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ようこそペースメーカーフォローアップ研究会のホームページへ

研究会の紹介

当会は、ペースメーカーなどの植込みデバイスのフォローに携わる技士（師）同士が、日常業務の中で感じている疑問や

考え方を持ち寄り意見交換することで、疑問を解消し考え方や業務内容の妥当性を確認し合うことを目的に発足した会

です。

現在、植込みデバイスは多様化しICD、CRTD、ILRなどが多くの病院で臨床使用されています。これに伴い、適応される

患者の背景も多様となり、さらには自己心拍優先機能や遠隔モニタリングなど、新しいアルゴリズムや機能が次々と搭載

されてきています。

ペースメーカーフォローアップ研究会では、これらの現状を踏まえ「Up to Date」な研究会として、今後とも知識、技術の共

有の場を関係者のみなさまに提供して行こうと考えています。
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平成26年度 第14回ペースメーカーフォローアップ研究会

日 時：平成26年7月12日（土）

場 所：岡山国際交流センター 8階イベントホール 7階多目的ホール

Momotaroセッション（岡山特別企画）

1. 「遠隔モニタリングデータ あなたならどう対応する？」 症例検討

2. 「胸郭インピーダンスを用いたデバイスによる心不全管理」教育講演

ICDのショックリダクション

各社のショックリダクション機能に関する解説と事例報告

深読み長読みセッション

ぺースメーカーやICDのトラブルについて心電図やEGM見ながらをじっくり討論

ランチョンセミナー １

『植込み型デバイス治療に必要な臨床心臓解剖』

日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科

臨床教授 井川修先生

ランチョンセミナー ２

『刺激電極の理論と構造』

USCIホールディングス(株) CRDMビジネスユニット

テクニカルフェロー 豊島 健 先生

一般演題

当番世話人挨拶

一般演題募集 （平成26年2月1日〜4月30日）

最近のお知らせ

第14回研究会 演題募集開始

第14回研究会概要について

新世話人のご紹介

第13回研究会 抄録公開

第13回研究会プログラム等公開

深読み長読みセッション詳細公開

第13回研究会演題応募受付終了

第13回研究会ご案内ポスター

第13回研究会演題募集期限延長

事務局移転
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