 10:00 第3会場 東館2F　中会議室 3‐8
a90089 末梢血管1 8:50 ～ 9:25 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐3
a90091 心筋炎・心筋症4 14:55 ～ 15:30 第7会場 東館3F　D会議室 7‐43
a90092 YIAセッション4 10:35 ～ 11:10 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐18
a90096 学生・初期研修医セッション1 8:50 ～ 9:25 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐3
a90097 学生・初期研修医セッション3 10:00 ～ 10:35 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐12
a90098 学生・初期研修医セッション3 10:00 ～ 10:35 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐13
a90102 心膜・腫瘍1 13:10 ～ 13:45 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐28
a90103 学生・初期研修医セッション10 11:10 ～ 11:52 第7会場 東館3F　D会議室 7‐23
a90106 学生・初期研修医セッション4 10:35 ～ 11:10 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐18
a90107 学生・初期研修医セッション7 9:25 ～ 10:00 第7会場 東館3F　D会議室 7‐6
a90110 不整脈2 9:25 ～ 10:00 第3会場 東館2F　中会議室 3‐6
a90111 学生・初期研修医セッション11 8:50 ～ 9:32 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐5
a90114 虚血性心疾患3 10:00 ～ 10:35 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐15
a90115 虚血性心疾患4 10:35 ～ 11:10 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐16
a90116 虚血性心疾患4 10:35 ～ 11:10 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐17
a90117 末梢血管1 8:50 ～ 9:25 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐4
a90118 肺1 14:20 ～ 14:55 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐27
a90119 肺1 14:20 ～ 14:55 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐31
a90121 肺2 14:55 ～ 15:30 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐36
a90125 YIAセッション3 10:00 ～ 10:35 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐13

時刻 会場名
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演題ID セッション名 演題番号時刻 会場名

a90126 弁膜症1 13:45 ～ 14:20 第3会場 東館2F　中会議室 3‐32
a90128 末梢血管1 8:50 ～ 9:25 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐5
a90129 学生・初期研修医セッション9 10:35 ～ 11:10 第7会場 東館3F　D会議室 7‐19
a90131 学生・初期研修医セッション7 9:25 ～ 10:00 第7会場 東館3F　D会議室 7‐8
a90132 不整脈6 13:10 ～ 13:45 第3会場 東館2F　中会議室 3‐30
a90133 虚血性心疾患3 10:00 ～ 10:35 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐14
a90136 肺2 14:55 ～ 15:30 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐35
a90137 虚血性心疾患4 10:35 ～ 11:10 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐18
a90139 心筋炎・心筋症2 13:45 ～ 14:20 第7会場 東館3F　D会議室 7‐33
a90140 虚血性心疾患1 8:50 ～ 9:25 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐5
a90142 心筋炎・心筋症6 14:48 ～ 15:16 第6会場 東館3F　A,B,C会議室 6‐42
a90144 YIAセッション1 8:50 ～ 9:25 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐2
a90145 心筋炎・心筋症1 13:10 ～ 13:45 第7会場 東館3F　D会議室 7‐30
a90146 学生・初期研修医セッション7 9:25 ～ 10:00 第7会場 東館3F　D会議室 7‐10
a90148 虚血性心疾患2 9:25 ～ 10:00 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐6
a90149 学生・初期研修医セッション9 10:35 ～ 11:10 第7会場 東館3F　D会議室 7‐16
a90152 虚血性心疾患2 9:25 ～ 10:00 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐7
a90153 学生・初期研修医セッション8 10:00 ～ 10:35 第7会場 東館3F　D会議室 7‐11
a90155 学生・初期研修医セッション10 11:10 ～ 11:52 第7会場 東館3F　D会議室 7‐24
a90156 心筋炎・心筋症2 13:45 ～ 14:20 第7会場 東館3F　D会議室 7‐34
a90157 YIAセッション4 10:35 ～ 11:10 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐20
a90158 末梢血管4 10:35 ～ 11:10 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐18
a90160 学生・初期研修医セッション5 11:10 ～ 11:45 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐21
a90161 学生・初期研修医セッション11 8:50 ～ 9:32 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐6
a90163 学生・初期研修医セッション10 11:10 ～ 11:52 第7会場 東館3F　D会議室 7‐25
a90164 末梢血管2 9:25 ～ 10:00 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐6
a90165 心筋炎・心筋症4 14:55 ～ 15:30 第7会場 東館3F　D会議室 7‐42
a90168 肺1 14:20 ～ 14:55 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐28
a90169 心筋炎・心筋症1 13:10 ～ 13:45 第7会場 東館3F　D会議室 7‐27
a90170 心膜・腫瘍2 13:45 ～ 14:20 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐31
a90172 心不全2 10:07 ～ 10:42 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐16
a90173 不整脈1 8:50 ～ 9:25 第3会場 東館2F　中会議室 3‐5
a90174 不整脈2 9:25 ～ 10:00 第3会場 東館2F　中会議室 3‐9
a90175 心筋炎・心筋症4 14:55 ～ 15:30 第7会場 東館3F　D会議室 7‐44
a90177 不整脈4 10:35 ～ 11:10 第3会場 東館2F　中会議室 3‐19
a90180 心筋炎・心筋症2 13:45 ～ 14:20 第7会場 東館3F　D会議室 7‐35
a90181 弁膜症2 14:20 ～ 14:55 第3会場 東館2F　中会議室 3‐36
a90182 心筋炎・心筋症1 13:10 ～ 13:45 第7会場 東館3F　D会議室 7‐29
a90183 先天性2 11:25 ～ 11:53 第5会場 東館2F　第9会議室 5‐9
a90184 虚血性心疾患4 10:35 ～ 11:10 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐20
a90185 学生・初期研修医セッション8 10:00 ～ 10:35 第7会場 東館3F　D会議室 7‐15
a90186 学生・初期研修医セッション9 10:35 ～ 11:10 第7会場 東館3F　D会議室 7‐17
a90187 心膜・腫瘍2 13:45 ～ 14:20 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐32
a90188 心膜・腫瘍2 13:45 ～ 14:20 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐33
a90189 弁膜症1 13:45 ～ 14:20 第3会場 東館2F　中会議室 3‐33
a90190 学生・初期研修医セッション3 10:00 ～ 10:35 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐15
a90191 心不全2 10:07 ～ 10:42 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐12
a90192 学生・初期研修医セッション2 9:25 ～ 10:00 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐6
a90193 不整脈5 11:10 ～ 11:45 第3会場 東館2F　中会議室 3‐23
a90195 YIAセッション1 8:50 ～ 9:25 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐5
a90196 虚血性心疾患5 11:10 ～ 11:45 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐21
a90197 学生・初期研修医セッション10 11:10 ～ 11:52 第7会場 東館3F　D会議室 7‐26
a90198 大動脈1 13:10 ～ 13:45 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐17
a90199 不整脈5 11:10 ～ 11:45 第3会場 東館2F　中会議室 3‐21
a90201 末梢血管2 9:25 ～ 10:00 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐7
a90202 虚血性心疾患1 8:50 ～ 9:25 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐4
a90203 大動脈1 13:10 ～ 13:45 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐18
a90204 心膜・腫瘍1 13:10 ～ 13:45 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐29
a90205 感染性心内膜炎 11:10 ～ 11:45 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐21
a90208 大動脈1 13:10 ～ 13:45 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐19
a90210 学生・初期研修医セッション3 10:00 ～ 10:35 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐14
a90211 学生・初期研修医セッション5 11:10 ～ 11:45 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐22

2



演題ID セッション名 演題番号時刻 会場名

a90212 心不全2 10:07 ～ 10:42 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐15
a90213 心筋炎・心筋症6 14:48 ～ 15:16 第6会場 東館3F　A,B,C会議室 6‐40
a90214 YIAセッション5 11:10 ～ 11:45 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐21
a90215 虚血性心疾患5 11:10 ～ 11:45 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐22
a90216 心筋炎・心筋症4 14:55 ～ 15:30 第7会場 東館3F　D会議室 7‐46
a90217 末梢血管2 9:25 ～ 10:00 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐8
a90218 感染性心内膜炎 11:10 ～ 11:45 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐22
a90219 肺2 14:55 ～ 15:30 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐34
a90221 末梢血管2 9:25 ～ 10:00 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐9
a90222 虚血性心疾患2 9:25 ～ 10:00 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐8
a90223 感染性心内膜炎 11:10 ～ 11:45 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐23
a90224 感染性心内膜炎 11:10 ～ 11:45 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐24
a90225 YIAセッション3 10:00 ～ 10:35 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐11
a90227 虚血性心疾患5 11:10 ～ 11:45 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐23
a90228 不整脈4 10:35 ～ 11:10 第3会場 東館2F　中会議室 3‐17
a90229 虚血性心疾患5 11:10 ～ 11:45 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐24
a90230 学生・初期研修医セッション4 10:35 ～ 11:10 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐16
a90231 YIAセッション4 10:35 ～ 11:10 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐19
a90233 末梢血管2 9:25 ～ 10:00 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐10
a90236 YIAセッション5 11:10 ～ 11:45 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐24
a90237 大動脈1 13:10 ～ 13:45 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐20
a90239 学生・初期研修医セッション11 8:50 ～ 9:32 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐1
a90240 虚血性心疾患5 11:10 ～ 11:45 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐25
a90241 学生・初期研修医セッション8 10:00 ～ 10:35 第7会場 東館3F　D会議室 7‐14
a90242 先天性1 10:50 ～ 11:25 第5会場 東館2F　第9会議室 5‐4
a90243 大動脈1 13:10 ～ 13:45 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐21
a90244 学生・初期研修医セッション5 11:10 ～ 11:45 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐24
a90245 学生・初期研修医セッション8 10:00 ～ 10:35 第7会場 東館3F　D会議室 7‐13
a90246 心筋炎・心筋症3 14:20 ～ 14:55 第7会場 東館3F　D会議室 7‐41
a90247 学生・初期研修医セッション8 10:00 ～ 10:35 第7会場 東館3F　D会議室 7‐12
a90248 虚血性心疾患6 13:10 ～ 13:45 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐26
a90251 学生・初期研修医セッション5 11:10 ～ 11:45 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐25
a90253 YIAセッション3 10:00 ～ 10:35 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐12
a90255 末梢血管3 10:00 ～ 10:35 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐12
a90258 心不全2 10:07 ～ 10:42 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐14
a90261 不整脈6 13:10 ～ 13:45 第3会場 東館2F　中会議室 3‐26
a90262 末梢血管3 10:00 ～ 10:35 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐11
a90274 肺1 14:20 ～ 14:55 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐30
a90275 心不全1 9:32 ～ 10:07 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐9
a90276 心不全1 9:32 ～ 10:07 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐7
a90277 YIAセッション2 9:25 ～ 10:00 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐6
a90278 YIAセッション1 8:50 ～ 9:25 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐3
a90280 学生・初期研修医セッション1 8:50 ～ 9:25 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐2
a90281 弁膜症2 14:20 ～ 14:55 第3会場 東館2F　中会議室 3‐39
a90283 YIAセッション2 9:25 ～ 10:00 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐8
a90285 虚血性心疾患6 13:10 ～ 13:45 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐27
a90286 心筋炎・心筋症1 13:10 ～ 13:45 第7会場 東館3F　D会議室 7‐31
a90289 心筋炎・心筋症1 13:10 ～ 13:45 第7会場 東館3F　D会議室 7‐28
a90290 心筋炎・心筋症2 13:45 ～ 14:20 第7会場 東館3F　D会議室 7‐36
a90294 末梢血管3 10:00 ～ 10:35 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐13
a90295 虚血性心疾患2 9:25 ～ 10:00 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐9
a90296 虚血性心疾患6 13:10 ～ 13:45 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐28
a90300 不整脈1 8:50 ～ 9:25 第3会場 東館2F　中会議室 3‐4
a90302 学生・初期研修医セッション1 8:50 ～ 9:25 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐4
a90305 学生・初期研修医セッション2 9:25 ～ 10:00 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐7
a90310 末梢血管3 10:00 ～ 10:35 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐14
a90311 心筋炎・心筋症3 14:20 ～ 14:55 第7会場 東館3F　D会議室 7‐37
a90312 肺1 14:20 ～ 14:55 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐29
a90313 大動脈2+静脈 13:45 ～ 14:20 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐22
a90314 不整脈5 11:10 ～ 11:45 第3会場 東館2F　中会議室 3‐25
a90315 虚血性心疾患7 13:45 ～ 14:13 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐34
a90316 心不全1 9:32 ～ 10:07 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐11

3



演題ID セッション名 演題番号時刻 会場名

a90317 先天性1 10:50 ～ 11:25 第5会場 東館2F　第9会議室 5‐5
a90318 学生・初期研修医セッション11 8:50 ～ 9:32 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐3
a90321 学生・初期研修医セッション2 9:25 ～ 10:00 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐8
a90325 学生・初期研修医セッション6 8:50 ～ 9:25 第7会場 東館3F　D会議室 7‐1
a90326 虚血性心疾患2 9:25 ～ 10:00 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐10
a90327 心膜・腫瘍4 14:55 ～ 15:23 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐41
a90330 心膜・腫瘍2 13:45 ～ 14:20 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐34
a90333 学生・初期研修医セッション4 10:35 ～ 11:10 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐17
a90334 末梢血管3 10:00 ～ 10:35 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐15
a90335 YIAセッション3 10:00 ～ 10:35 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐15
a90336 学生・初期研修医セッション5 11:10 ～ 11:45 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐23
a90337 YIAセッション2 9:25 ～ 10:00 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐9
a90338 肺2 14:55 ～ 15:30 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐32
a90341 心膜・腫瘍1 13:10 ～ 13:45 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐30
a90342 弁膜症1 13:45 ～ 14:20 第3会場 東館2F　中会議室 3‐34
a90343 心膜・腫瘍3　 14:20 ～ 14:55 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐37
a90344 心筋炎・心筋症3 14:20 ～ 14:55 第7会場 東館3F　D会議室 7‐38
a90349 心膜・腫瘍4 14:55 ～ 15:23 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐42
a90352 学生・初期研修医セッション6 8:50 ～ 9:25 第7会場 東館3F　D会議室 7‐3
a90353 虚血性心疾患6 13:10 ～ 13:45 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐30
a90354 心筋炎・心筋症3 14:20 ～ 14:55 第7会場 東館3F　D会議室 7‐39
a90356 学生・初期研修医セッション6 8:50 ～ 9:25 第7会場 東館3F　D会議室 7‐4
a90357 学生・初期研修医セッション11 8:50 ～ 9:32 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐2
a90358 大動脈2+静脈 13:45 ～ 14:20 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐24
a90360 学生・初期研修医セッション2 9:25 ～ 10:00 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐9
a90362 学生・初期研修医セッション6 8:50 ～ 9:25 第7会場 東館3F　D会議室 7‐2
a90363 虚血性心疾患7 13:45 ～ 14:13 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐31
a90364 弁膜症1 13:45 ～ 14:20 第3会場 東館2F　中会議室 3‐31
a90365 学生・初期研修医セッション7 9:25 ～ 10:00 第7会場 東館3F　D会議室 7‐7
a90368 弁膜症2 14:20 ～ 14:55 第3会場 東館2F　中会議室 3‐37
a90370 学生・初期研修医セッション1 8:50 ～ 9:25 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐5
a90371 不整脈3 10:00 ～ 10:35 第3会場 東館2F　中会議室 3‐12
a90372 心筋炎・心筋症6 14:48 ～ 15:16 第6会場 東館3F　A,B,C会議室 6‐41
a90373 虚血性心疾患6 13:10 ～ 13:45 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐29
a90374 YIAセッション5 11:10 ～ 11:45 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐25
a90375 弁膜症2 14:20 ～ 14:55 第3会場 東館2F　中会議室 3‐38
a90376 心筋炎・心筋症3 14:20 ～ 14:55 第7会場 東館3F　D会議室 7‐40
a90377 不整脈4 10:35 ～ 11:10 第3会場 東館2F　中会議室 3‐20
a90378 先天性2 11:25 ～ 11:53 第5会場 東館2F　第9会議室 5‐6
a90379 YIAセッション4 10:35 ～ 11:10 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐16
a90381 先天性2 11:25 ～ 11:53 第5会場 東館2F　第9会議室 5‐7
a90382 不整脈4 10:35 ～ 11:10 第3会場 東館2F　中会議室 3‐16
a90383 弁膜症2 14:20 ～ 14:55 第3会場 東館2F　中会議室 3‐40
a90384 不整脈6 13:10 ～ 13:45 第3会場 東館2F　中会議室 3‐27
a90385 不整脈6 13:10 ～ 13:45 第3会場 東館2F　中会議室 3‐29
a90386 大動脈2+静脈 13:45 ～ 14:20 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐23
a90387 心膜・腫瘍3　 14:20 ～ 14:55 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐36
a90388 心膜・腫瘍3　 14:20 ～ 14:55 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐38
a90389 弁膜症1 13:45 ～ 14:20 第3会場 東館2F　中会議室 3‐35
a90390 心筋炎・心筋症5 14:13 ～ 14:48 第6会場 東館3F　A,B,C会議室 6‐37
a90391 不整脈4 10:35 ～ 11:10 第3会場 東館2F　中会議室 3‐18
a90392 学生・初期研修医セッション11 8:50 ～ 9:32 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐4
a90394 肺2 14:55 ～ 15:30 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐33
a90395 先天性2 11:25 ～ 11:53 第5会場 東館2F　第9会議室 5‐8
a90396 末梢血管4 10:35 ～ 11:10 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐16
a90397 虚血性心疾患7 13:45 ～ 14:13 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐32
a90398 心膜・腫瘍4 14:55 ～ 15:23 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐43
a90399 YIAセッション5 11:10 ～ 11:45 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐23
a90400 YIAセッション5 11:10 ～ 11:45 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐22
a90401 心不全2 10:07 ～ 10:42 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐13
a90402 心膜・腫瘍3　 14:20 ～ 14:55 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐40
a90403 心不全1 9:32 ～ 10:07 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐8
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a90404 虚血性心疾患3 10:00 ～ 10:35 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐11
a90406 不整脈3 10:00 ～ 10:35 第3会場 東館2F　中会議室 3‐13
a90408 学生・初期研修医セッション2 9:25 ～ 10:00 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐10
a90409 学生・初期研修医セッション4 10:35 ～ 11:10 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐19
a90410 虚血性心疾患7 13:45 ～ 14:13 第6会場 東館3F　A，B，C会議室 6‐33
a90411 不整脈6 13:10 ～ 13:45 第3会場 東館2F　中会議室 3‐28
a90412 YIAセッション2 9:25 ～ 10:00 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐7
a90413 学生・初期研修医セッション7 9:25 ～ 10:00 第7会場 東館3F　D会議室 7‐9
a90414 心筋炎・心筋症6 14:48 ～ 15:16 第6会場 東館3F　A,B,C会議室 6‐43
a90416 心膜・腫瘍3　 14:20 ～ 14:55 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐39
a90417 不整脈3 10:00 ～ 10:35 第3会場 東館2F　中会議室 3‐14
a90420 感染性心内膜炎 11:10 ～ 11:45 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐25
a90421 心膜・腫瘍2 13:45 ～ 14:20 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐35
a90422 学生・初期研修医セッション9 10:35 ～ 11:10 第7会場 東館3F　D会議室 7‐18
a90423 虚血性心疾患4 10:35 ～ 11:10 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐19
a90424 YIAセッション3 10:00 ～ 10:35 第1会場 西館1F　テルサホール 1‐14
a90425 心筋炎・心筋症5 14:13 ～ 14:48 第6会場 東館3F　A,B,C会議室 6‐36
a90426 大動脈2+静脈 13:45 ～ 14:20 第8会場 西館3F　第2会議室 8‐25
a90428 虚血性心疾患3 10:00 ～ 10:35 第2会場 東館2F　第1，第2，第3セミナー室 2‐12
a90429 末梢血管4 10:35 ～ 11:10 第4会場 東館2F　視聴覚研修室 4‐20
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