一病院の勉強会から始まり任意団体としてＩＣＤ患者による患者会がスタートし社会変化に伴い組織の拡大として特定非営利活動法人（ＮＰ
Ｏ法人）化とした沿革を活動暦として記録しています。
1998 年～

医仁会武田総合病院内にて勉強会を実施（現在の会の前々身）

2000 年 12 月

関西ＩＣＤ友の会・発足総会（現在の会の前身）
医仁会武田総合病院・院長（当時）河合忠一先生を顧問、同不整脈科部長・池口滋先生を相談役として会の発足とな
っております。
当日は患者・家族同士の意見交換、病院スタッフ・メーカーを交えての質疑応答を開催しています。
勉強会 ※演者敬称略

2001 年 12 月

・ＩＣＤに関する注意事項と社会的取り組みについて

池口 滋 先生

・心房、心室二重電極型ＩＣＤ（dual chamber ICD）について

綿貫 正人 先生

定例総会
講演会 ※演者敬称略

2002 年 2 月

・ＩＣＤの生みの親、ミロースキー博士について

綿貫 正人 先生

・ＩＣＤ患者における生活の質（ＱＯＬ）の向上について

石原 俊一 先生

・よく尋ねられるＩＣＤに関する質問事項

高垣 勝 先生

・ＩＣＤの今後の方向性：両心室ペーシングとＩＣＤ

池口 滋 先生

臨時総会
・道路交通法改正に伴う運転免許について
・事務局設置について

2002 年 12 月

定例総会
初心者勉強会 ※演者敬称略
・心拍の仕組みについて

綿貫 正人 先生

・頻脈性不整脈の実際

久保田 知希 先生

・ＩＣＤの歴史と作動の原理

牧田 俊則 先生

・ＩＣＤのチェック項目

高垣 勝 先生

・ＩＣＤの植え込み後の生活

池口 滋 先生

講演会 ※演者敬称略

2003 年 4 月

・次世代ＩＣＤ（両心室ペーシングと心房細動除細動）

綿貫 正人 先生

・ＩＣＤの頻回作動とその対策

牧田 俊則 先生

・ＩＣＤの時期と頻度

高垣 勝 先生

・ＩＣＤと自家用車運転

池口 滋 先生

講演会
演題：ＩＣＤ発展の歴史と将来の展望
演者：国立循環器病センター 内科心臓部門 医長

栗田 隆志 先生

演題：運動の必要性と注意点
演者：医仁会武田総合病院 疾病予防センター科長
2003 年 7 月

今井 優 先生

懇親会
先生のご出席 ※順不同

2003 年 10 月

国立京都大学名誉教授

河合 忠一 先生

医仁会武田総合病院 部長

池口 滋 先生

滋賀県彦根市立病院 循環器科部長

綿貫 正人 先生

交流企画
バスツアー（淡路島・イングランドの丘～鳴門渦潮見学）

2003 年 12 月

定例総会
演題：ＩＣＤ植え込み適応となる致死性不整脈の基礎疾患
演者：国立神戸大学大学院医学系研究科循環呼吸器病態学
講演会
演題：あなたは愛する人を救えますか お互いの命を守る社会づくりを目指して

吉田 明弘 先生

演者：兵庫県立健康センター所長

河村 剛史 先生

※ＡＥＤ（自動体外式除細動器）デモンストレーション実施
2004 年 4 月

講演会
演題：いろいろな不整脈とそのつきあい方
演者：兵庫県立姫路循環器センター 循環器科 医長

2004 年 5 月

山城 荒平 先生

臨時総会
・特定非営利活動法人への組織変更について
・組織変更に伴い名称変更について

2004 年 7 月

交流企画
茶話会（会員・家族で実施）

2004 年 10 月

懇親会 『先生を囲む会』
先生のご出席 ※敬称略

2004 年 12 月

国立京都大学

河合 忠一 先生

医仁会武田総合病院

池口 滋 先生

滋賀県彦根市立病院 循環器科

綿貫 正人 先生

近畿大学附属病院

高井 博之 先生

国立神戸大学大学院

吉田 明弘 先生

兵庫県立姫路循環器センター

山城 荒平 先生

兵庫医科大学附属病院

清水 宏紀 先生

医仁会武田総合病院

高垣 勝 先生

定例総会
講演会
演題：不整脈と植え込み型除細動器（ＩＣＤ）
演者：兵庫医科大学付属病院 循環器内科

清水 宏紀 先生

講演会
演題：ＩＣＤの過去・現在・未来
演者：兵庫県宝塚市民病院 院長

小坂井 嘉夫 先生

※ＡＥＤ（自動体外式除細動器）デモンストレーション実施
2005 年 4 月

特定非営利活動法人 日本ＩＣＤの会 設立（３月認証）

2005 年 5 月

ＩＣＤ術後初心者勉強会
演題：不整脈とＩＣＤの話
演者：国立循環器病センター 内科心臓部門

里見 和浩 先生

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）デモンストレーション
演者：日本メドトロニック㈱ エマージェンシーレスポンスシステムズ部長

松尾 秀樹 様

発足記念講演会
演題：ＩＣＤ治療の実際と有効性
演者：国立循環器病センター 内科心臓部門 医長

栗田 隆志 先生

交流会
患者・家族・先生参加
2005 年 6 月

ＩＣＤ術後初心者勉強会（九州地区）
演者：国立九州大学大学院医学研究院 病態修復内科学

林田 晃寛 先生

九州支部発足記念講演会
演題：日本ＩＣＤの会九州支部の経緯と今後の動向
演者：国立九州大学 健康科学センター助教授

丸山 徹 先生

※ＡＥＤ（自動体外式除細動器）デモンストレーション実施
交流会
患者・家族・先生参加
2005 年 6 月

ＩＣＤ術後初心者勉強会（東海地区）
演者：国立九州名古屋大学大学院病態内科学講座器官制御内科学 講師

因田 恭也 先生

東海地区記念講演会
演題：突然死を防ぐために ～ ＩＣＤとＡＥＤ
演者：名古屋掖済会病院 副院長

加藤 林也 先生

※ＡＥＤ（自動体外式除細動器）デモンストレーション実施
交流会
患者・家族・先生参加
2005 年 7 月

交流会
茶話会（患者・家族同士にて実施）

2005 年 12 月

IＣＤ術後初心者勉強会（九州地区第二回）
演者 社会保険 小倉記念病院 循環器科

2006 年 2 月

講師 大阪医科大学附属病院 救急医療部
2006 年 5 月

合屋 雅彦 先生

心肺蘇生・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）実技講習会
西本 泰久 先生

定例総会
総会記念講演会
演題 三つの主な心臓・血管病の話～狭心症・心筋梗塞・大動脈瘤・・心筋症
演者 京都大学名誉教授

河合 忠一 先生

総会講演会
演題 ＩＣＤ治療における最新のトピックス
演者 滋賀県立成人病センター 循環器科 副部長兼救急部部長
2006 年 7 月

池口 滋 先生

ＩＣＤ術後初心者勉強会（東海地区第二回）
演者 名古屋第二赤十字病院 循環器内科

立松 康 先生

東海地区講演会
演題 突然死と植え込み型除細動器について
演者 名古屋第二赤十字病院 第三循環器科副部長
2006 年 9 月

吉田 幸彦 先生

ＩＣＤ術後初心者勉強会（大阪地区第二回）
演題 ＩＣＤ（植え込み型除細動器）について
演者 近畿大学 循環器内科

元木 康一郎 先生

大阪地区講演会
演題 ＩＣＤ最近の話題～電磁波障害等
演者 たかい内科クリニック 院長
2006 年 11 月

高井 博之 先生

交流会
患者・家族等参加

2007 年 2 月

交流会
患者・家族等参加

2007 年 3 月

ＩＣＤ術後初心者勉強会（九州地区第三回）
演題 ＩＣＤ埋め込み患者と日常生活・何を注意すればよいか
演者 国立病院機構九州医療センター 循環器科医長

2007 年 5 月

中村 俊博 先生

定例総会
総会記念ＩＣＤ術後初心者勉強会
演者 京都康生会武田病院 不整脈科

仁科 尚人 先生

総会記念講演会
演題 今後のＩＣＤ治療の展開
演者 京都康生会武田病院 不整脈科部長
2007 年 7 月

全 栄和 先生

ＩＣＤ術後初心者勉強会（東海地区第三回）
演題 新しいタイプのＩＣＤ除細動器付き両心室ペースメーカ
演者 愛知県立循環器呼吸器病センター 不整脈診療部長

村上 善正 先生

東海地区講演会
演題 心臓突然死とＩＣＤについて
演者 名古屋掖済会病院 副院長
2007 年 9 月

加藤 林也 先生

交流会
患者・家族等参加

2007 年 11 月

会発足７周年記念ＩＣＤ・ＣＲＴ－Ｄ(植え込み型除細動器)特別講演会
演題 狭心症、心筋梗塞のカテーテル治療の進歩
演者 三菱京都病院 心臓内科 副院長

三木 真司 先生

演題 不整脈の治療、機器の未来
演者 国立循環器病センター 心臓血管内科 医長

栗田 隆志 先生

演題 人は自分を癒す力を持っている
演者 彦根市立病院 緩和ケアー科 部長

黒丸 尊治 先生

交流会
患者・家族・先生等参加
2008 年 2 月

23 日
宮崎リーガルホテルにて南九州地区交流会開催
24 日
記念講演会（九州地区第四回講演会）北九州西日本総合展示場会議室
演題 米国での冊子よりＩＣＤ患者の運転の安全性など
演者 湯布院厚生年金病院院長

有田 眞 先生

演題 不整脈治療の今後の展開、患者さんのＱＯＬ向上の為に
演者 小倉記念病院循環器科部長
演題

合屋 雅彦 先生

困っているのはあなただけではない、ハートラインの一年から

演者 小倉記念病院ハートセンター デバイスチーム
今年度の不整脈学会誌へのＩＣＤ関連の論文掲載の報告
九州大学健康科学センター准教授
2008 年 6 月

丸山 徹 先生

定例総会
参加挨拶 最高顧問 京都大学医学部名誉教授 康生会武田総合病院顧問

河合 忠一 先生

参加挨拶 最高顧問 湯布院厚生年金病院

有田 眞 先生

初心者勉強会
演題 ＩＣＤ治療の進歩と最近の適応拡大
演者 京都大学循環器科

静田 聡 先生

演題 ＩＣＤ手術の実際と術後のフォローアップ
演者 京都大学循環器科

土井 孝治 先生

総会記念講演会
演題 デバイスを用いた不整脈を巡る最近のトピックス
演者 滋賀医科大学呼吸循環器内科教授
2008 年 7 月

堀江 稔 先生

第４回東海地区講演会
講師 名古屋大学医学部付属病院循環器内科

因田 恭也 先生

演題 ICD 患者の現在の状況、問題点、これからの展望
東海地区記念講演
講師 東海地区最高顧問 名古屋掖済会病院 副院長

加藤 林也 先生

演題 心臓病・不整脈・救命社会について
2008 年 9 月

会員家族の交流会 京都
患者・家族等参加
特別参加 相談回答者
九州大学健康科学センター准教授

2008 年 10 月

丸山 徹 先生

第 4 回大阪 ICD 患者・家族の勉強会、交流会
演題 ICD・CRT-D 治療の現状と将来の展望
演者 大阪大学大学院 先進心血管治療学

水野 裕八 先生

演題 放置できない不整脈 心房細動
演者 大阪府立急性期 総合医療センター 心臓内科部長

奥山 裕司 先生

患者・家族交流会
2008 年 11 月

第 1 回ユースドリームクラブ初会合 京都
臨時交流会（親御さん等）

2008 年 12 月

13 日
長崎（九州）ICD 患者・家族の勉強会
演題 「ＩＣＤ植込みと心のケアについて」
講師 長崎国際大学 健康管理学部 学部長

矢野 捷介 先生

演題 「ＩＣＤの最近の話題～ＩＣＤ植込み患者さんが知っておくべきこと」
講師 長崎大学 医学部歯学部附属病院 医局長
患者と家族の交流会
2008 年 12 月

14 日

小宮 憲洋 先生

九州地区 第五回 ICD 勉強会（博多）
初心者患者勉強会
演題 「定期的ＩＣＤチェックの重要性」
講師 九州大学大学院 医学研究院循環器内科学

井上 修二朗 先生

演題 「不整脈の治療:ＩＣＤ治療と薬物治療」
講師 九州大学大学院 医学研究院保健学部門 教授

樗木 晶子 先生

患者と家族の交流会
2009 年 3 月

1日
第一回中国・四国地区講演会・交流会（岡山コンベションセンター）

1
日

第
2009 年 5 月
一回中国・四
国地区講演

演題 「ICD との付き合い方」
演題 「ICD との付き合い方」
講師 岡山ハートクリニック 内科部長
講師 岡山ハートクリニック 内科部長
演題 「ＩＣＤの開発・発展の歴史を考える」
生
講師 岡山大学名誉教授・心臓病センター榊原病院 研究部長

川村 比呂志 先

川村 比呂志 先生
大江 透 先生

患者と家族の交流会
24 日
メルパルク京都 6 階会議室 C
定例総会

会・交流会（岡

参加挨拶 最高顧問 京都大学医学部名誉教授 康生会武田総合病院顧問

山コンベション

特別講演会

河合 忠一 先生

演題 「患者さんの思いを医療へ」

センター）

講師 東京大学医科学研究所
先端医療社会コミニケーションシステム社会連携部門 特任助教

田中 祐次 先生

演
題 「ICD との
付き合い方」

演題 「ＩＣＤ．ＣＲＴ－Ｄの近未来」
講師 国立循環器病センター心臓内科部門医長

里見 和浩 先生

演題 「最新のアブレーション治療について」
講師 京都桂病院心臓血管センター不整脈科部長

円城寺 由久 先生

講
師 岡山ハー

質疑応答
別室にて交流会

トクリニック
2009
年 8 月内

1日

科部長

第 5 回東海地区講演会交流会（名駅モリシタビル 7 階）

川

村 比呂志
先生

東海地区最高顧問挨拶 名古屋掖済会病院 院長

加藤 林也 先生

演題 看護師さんのお話
講師 名古屋大学附属病院 循環器内科病棟(１２Ｗ病棟)副看護師長

安藤 典子氏

演題 不整脈のアブレーション治療について
講師 名古屋大学医学部附属病院 循環器内科
演
題 「ＩＣＤの開
発・発展の歴

演題 ＩＣＤ．ＣＲＴの近未来―実用化される遠隔モニタリングシステム
講師 豊橋ハートセンター 循環器内科部長

山城 荒平 先生

全体質疑応答

史を考える」

患者家族の意見交換会、相談会 第１会議室

2009 年 8 月

2日

講

因田 恭也 先生

第 1 回静岡地区講演会交流会
（静岡県コンベンションアーツセンターグランシップ）

師 岡山大学
名誉教授・心
臓病センター
榊原病院 研
究部長

大

演題 「植え込み型除細動器(ICD)の挿入、治療の実際～重症不整脈との戦い」
講師 静岡済生会病院 不整脈科 医長

横山 恵理子 先生

演題 「致死性不整脈が起こる仕組み」
講師 静岡済生会病院 不整脈科 科長

小坂 利幸 先生

全体質疑応答
患者家族の意見交換会、相談会
2009 年 9 月

6日
第5回大阪ICD患者家族の勉強会・交流会
大阪府立国際会議場 1202 号室
ICD 患者勉強会
演題 「最新のアブレーション治療について」

2009 年 11 月

講師
桜橋渡辺病院心臓血管センター不整脈科 科長
科長
講師 桜橋渡辺病院心臓血管センター不整脈科
講演会
講師 桜橋渡辺病院心臓血管センター不整脈科 科長
演題 「ＩＣＤ管理の今後:遠隔モニタリングの有効性」

井上 耕一 先生

講師
近畿大学医学部循環器内科 准教授
准教授
講師 近畿大学医学部循環器内科
患者と家族の交流会、相談会

栗田 隆志 先生

29 日
第 1 回東日本ブロック東京講演会
東京新宿ワシントンホテル 新館 3 階会議室
ICD・CRT-D 初心者患者講演会
演題 「ＩＣＤ植え込み後の留意点」
講師 慶応義塾大学医学部循環器内科伝送心電図受信・診断部門 講師

佐藤 俊明 先生

講演会
演題 「ICD 植込み前、後のアブレーション治療」
講師 横浜労災病院循環器内科 部長

野上 昭彦 先生

演題 「自宅でできる新しい ICD・CRT-D 診療－遠隔モニタリングの話－」
講師 東京女子医科大学心臓病センター循環器内科 准教授

庄田 守男 先生

患者と家族の意見交換会、相談会、交流会
2009 年 12 月

12 日
第 2 回長崎 ICD 患者家族の勉強会、交流会
コンフォートホテル長崎

会議室

「安心した生活を送るためにー病棟、外来看護師のかかわりについて」
講師：長崎大学病院

10 階西病棟看護師

永富 礼二氏

医科外来看護師

井川 幸子氏

講演会
演題 「致死的不整脈の非薬物療法」
講師 長崎大学 医学部歯学部附属病院

医局長

小宮

憲洋 先生

矢島

真知子 先生

患者と家族の交流会（相談会）
2010 年 1 月

23 日
第 1 回沖縄・那覇 ICD 患者家族の勉強会
沖縄県市町村職員共済組合 自治会館
講演会
演題：「ＩＣＤ植込み後の日常生活における注意点」
講師：琉球大学医学部附属病院 ＭＥ機器センター

演題：「不整脈の最新治療」
講師：琉球大学 医学部附属病院 第二内科

比嘉 聡 先生

患者と家族の交流会（相談会）
2010 年 1 月

24 日
第 6 回九州地区 ICD 講演会、交流会
博多グリーンホテル新館アネックス 会議室
ＩＣＤ術後初心者勉強会
演題：｢ＩＣＤの歴史と最新の話題｣
講師：福岡大学筑紫病院

内科第一

准教授

山之内

良雄

先生

ＩＣＤ特別講演会
演題：「ＩＣＤ植込み後の管理、諸問題とその対策」
演題：「ＩＣＤ植込み後の管理、諸問題とその対策」
講師：小倉記念病院 循環器科 部長
講師：小倉記念病院 循環器科 部長

合屋

雅彦

先生

全体質疑応答、意見交換会、交流会
2010 年 5 月

16 日
平成 22 年度通常総会

メルパルク京都 5 階会議室

設立 10 周年記念特別講演会
演題：「知っておきたい三つの心臓、血管病の話」
講師：医仁会武田総合病院顧問、京都大学名誉教授

河合 忠一 先生

初心者勉強会
演題：「ＩＣＤの原理、歴史、日常生活の注意点」
講師：国立循環器病研究センター 心臓内科不整脈部

山田 優子 先生

設立 10 周年記念特別講演会
演題：「ＩＣＤ患者の自動車運転、学会でのお話」
講師：近畿大学医学部循環器内科 准教授

栗田 隆志 先生

設立 10 周年記念特別講演会
演題：「ＩＣＤ．ＣＲＴ－Ｄ機器の近未来と治療法」
講師：康生会武田病院不整脈センター 所長

全 栄和 先生

全体質疑応答
会員、顧問医師、ＩＣＤ各社との１０周年記念パーティー
2010 年 7 月

3日
第 2 回 東日本ブロック横浜講演会

コートホテル新横浜 会議室

ＩＣＤ．ＣＲＴ－Ｄ初心者患者講演会
演題：「デバイスに対する電磁障害について」
横浜市立大学医学部附属病院循環器内科

准教授

石川 利之 先生

ＩＣＤ．ＣＲＴ－Ｄ患者講演会
演題：「カテーテルアブレーション治療とは」
講師：横浜労災病院

循環器内科

部長

全体質疑応答
患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2010 年 7 月

4日

野上 昭彦 先生

第 1 回 北海道ブロック札幌講演会

札幌ハウスユースホステル講堂

ＩＣＤ．ＣＲＴ－Ｄ初心者患者講演会
演題：「ＩＣＤの歴史.進歩」
講師：北海道大学病院循環器内科

横式 尚司 先生

ＩＣＤ．ＣＲＴ－Ｄ患者講演会
演題：「ＩＣＤトラブルシューティングとリモートモニタリング」
講師：カレスサッポロ北光記念病院

循環器内科

部長

四倉 昭彦 先生

全体質疑応答
患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2010 年 7 月

31 日
第 2 回静岡県地区講演会
静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ・第 904 会議室
演題：「ＩＣＤ治療の実際;植込みから長期管理まで」
講師：静岡済生会総合病院

不整脈科

長谷部 秀幸 先生

演題：「心臓内の電気的渦巻きと突然死」
講師：静岡済生会総合病院

不整脈科

科長

小坂 利幸 先生

全体質疑応答、患者家族の意見交換会、相談会
2010 年 8 月

1日
第 6 回 東海地区講演会・勉強会
名駅モリシタビル
開会挨拶

7階

藤田

設立 10 周年記念講演会

第 2・第 3 会議室

竹思良理事長

演題：愛知県の救急医療の現状
講師：名古屋掖済会病院

院長

加藤 林也 先生

演題：植込みデバイス装着患者における電磁障害
講師：愛知医科大学病院

循環器内科

准教授

水谷 登 先生

演題 :ＩＣＤ．ＣＲＴの遠隔モニタリングシステム
講師：名古屋第二赤十字病院
全体質疑応答
2010 年 11 月

循環器内科部長

吉田 幸彦 先生

交流会

7日
第 7 回 九州地区 ICD・CRT-D 勉強会
八重洲博多ビル

第 7 会議室

演題： ICD 初心者患者勉強会「ICD 近未来・今後の展望」
講師： 九州大学健康科学センター 准教授

丸山 徹 先生

演題：「循環器の予防-----生活習慣病を中心に」
講師：九州大学大学院 医学研究院保健学部門 教授
全体質疑応答
2010 年 11 月

患者と家族の交流会・相談会

21 日
ICD 患者 家族の交流会
メルパルク京都 会議室 6

樗木 晶子 先生

患者と家族の交流会

2010 年 12 月

滋賀県成人病センター 臨床工学部 臨床工学技士

高垣 勝 氏

武田病院グループ 医仁会武田総合病院 薬局長

馬瀬 久宜 氏

4日
第 2 回 沖縄・那覇 ICD 患者 家族の勉強会
沖縄県市町村職員共済組合 自治会館 会議室
演題： ICD 不整脈の講演会「自分の ICD について、もっと良く知ろう」
講師： 琉球大学医学部附属病院 ME 機器センター

矢島 真知子 先生

演題：「ICD 植込み後のトラブルシューティングについて」
講師：琉球大学医学部附属病院 第二内科
全体質疑応答
2011 年 1 月

比嘉 聡 先生

患者と家族の交流会・相談会

30 日
第 6 回 大阪 ICD 患者 家族の勉強会・交流会
エル・大阪 本館二階文化プラザ（大阪府立労働センター）
演題：「ICD ケアについて」
講師：大阪赤十字病院 心臓血管センター 病棟看護師

中西 敦子 氏

演題：ICD 初心者講演会
講師：大阪赤十字病院 不整脈科 医師

内山 幸司 先生

演題：ICD 特別講演会「ICD 機器の近未来と不整脈治療の実際」
講師：大阪赤十字病院 不整脈科 部長
全体質疑応答
2011 年 5 月

牧田 俊則 先生

患者と家族の交流会・相談会

15 日
平成 23 年度総会、特別講演会
JR 京都駅前 メルパルク京都

6 階会議室

挨拶 医仁会武田総合病院顧問 京都大学名誉教授

河合 忠一 先生

演題：「ＡＥＤ.ＩＣＤを通して命の尊さを考える」
講師：東京女子医科大学名誉教授

笠貫 宏 先生

演題：「心臓発作から身を守るための危機管理」
講師：国立循環器病センター 心臓血管内科部門 部門長

野々木 宏 先生

演題：「狭心症と心筋梗塞のカテーテル治療について 」
講師：三菱京都病院 院長

三木 真司 先生

演題：「ＩＣＤ．ＣＲＴ－Ｄホームモニタリング．今後の不整脈医療」
講師：康生会武田病院不整脈センター 所長

全 栄和 先生

演題：「不整脈のアブレーション治療について」
講師：国立循環器病センター心臓血管内科 医長
全体質疑応答

里見 和浩 先生

2011 年 7 月

2日
第２回 北海道-札幌 患者「こころの会」
ホテルサンルート札幌 3 階会議室 宗谷
ＩＣＤ・ＣＲＴ－Ｄ初心者患者講演会
演題：「ＩＣＤ患者の日常生活での留意点」
講師：北海道社会保険病院臨床工学科

多羽田 雅樹 先生

ＩＣＤ・ＣＲＴ－Ｄ患者講演会
演題：「ショツクデバイスの在宅モニタリングと不整脈治療の現在.未来」
講師：北海道社会保険病院 循環器内科 医長

石丸 伸司 先生

全体質疑応答
患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2011 年 7 月

16 日
第 8 回九州-博多 患者家族「こころの会」
博多グリーンホテル新館アネックス 会議室
ICD 術後初心者勉強会
演題：｢ICD 留置患者の日常生活の注意点｣
講師：小倉記念病院ハートセンター看護師チーム
ICD 特別講演会
演題：「ＩＣＤ患者が安全に安心して仕事ができる社会を作るために」
講師：産業医科大学 循環器内科医学部不整脈先端治療学 教授

安部 治彦 先生

演題：「ＩＣＤ留置後の頻回作動、留置後の感染をいかに治療するか」
講師：小倉記念病院 循環器科

部長

合屋 雅彦 先生

全体質疑応答、意見交換会、こころの会（交流会）
2011 年 7 月

17 日
第 1 回九州-鹿児島ＩＣＤ患者「こころの会」
鹿児島県医師会館 ３F 中ホール２
講演会
演題：「私が体験した ICD 植込みまでの経過」
講師：隼人温泉病院 循環器科

市成 浩太郎 先生

演題：「ＣＲＴ－Ｄ治療について」
講師：鹿児島大学病院心臓血管内科

市來 仁志 先生

患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2011 年 7 月

30 日
東海地区開催 7 周年記念 第 7 回 東海地区講演会・患者家族「こころ」の会
名古屋駅前会議室タキビル 4 階 A 会議室
東海地区最高顧問挨拶
名古屋掖済会病院 院長

加藤 林也 先生

講演会
演題：「ＩＣＤ植込み後の管理～現状と今後について」
講師：一宮市立市民病院 循環器内科

浅井 徹 先生

演題：ＩＣＤ治療に関連する心室頻拍、心不全治療について」
講師：名古屋市立東部医療センター 副院長

村上 義正 先生

全体質疑応答、意見交換会、こころの会（会員相互交流会）
10 時～12 時 「ゆらハートの会」4 階Ｂ会議室
2011 年 10 月

1日
第 2 回 中国、四国地区講演会・こころの会
倉敷ステーションホテル会議室
ＩＣＤ術後初心者勉強
演題：デバイス管理におけるコメディカルの役割について
講師：倉敷中央病院

生理検査技師

高橋 勝行 先生

ＩＣＤ講演
演題：「ＩＣＤと電磁干渉について」
講師：倉敷中央病院

循環器内科

藤井 理樹 先生

患者と家族の交流会相談会
2011 年 10 月

2日
第 7 回 大阪 ICD 患者、家族の勉強会・こころの会
大阪府立労働センターエル大阪会議室
ＩＣＤ、最近の話題
講師：近畿大学医学部

循環器内科 准教授

栗田 隆志 先生

患者と家族の交流会
2011 年 10 月

16 日
第 3 回 東京 ICD 患者、家族の講演会・こころの会
東京浜松町 味覚糖ＵＨＡ館東京 会議室
ＩＣＤ特別講演
演題：「さらに改良されていくＩＣＤ・ＣＲＴ-Ｄ」
講師：東邦大学医療センター大橋病院循環器内科 教授

杉 薫 先生

演題：「ＩＣＤ患者のＱＯＬの改善のために」
講師：川崎市立多摩病院循環器科

医長

副島 京子 先生

患者と家族の交流会「体験談や不安悩みを語りましょう」
2011 年 11 月

20 日
会員のこころの会、相談、交流会
京都タワーホテル 7 階ガーデンシティ京都 会議室 橘
演題：「私が体験した ICD 植込みまでの経過、一循環器専門医として、患者として」
講師：鹿児島県 隼人温泉病院 循環器科部長

市成 浩太郎 先生

相談、交流会
アドバイザー
滋賀県成人病センター 臨床工学技士

高垣 勝 先生

2011 年 12 月

3日
第 3 回沖縄 ICD・CRT-D 患者家族の勉強会・こころの会
沖縄県市町村職員共済組合 自治会館 会議室
ご挨拶
「学会からのお話し」
医療法人博愛会牧港中央病院 副院長

比嘉 聡 先生

講演
演題：「最新不整脈治療」
講師：医療法人博愛会牧港中央病院循環器内科 医長

石垣 清子 先生

演題：「より良いＩＣＤ．ＣＲＴ-Ｄ治療を目指して」
講師： 医療法人博愛会牧港中央病院循環器内科 医員

前里 輝 先生

患者と家族の昼食会（こころの会、懇親会）
2012 年 3 月

20 日
第
日 3 回長崎 ICD 患者家族の勉強会
コンフォートホテル長崎 ２階会議室
演題：「ICD に関する最近の話題」
講師：長崎大学 医学部歯学部付属病院 医局長

小宮 憲洋 先生

患者と家族の交流会、相談会
2012 年 5 月

20 日
JR 京都駅前 メルパルク京都

6 階会議室

平成２４年度総会
ご挨拶 医仁会武田総合病院顧問 京都大学名誉教授 河合忠一先生
講師：国立循環器病センター心臓血管内科部門 不整脈科医長 野田崇先生
演題：「ＩＣＤの歴史と注意点」
講師：鹿児島県霧島市隼人温泉病院循環器科 部長
演題：「生活習慣病とうまく付き会って行く方法

講師：康生会武田病院不整脈治療センター 所長
演題：「ＩＣＤ.ＣＲＴ－Ｄの最近の話題

市成 浩太郎 先生

ＩＣＤ患者として.循環器専門医として」
全 栄和 先生

最新のアブレーション治療.リード抜去」

講師：滋賀県成人病センター 臨床工学技士

高垣 勝氏

演題：「電磁波のＩＣＤへの影響について」
講師：日本 ICD の会新監事

看護師

舩津 由美子氏

演題：「看護師としての思い」
全体質疑応答
懇親会パーティー
2012 年 6 月

23 日
第８回 東海地区講演会・勉強会
ウインクあいち（愛知県産業労働センター） １１０４会議室
東海地区最高顧問挨拶 名古屋掖済会病院 院長

加藤 林也 先生

講師：名古屋掖済会病院 循環器科部長

佐野 宏明 先生

演題：「遠隔モニタリングについて」
講師：豊橋ハートセンター循環器内科部長

山城 荒平 先生

演題：「不整脈治療の最近の進歩---我々の取り組み---」
講師：隼人温泉病院循環器科部長＆日本ＩＣＤの会監事

市成 浩太郎 先生

演題：「ＩＣＤ患者として循環器専門医として—生活習慣病について」
全体質疑応答
こころの会 会員相互相談交流会
2012 年 6 月

24 日
第４回東日本ブロック東京講演会
東京新宿ワシントンホテル 新館 3 階会議室
講師：杏林大学医学部付属病院 循環器内科

佐藤 俊明 先生

演題：「デバイス外来で最近おもうこと」
講師：東京女子医科大学 臨床工学部 西病棟心臓カテーテル検査室

熊丸 隆司 臨床工学技士

演題：「ＩＣＤと臨床工学技士の関わり」
講師：東京女子医科大学心臓病センター循環器内科 准教授

庄田 守男 先生

演題：「デバイス感染症を防ぐためには」
全体質疑応答 患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2012 年 7 月

15 日
第 2 回鹿児島ＩＣＤ患者家族の勉強会、交流会
ＪＲ鹿児島九州ホテル 会議室
講師：隼人温泉病院 循環器科

市成 浩太郎 先生

演題：「二度とご家族に心配かけないために、生活習慣病とうまくつきあって行く方法」
講師：九州大学健康科学センター准教授

丸山 徹 先生

演題：「ICD 最近の話題」
全体質疑応答 患者家族の交流会

2012 年 7 月

16 日
第 9 回九州小倉講演会

ＫＭＭビル 4 階 第 4 会議室（新幹線口）

講師：小倉記念病院ハートセンター看護師チーム
演題：｢ＩＣＤ患者さんに注意してもらいたいこと」
講師：小倉記念病院 循環器内科

永島 道雄 先生

演題：「ＩＣＤとは」
講師：小倉記念病院 循環器内科アブレーション部 主任部長
演題：「デバイス留置患者さんにおける作動、感染の治療の最前線」
全体質疑応答 患者家族の交流会

合屋 雅彦 先生

2012 年 9 月

9日
第 3 回北海道、旭川講演会

旭川ターミナルホテル（旭川駅前） 6 階会議室

講師：旭川医科大学病院臨床工学室 主任

宗方 孝次 先生

演題：「ＩＣＤ外来で何をチェックするのか? ～ＭＥの立場から」
講師：旭川医科大学保健管理センター教授

川村 祐一郎 先生

演題：「ＩＣＤ・ＣＲＴ－Ｄを植え込むのはどんな心臓病か?」
全体質疑応答 患者家族の交流会
2012 年 10 月

28 日
第８回大阪.ＩＣＤ患者.家族の勉強会

難波御堂筋ホール ８Ｆ Ｂ会議室

講師：鹿児島隼人温泉病院循環器内科部長

市成 浩太郎 先生

演題：生活習慣病予防について----循環器医.ＩＣＤ患者として
講師：近畿大学医学部附属病院心臓血管センター 教授

栗田 隆志 先生

演題：植込み型除細動器、最近の話題
全体質疑応答 患者家族の交流会
2012 年 11 月

３日
出雲市ＩＣＤ.患者.家族の勉強会

ビックハート出雲会議室

講師：松江赤十字病院 臨床工学技士

福田 勇司氏

演題：｢ＩＣＤの電磁干渉について｣
講師：ＮＰＯ法人日本ＩＣＤの会 監事 看護師

舩津 由美子氏

演題：｢心のケアと日常生活の不安の軽減について」
講師：島根大学医学部 循環器内科

伊藤 新平 先生

演題：｢心不全について」
講師：島根大学医学部 循環器内科医長

菅森 峰 先生

演題：｢ＩＣＤの最近の話題と未来について」
全体質疑応答、患者家族の交流会
18 日
京都 ICD 講演会・心肺蘇生実技講習会《ＡＥＤ》 メルバルク京都 4 階会議室
ＩＣＤ患者の自動車運転に関する道路交通法改正による警察庁にてのヒアリング等
理事長
藤田 竹思良
警察庁にてのヒアリング等
講師：三菱京都病院 心臓内科 副部長

河野 裕 先生

演題：「心臓突然死 その予防と緊急時の対処」
講師：当会顧問 九州大学健康科学センター 准教授

丸山 徹 先生

演題：「ＩＣＤの最近の話題と近未来について」
講師：当会監事 鹿児島隼人温泉病院循環器部長
演題：「心肺蘇生におけるＡＥＤへの思い、
そしてお守りとしてのＩＣＤ植込みについての体験談」
ＩＣＤ植込みについての体験談」
「ＡＥＤを用いた心肺蘇生実技講習会」
2012 年 12 月

１日
第 4 回.沖縄.ⅠＣＤ.患者家族の勉強会.ＡＥＤ心肺蘇生実技講習会

市成 浩太郎 先生

沖縄県市町村職員共済組合 自治会館 会議室
講師：博愛会牧港中央病院 副院長

比嘉 聡 先生

演題：「最新不整脈心不全治療の世界的動向」
講師：博愛会牧港中央病院循環器内科 医長

石垣 清子 先生

演題：「致死的不整脈の最前線」
講師：博愛会牧港中央病院循環器内科 医員

前里 輝 先生

演題：「ＡＥＤ/心肺蘇生の実際」
心肺蘇生実技講習会
懇親会
2013 年 5 月

相談会

１9 日
平成 25 年度総会及びＩＣＤ最新の話題.社会問題.自動車運転の特別講演会
ＪＲ京都駅前 メルパルク京都 6 階会議室
平成２５年度 総会 挨拶 理事長 藤田 竹思良
挨拶 医仁会武田総合病院顧問 京都大学名誉教授

河合 忠一 先生

講師：日本ＩＣＤの会監事 デバイス看護師

舩津 由美子氏

演題：「ＩＣＤ患者のケアーについて 看護師としての取り組み」
講師：日本ＩＣＤの会監事 鹿児島隼人温泉病院

市成 浩太郎 先生

演題：「生活習慣病について」
講師：産業医科大学不整脈先端治療学 教授

安部 治彦 先生

演題:「ＩＣＤ患者の社会問題について」
講師：警察庁交通局運転免許課 担当官（道路交通法改正による）
演題：「意識を失う可能性のある方の自動車運転.有識者会議報告等」
講師：国立循環器病センター 不整脈科

山田 優子 先生

演題：「ＩＣＤの歴史から最新の話題」
講師 京都大学付属病院 循環器内科

土井 孝浩 先生

演題：「ＩＣＤ.ＣＲＴ－Ｄの手術の実際.術後管理について」
講師：康生会武田病院 不整脈治療センター 医長

佐藤 大祐 先生

演題：「不整脈のアブレーション治療.リード抜去.当院の経験」
講師：三菱京都病院 心臓内科 院長

三木 真司 先生

演題：「心不全の治療について」
患者：家族：医師：医療関係者：懇親会パーティー
2013 年 6 月

23 日
第 9 回 東海地区講演会・勉強会
名駅モリシタビル 7 階 第 2 第 3 会議室
東海地区最高顧問挨拶 名古屋掖済会病院 院長

加藤 林也 先生

講師：一宮市立市民病院 臨床工学科臨床工学技士

奥村 一史 先生

演題：｢ＩＣＤへの臨床工学技士の関わり｣
講師：一宮市立市民病院 循環器内科 医長

浅井 徹 先生

演題：｢ＩＣＤ.ＣＲＴＤについての最近の話題」
講師：名古屋大学附属病院 循環器内科 講師
演題：｢心室性不整脈のアブレーション--ＩＣＤ作動を減らすために｣
全体質疑応答、交流会
2013 年 6 月

29 日
第 1 回 栃木県宇都宮講演会

因田 恭也 先生

ホテルサンシャイン宇都宮 ２階会議室
講師：自治医科大学附属病院 循環器内科

甲谷 友幸 先生

演題：｢電磁干渉、日常生活における注意点｣
講師：自治医科大学さいたま医療センター 循環器内科

三橋 武司 先生

演題：｢ＩＣＤ.ＣＲＴ－Ｄ最近の進歩」
全体質疑応答、患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2013 年 6 月

30 日
第 5 回 東日本ブロック東京講演会
東京新宿ワシントンホテル 新館 3 階会議室
講師：杏林大学医学部付属病院 循環器内科

佐藤 俊明 先生

演題：｢ＩＣＤ作動停止の選択｣
講師：鹿児島隼人温泉病院 循環器科

市成 浩太郎 先生

演題：｢生活習慣病予防についてＩＣＤとつきあっていく方法」
全体質疑応答 患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2013 年 10 月

5日
第 4 回長崎 ICD 患者家族の勉強会
コンフォートホテル長崎 ２階会議室
演題：「ICD に関する最近の話題」
講師：長崎大学 医学部歯学部付属病院

深江 学芸 先生

患者と家族の交流会、相談会
2013 年 10 月

6日
第 10 回九州博多講演会
博多グリーンホテル新館アネックス 会議室
演題：「電磁干渉と日常生活の注意点」
講師：九州大学病院 循環器内科

井上 修二朗 先生

演題：「生活習慣と不整脈」
講師：九州大学大学院 医学研究院保健学部門 教授

樗木 晶子 先生

全体質疑応答、交流会
2013 年 11 月

23 日
心臓突然死撲滅特別講演 新しい機器のＩＣＤ講演会交流会
京都駅前 メルバルク京都 4 階会議室
演題：「生活習慣に関することについて」医師、ＩＣＤ患者として
講師：監事 鹿児島隼人温泉病院循環器内科 部長

市成 浩太郎 先生

演題：「ＭＲＩ対応のＩＣＤについて」
講師：康生会武田病院不整脈治療センター 所長

全 栄和 先生

演題：「心臓突然死:不測の事態にどう備えるか」
講師：近畿大学心臓血管センター 教授

栗田 隆志 先生

ＡＥＤの簡易講習会

フクダ電子株式会社様

会員、家族の交流会
2013 年 11 月

24 日
第 2 回 山陰ＩＣＤ患者の講演会.患者交流会
サンラポーむらくも 彩雲の間 会議室
演題：｢ＩＣＤの電磁干渉について｣
講師：松江赤十字病院 臨床工学技士

福田 勇司氏

演題：｢看護師の立場として」
講師：ＮＰＯ法人日本ＩＣＤの会 監事 看護師

舩津 由美子氏

演題：「生活習慣病について」
講師：島根大学医学部 循環器内科

伊藤 新平 先生

演題：｢ＩＣＤの作動.その傾向と対策」
講師：松江赤十字病院 循環器内科副部長

井上 義明 先生

全体質疑応答、患者家族の交流会

2013 年 12 月

1日
日本ＩＣＤの会 第 6 回 東日本ブロック横浜講演会
ＴＫＰガーデンシティ横浜 コンカード横浜２階
演題：「臨床心理士の話」
講師：済生会横浜市東部病院

臨床心理士

鏑木 新菜氏

演題：「日常生活と電磁干渉について」
講師：聖マリアンナ医科大学病院 クリニカルエンジニア部

臨床工学技士

佐藤 尚氏

演題：「ＩＣＤ診療について思うこと」
講師：済生会横浜市東部病院 循環器内科

副部長

酒井 毅 先生

医長

高野 誠 先生

演題：「ＩＣＤと共に生きる。」
講師：聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科
患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2014 年 3 月

1日
第 5 回沖縄 ICD 講演会・AED 心肺蘇生実技講演会
沖縄県市町村自治会館 4 階 第 5・6 会議室
演題：｢ICD/CRTD に関する最近の知見」
講師：医療法人博愛会牧港中央病院 副院長

比嘉 聡 先生

演題：｢ICD 患者の自動車運転免許について」
講師：沖縄県立中部病院 循環器内科

高橋 孝典 先生

演題：｢ICD 作動に関する傾向と対策」
講師：社会医療法人敬愛会中頭病院 循環器内科 部長

屋宜 宣守 先生

AED 心肺蘇生実技講習会
全体質疑応答 患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2014 年 5 年

18 日
第 14 回通常総会.講演会
JR 京都駅前 メルパルク京都 6 階会議室
平成 26 年度 総会 挨拶 理事長 藤田 竹思良
挨拶 医仁会武田総合病院顧問 京都大学名誉教授

河合 忠一 先生

講師：厚生労働省障害福祉部認定係 係長

青木健一氏

演題：「障害認定改正の経過報告
講師：九州大学基幹教育院健康支援センター 教授

丸山 徹 先生

演題：「障害認定と道路交通法改正思いやりの医療とは」
講師：日本ＩＣＤの会監事 鹿児島隼人温泉病院

市成 浩太郎 先生

演題：「生活習慣病の原因と予防」
講師：康生会武田病院 不整脈治療センター 所長

全 栄和 先生

演題：「最新の不整脈治療の最前線」
講師：滋賀県立成人病センター循環器内科 科長

池口 滋 先生

演題：「適切作動、不適切作動の回避法」
全体質疑応答
2014 年 6 月

21 日
第 10 回 東海地区講演会・勉強会
ウィンクあいち 1302 号室
挨拶 理事長 藤田 竹思良
挨拶 東海地区最高顧問 名古屋掖済会病院 院長

加藤 林也 先生

加藤 林也 先生
講師：大垣市民病院 医長

森島 逸郎 先生

演題：「ＩＣＤ、ＣＲＴ－Ｄの歴史と最近の進展」
講師：名古屋市立東部医療センター副院長

村上 善正 先生

演題：「植え込みデバイスに関わる障害等級認定改正、道路交通法改正について」
全体質疑応答、意見交換会、交流会
2014 年 8 月

30 日
第 3 回九州.鹿児島ＩＣＤ患者家族の勉強会、交流会
ＪＲ九州ホテル鹿児島 会議室
講師：日本ＩＣＤの会監事 隼人温泉病院 循環器科

市成 浩太郎 先生

演題：｢道路交通法改定と心臓障害認定について」
講師：九州大学大学院 保健学部門 教授
演題：｢生活習慣病としての不整脈」
全体質疑応答、意見交換会、交流会
2014 年 8 月

31 日
第 11 回 九州博多講演会ご案内
博多グリーンホテルアネックス会議室

樗木 晶子 先生

講師：九州大学病院 ハートセンター

安田 潮人 先生

演題：｢心臓障害認定と道路交通法改正：思いやりの医療とは」
講師：九州大学基幹教育院健康支援センター 教授

丸山 徹 先生

演題：｢ＩＣＤ、ＣＲＴ－Ｄの最近の進歩：患者さんの心臓のダメージを減らすために」
全体質疑応答
2014 年 9 月

21 日
兵庫地区ＩＣＤ患者、家族の勉強会
ハウジング・デザイン・センター神戸 五階
講師：神戸大学医学部付属病院 特命准教授

吉田 明弘 先生

演題：｢不整脈治療の最前線」
講師：加古川東市民病院 循環器内科部長

清水 宏紀 先生

演題：「ICD の適用とその後のフォローについて」
全体質疑応答、意見交換会、交流会
2014 年 10 月

18 日
栃木・宇都宮講演会
ホテルニューイタヤ
講師：日本 ICD の会理事長

藤田 竹思良

「患者としての体験、理事長としてＩＣＤ患者の環境の変化.医療関係者に望むこと」
講師：栃木県運転免許センター
理事長としてＩＣＤ患者の環境の変化.医療関係者に望むこと」
演題：「道路交通法改訂について」

川住 浩之殿

講師：自治医科大学付属さいたま医療センター循環器科 准教授

三橋 武司 先生

演題：「ICD 作動と自動車運転」
患者と家族の交流会（相談会）
2014 年 10 月

19 日
第 7 回東京講演会
東京新宿ワシントンホテル 新館 3 階
講師：日本 ICD の会理事長

藤田 竹思良

「患者としての体験、理事長としてＩＣＤ患者の環境の変化.医療関係者に望むこと」
講師：ＮＰＯ法人日本ＩＣＤの会監事
看護師
理事長としてＩＣＤ患者の環境の変化.医療関係者に望むこと」
演題：「心のケアと日常生活の不安の軽減について」

舩津 由美子 氏

講師：杏林大学医学部付属病院 循環器内科.

佐藤 俊明 先生

演題：「ICD に関連する最近の話題」
全体質疑応答 意見交換会、交流会
2014 年 12 月

24 日
京都会員家族昼食会＆相談会
メルパルク京都４階会議室<
京都地区懇親会
昼食会
意見交換会、交流会

2015 年 1 月

24 日
第 8 回 東日本ブロック東京講演会
ＡＰ品川会議室 京急第二ビル
講師：日本 ICD の会理事長

藤田 竹思良

演題：｢理事長として患者として」
講師：聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科助教

高野 誠 先生

演題：｢ICD を通じて、伝えたいこと、知りたいこと」
講師：東京医科歯科大学医学部付属病院 循環器内科 不整脈副センター長

合屋 雅彦 先生

演題：｢不整脈デバイス抜去システムの最前線」
講師：東京女子医科大学病院 循環器内科臨床教授
合屋 雅彦先生
演題：｢不整脈デバイス治療の最前線」

庄田 守男 先生

全体質疑応答 患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2015 年 2 月

15 日
名古屋会員家族昼食会＆相談会
名古屋ダイヤビルディング 2 号館 222 会議室
名古屋地区懇親会
昼食会
全体質疑応答、意見交換会、交流会

2015 年 3 月

1日
ICD の会設立 15 周年記念 大阪ＩＣＤ患者の勉強会.交流会
エル・大阪 本館 5 階研修室 2
講師：日本 ICD の会理事長 藤田 竹思良
演題：｢ＩＣＤ患者を取り巻く環境の変化.患者として様々な体験」
講師：大阪赤十字病院心臓血管センター病棟看護師
演題：｢ＩＣＤ植込み患者さんへの退院指導」:ＩＣＤ植込み患者の疑問.不安に答える:
ＩＣＤ特別講演会
講師：大阪赤十字病院心臓血管センター不整脈内科部長

牧田 俊則 先生

演題：｢ＩＣＤを取り巻く最近の話題ＭＲＩ対応デバイス.遠隔モニタリングなど」
全体質疑応答 患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2015 年 5 月

24 日
発足 15 周年記念 ICD 患者特別講演会
JR 京都駅前 メルパルク京都 6 階会議室
総会挨拶；理事長 藤田 竹思良
最高顧問:京都大学名誉教授

河合 忠一 先生

顧問:名古屋掖済会病院院長

加藤 林也 先生

ＩＣＤ特別講演会
講師：日本 ICD の会監事 デバイス看護師

舩津 由美子氏

演題：「こころのケアーについて」
講師：日本ＩＣＤの会監事 鹿児島隼人温泉病院

市成 浩太郎 先生

演題：「心肺停止から 5 年.ICD 交換術を経験し.循環器専門医として.患者として思うこ
講師：康生会武田病院
臨床工学科臨床工学技士
と」
演題：「ICD 患者さんとの臨床工学技士との関わり」

小網 亮氏

講師：九州大学基幹教育院健康支援センター 教授

丸山 徹 先生

演題：「日本 ICD の会と循環器心身医学」
講師：三菱京都病院 心臓内科 院長

三木 真司 先生

演題：「狭心症．心筋梗塞の最新の治療」
講師：康生会武田病院 不整脈治療センター 所長

全 栄和 先生

演題：「最新の不整脈治療とリード抜去」
講師：近畿大学医学部心臓血管センター教授

栗田 隆志 先生

演題：「道路交通法の改正.車運転許可の緩和について」
講師：滋賀医科大学呼吸循環器内科 教授

堀江 稔 先生

演題：「ICD の歴史と近未来」
別室にて懇親会開催
2015 年 6 月

21 日
第 11 回 東海地区講演会・交流会
ウィンクあいち 1204 号室
挨拶：理事長 藤田 竹思良
挨拶：東海地区最高顧問
挨拶：東海地区最高顧問 名古屋掖済会病院
名古屋掖済会病院 院長
院長 加藤 林也先生
講師：名古屋掖済会病院 医長
演題：「AED に救われた命」（ICD と共に生きる）
講師：名古屋掖済会病院
医長 中島 教授
成隆先生
講師：藤田保健衛生大学循環器内科

加藤 林也 先生
中島 成隆 先生
渡邉 英一 先生

演題：「IＣＤとＣＲＴ－Ｄの最近の進歩
演題：「AED に救われた命」（ICD と共に生きる）

2015 年 7 月

講師：藤田保健衛生大学循環器内科 教授 渡邉 英一先生
全体質疑応答、意見交換会、交流会
演題：「IＣＤとＣＲＴ－Ｄの最近の進歩」
11 日
全体質疑応答、意見交換会、交流会
第 3 回栃木・宇都宮勉強会交流会
ＴＫＰガーデンシティ宇都宮 9 階シリウス
挨拶：ＮＰＯ法人日本ＩＣＤの会 理事長 藤田 竹思良
講師：自治医科大学付属病院 循環器担当 看護師

高山 みゆき様

演題：「ＩＣＤ植込み患者さんへの生活指導」
講師：自治医科大学付属病院 臨床工学技士

木村 好文様

演題：「ＩＣＤと臨床工学技士の関わり」
講師：自治医科大学付属病院 内科学講座循環器内科

甲谷 友幸 先生

演題：「ＩＣＤの最近の話題」
全体質疑応答 患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2015 年 9 月

13 日
第 1 回 福島ⅠＣＤ患者・家族の勉強会
コラッセふくしま 4 階 中会議室 401
挨拶：NPO 法人日本 ICD の会 理事長 藤田 竹思良
講師：福島県立医科大学附属病院 循環器内科准教授

鈴木 均 先生

演題：「ＩＣＤについて知っておいて頂きたいこと」
講師：福島県立医科大学附属病院 臨床工学センター臨床工学技士
演題：「ＩＣＤと上手にお付き合いするために」
全体質疑応答 患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2015 年 9 月

27 日
第 10 回大阪講演会
ハートンホテル心斎橋 別館 3 階 菊

佐藤 貴美絵氏

挨拶：ＮＰＯ法人日本ＩＣＤの会 理事長 藤田 竹思良
演題：「患者の会を運営して、患者として体験からの視点」
講師：近畿大学医学部附属病院 循環器内科病棟 看護師

加藤 恵子氏

演題：「ＩＣＤ患者さんと向き合って」
講師：近畿大学医学部附属病院 循環器内科

元木 康一郎 先生

演題：「心室性不整脈の加療」
講師：大阪赤十字病院心臓血管センター 不整脈内科

牧田 俊則 先生

演題：「ＩＣＤを取り巻く最近の話題とこれから」
全体質疑応答 患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2015 年 10 月

3日
第 12 回 九州博多講演会
博多グリーンホテルアネックス会議室
講師：日本ＩＣＤの会 顧問 九州大学基幹教育院健康支援センター 教授

丸山 徹 先生

演題：「ＩＣＤ、ＣＲＴ－Ｄと日常生活とのかかわり」
講師：一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 循環器内科 医長

永島 道雄 先生

演題：「ＩＣＤ、ＣＲＴ－Ｄの最近の話題」
全体質疑応答 患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2015 年 11 月

28 日
第 6 回 沖縄県那覇講演会
博沖縄県市町村自治会館
挨拶：理事長 藤田 竹思良 「患者の会を運営して、患者として体験からの視点」
講師：博愛会 牧港中央病院 副院長

比嘉 聡 先生

演題：「ICD・CRT-D 不整脈治療に関する最近の知見」
講師：医療法人おもと会大浜第一病院 診療技術部 臨床工学技士

前川 正樹氏

演題：「チームで支える ICD・CRT-D 治療～電磁干渉と遠隔モニタリングを中心に～」
講師：琉球大学医学部附属病院 循環器内科

山里 将一郎 先生

演題：「不整脈デバイス抜去システムについて」
全体質疑応答 患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2016 年 1 月

16 日
第 9 回 東京講演会
AP 西新宿
挨拶：理事長 藤田 竹思良
「患者の会を運営して、患者として体験からの視点」
講師：聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科助教

高野 誠 先生

演題：「ICD 患者の日常生活における注意点」
講師：杏林大学医学部付属病院 循環器内科 不整脈センター助教

上田 明子 先生

演題：「ICD・CRTD 患者さんにおけるアブレーション、薬物療法の位置づけ」
講師：日本大学医学部附属板橋病院 循環器内科助教

中井 俊子 先生

演題：「ICD・CRT-D 不整脈医療に携わって」
講師：埼玉医科大学国際医療センター 心臓病センター心臓内科 教授
演題：「障害認定基準変更、自動車運転のステートメント改正、福祉制度について」
別室にて意見交換会、交流会
2016 年 3 月

13 日
京都会員家族の昼食会相談会
京都駅前メルパルク京都

松本 万夫 先生

関西地区懇親会・昼食会
全体質疑応答、意見交換会、交流会
2016 年 5 月

22 日
平成 28 年度総会及び講演会・研修会
京都駅前メルパルク京都
総会挨拶；理事長 藤田 竹思良
最高顧問:京都大学名誉教授

河合 忠一 先生

講師：医仁会武田総合病院慢性心不全看護認定看護師

小笹 考史氏

演題：「ICD 患者に対しての心身のケア」
講師：日本 ICD の会監事 鹿児島隼人温泉病院

市成 浩太郎 先生

演題：「循環器医師と ICD 患者としての体験からの話」
講師：滋賀医科大学循環器内科 学内講師

芦原 貴司 先生

演題：「ICD があなたを助けるために体の中で行っていること」
講師：康生会武田病院 不整脈治療センター

北嶋 宏樹 先生

演題：「感染症.ICD.リードトラブル対応.リード抜去について」
講師：愛仁会高槻病院副院長不整脈センター長

山城 荒平 先生

演題：「不整脈の様々な治療について」
講師：近畿大学医学部心臓血管センター 教授

栗田 隆志 先生

演題：「道路交通法の改正.車運転許可の緩和について」
質疑応答
患者・医師・メーカー参加の懇親会
2016 年 6 月

18 日
第 4 回 栃木・宇都宮講演会
栃木県青年会館 コンセーレ バンケットホール
挨拶；理事長 藤田 竹思良
講師：自治医科大学付属病院 内科学講座循環器内科学問

甲谷 友幸 先生

演題：「今のＩＣＤ治療の現状」
講師：自治医科大学付属さいたま医療センター循環器科 准教

三橋 武司 先生

演題：「ＩＣＤ治療の今後の進歩」
全体質疑応答 患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2016 年 6 月

19 日
第 1 回 東北.仙台ⅠＣＤ患者・家族の講演会
ＴＫＰガーデンシティー仙台 21 階
講師：東北大学病院 看護師

梶川 アユミ氏

演題：「東北大学病院におけるハートチームの取り組み」
講師：東北大学 循環器内科学 助教

中野 誠 先生

演題：デバイス植え込み患者の生活環境における注意点
講師：東北大学 循環器内科学 教授
演題：「心臓突然死を防ぐ ICD 治療の日本の現状」
全体質疑応答 患者家族の意見交換会、相談会、交流会

下川 宏明 先生

2016 年 8 月

28 日
第 12 回 東海地区講演会
名古屋駅 ウィンクあいち 1204 号室
講師：一宮市立市民病院 慢性心不全認定看護師

新納 慎也 先生

演題：「ICD 患者さんへの看護師としてのかかわり」
講師：一宮市立市民病院 循環器内科

浅井 徹 先生

演題：「ICD にかかわる最近の話題とこれから」
講師：岡崎市民病院 心臓血管外科 統括部長

湯浅 毅 先生

演題：「ICD 患者さんの手術」
全体質疑応答 意見交換会
2016 年 9 月

11 日
第 11 回 大阪講演会
AP 大阪梅田茶屋町 ABC-MART 梅田ビル 8F G ルーム
挨拶:理事長 藤田 竹思良
講師：国立循環器病研究センター病院 不整脈科医長

岡村 英夫 先生

演題：「患者さんが知っておきたい ICD 治療の進歩」
講師：大阪赤十字病院心臓血管センター 不整脈内科部長

牧田 俊則 先生

演題：「最新の不整脈治療～アブレーション治療と薬物治療の現状～」
質疑応答：患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2016 年 10 月

2日
第 4 回 鹿児島講演会
ＪＲ九州ホテル鹿児島 スタンダードタワー4F 会議室
挨拶:理事長 藤田 竹思良
講師：（日本ＩＣＤの会監事）隼人温泉病院 循環器科

市成 浩太郎 先生

演題：「循環器医師と ICD 患者としての体験からの話」
講師：鹿児島大学病院 心臓血管・高血圧内科

桶谷 直也 先生

演題：「皮下植え込み型 ICD について」
質疑応答：患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2016 年 11 月

6日
第 10 回東京講演会
東京新宿ワシントンホテル 新館 3 階 丹沢
講師:理事長 藤田 竹思良
演題：「心臓病となり 30 年様々な体験＆日本 ICD の会の活動報告」
講師：東京医科歯科大学不整脈センター副センター長

合屋 雅彦 先生

演題：「ICD に対するカテーテルアブレーション＆感染症以外に対するリード抜去」
講師：東京女子医科大学病院 臨床教授
演題：｢皮下植え込み型 ICD｣
質疑応答：患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2016 年 11 月

20 日
会員家族の昼食会
京都駅前メルパルク京都

庄田 守男 先生

挨拶:理事長 藤田 竹思良
アドバイザー：九州大学病院

丸山 徹 先生

昼食を取りながらの、意見交換会、相談会、交流会
2017 年 2 月

11 日
第 13 回博多講演会
TKP ガーデンシティ博多新幹線口 5A 会議室
講師:理事長 藤田 竹思良
演題：「心臓病体験 30 年で体験したこと 17 年の活動を振り返って」
講師：福岡県済生会福岡総合病院 循環器内科 部長

野副 純世 先生

演題：「リード抜去と皮下植え込み型除細動器役割」
講師：日本ＩＣＤの会 顧問 九州大学基幹教育院健康支援センター教授

丸山 徹 先生

演題：「ICD 患者さんの社会生活における環境変化について」
全体質疑応答
2017 年 5 月

28 日
第 18 回 総会及び京都特別講演会
JR 京都駅前 メルパルク京都 6 階会議室
平成 29 年度 NPO 法人日本 ICD の会総会
挨拶：理事長 藤田 竹思良
挨拶：最高顧問 京都大学名誉教授

河合 忠一 先生

講師：鹿児島県隼人温泉病院循環器内科部長 日本 ICD の会監事

市成 浩太郎 先生

演題：「デバイス学会での患者と専門医の叫び」
講師：京都府立医科大学 循環器内科 准教授

白山 武司 先生

演題：「運動や日常動作で困ること」
講師：愛仁会高槻病院 不整脈内科センター長

山城 荒平 先生

演題：「ICD.CRT-D.S-ICD の現状と近未来について」
講師：三菱京都病院 名誉院長

三木 真司 先生

演題：「心臓カテーテル治療と血液サラサラの薬の話」
講師：近畿大学医学部心臓血管センター 教授

栗田 隆志 先生

演題：「ICD に関する車の運転許可緩和に向けての活動」
全体質疑応答
患者・家族・医師・医療関係者 懇親会パーティー
2017 年 7 月

23 日
第 13 回東海地区講演会
ウィンクあいち 1202 号室
挨拶：日本ＩＣＤの会 理事長 藤田 竹思良
講師：名古屋第二赤十字病院

鈴木 博彦 先生

演題：「デバイス感染とレーザーシースを用いた経皮的リード抜去について」
講師：名古屋市立東部医療センター
演題：「最新のＩＣＤと不整脈治療について」
全体質疑応答、意見交換会、交流会
2017 年 8 月

6日
第 5 回栃木・宇都宮講演会
栃木県青年会館 コンセーレ大ホールＡ

村上 善正 先生

挨拶：日本ＩＣＤの会 理事長 藤田 竹思良
講師：自治医科大学付属病院 内科学講座循環器内科学問講師

甲谷 友幸 先生

演題：「道路交通法・自動車運転許可緩和」
甲谷 友幸先生
講師：自治医科大学付属さいたま医療センター 循環器科准教授

三橋 武司 先生

演題：「ICD の取り巻く環境と栃木県のデバイス交換とリード抜去の状況」
全体質疑応答 患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2017 年 9 月

24 日
第 4 回北海道講演会
TKP ガーデンシティ札幌駅前 ミーティングルーム 4E
挨拶：日本ＩＣＤの会 理事長 藤田 竹思良
講師：手稲渓仁会病院

林 健太郎 先生

演題：「ICD、CRTD
甲谷 友幸先生に関する最近の話題」
講師：手稲渓仁会病院

星 哲哉 先生

演題：「医師として患者としてーICD 植え込み術を受けて」
全体質疑応答 患者家族の意見交換会、相談会、交流会

甲谷 友幸先生

2017 年 10 月

22 日
第 11 回 東京講演会
AP 品川会議室 京急第二ビル 7 階 Ⅴ会議室
挨拶：日本 ICD の会 理事長 藤田 竹思良
講師：聖マリアンナ医科大学病院

高野 誠 先生

演題：「新規植込み患者と終末期医療におけるデバイス治療」
甲谷 友幸先生
講師：東京医科歯科大学医学部付属病院

合屋 雅彦 先生

演題：「リード抜去と新しい植込みデバイス」
全体質疑応答 患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2017 年 11 月

19 日
臨時総会及び京都特別講演会
JR 京都駅前 メルパルク京都 6 階会議室
臨時総会
挨拶：理事長 藤田 竹思良
講師：滋賀県成人病センター 臨床工学技士

高垣 勝 氏

演題：「ICD
と臨床工学技士の関わり」
甲谷 友幸先生
講師：三菱京都病院 心臓内科

川治 徹真 先生

演題：「不整脈のアブレーション治療」
三菱京都病院 糖尿内科

米田 紘子 先生

演題：「糖尿病と心臓病との密接な関わり」
京都医療センター 循環器内科

小川 尚 先生

演題：「不整脈の薬物療法について」
京都第二日赤病院 不整脈科

井上 啓司 先生

演題：「ICD.CRT-D の歴史と近未来について」
京都大学附属病院 循環器内科

静田 聡 先生

演題：「植込みデバイスの感染症の治療」
全体質疑応答 患者家族の意見交換会、相談会、交流会
2018 年 3 月

4日
第 14 回 九州博多講演会
TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ博多新幹線口 5A 会議室
挨拶：日本 ICD の会 理事長 藤田 竹思良
講師：九州大学ハートセンター血液腫瘍心血管内科

出石 さとこ 先生

演題：「最近の不整脈デバイスの進歩
S-ICD.WICD.リードレスペースメーカーについて」
甲谷 友幸先生
丸山 徹 先生
講師：日本 ICD の会 顧問 九州大学基幹教育院健康支援センター
演題：「デバイス植え込み患者さんを取り巻く社会問題-修学.就労.運転免許について」
全体質疑応答 患者家族の意見交換会、相談会、交流会

2018 年 5 月

20 日
総会及び第 19 回 京都特別講演会
JR 京都駅前 メルパルク京都 6 階会議室
総会
挨拶：理事長 藤田 竹思良
特別講演：最高顧問 京都大学名誉教授

河合 忠一 先生

演題：「植え込み心臓ペースメーカーを越えて」
講師：京都大学附属病院

静田 聡 先生

演題：「感染症、リード抜去」
講師：鹿児島県隼人温泉病院循環器内科 部長 日本 ICD の会監事

市成 浩太郎 先生

演題：「ICD 植え込み患者として、生活習慣病といかに付き合っていくか」
講師：産業医科大学医学部 不整脈先端治療学 教授

安部 治彦 先生

演題：「ICD 患者の就労問題、障害認定基準」
会員：特別体験談

日本 ICD の会 会員 Ⅹさん

演題：「心室細動から ICD 植え込み患者 移植からの生還」
講師：国立循環器病研究センター 心臓血管部門不整脈科

石橋 耕平 先生

演題：「ICD.CRT-D.S-ICD の現状と近未来について」
講師：近畿大学医学部心臓血管センター 教授

栗田 隆志 先生

演題：「心臓突然死 不測の事態にどう備えるか」
全体質疑応答
2018 年 7 月

22 日
第 14 回 東海地区講演会
ウィンクあいち 1202 号室
挨拶：日本 ICD の会 理事長 藤田 竹思良
講師：一宮市立市民病院

浅井 徹 先生

演題：「心臓突然死の予防」
講師：名古屋第二赤十字病院

因田 恭也 先生

演題：「不整脈のアブレーション」
講師：名古屋市立東部医療センター

村上 善正 先生

演題：「人生の最終段階と植込みデバイス―その倫理―」
講師：藤田保健衛生大学病院

渡邉 英一 先生

演題：「自動車運転禁止期間の短縮の経緯」
全体質疑応答、意見交換会、交流会
2018 年 8 月

4日
長野松本・ICD 患者家族の勉強会
ホテルブエナビスタ TKP 松本会議室
挨拶：日本 ICD の会 理事長 藤田 竹思良
○ICD 術後初心者勉強会
講師：北アルプス医療センターあづみ病院

大月 幸恵 氏

演題：「日頃のお悩み解決します。デバイスナースにお任せ下さい」
甲谷 友幸先生
講師：北アルプス医療センターあづみ病院

富田 威 先生

演題：｢ICD とともに健やかな生活」
○ICD 講演会
講師：信州大学医学部附属病院

岡田 綾子 先生

演題：｢皮下植え込み型除細動器
SICD の現状」
甲谷 友幸先生
講師：信州大学医学部附属病院 東京女子医科大学病院

庄田 守男 先生

甲谷 友幸先生

演題：｢心臓ペースメーカー 除細動器の進歩」
全体質疑応答 意見交換会、交流会
2018 年 8 月

25 日
第 6 回 栃木・宇都宮講演会
ホテルマイステイズ宇都宮
挨拶：日本 ICD の会 副理事長 中島 文夫
講師：自治医科大学付属病院 内科学講座循環器内科学問講師

甲谷 友幸 先生

演題：「不整脈のアブレーション治療」
甲谷 友幸先生
講師：自治医科大学付属さいたま医療センター 循環器内科准教授

三橋 武司 先生

演題：「ICD．CRT-D をとりまく最近の話題」
全体質疑応答 意見交換会、交流会

甲谷 友幸先生
甲谷 友幸先生

甲谷 友幸先生
甲谷 友幸先生

甲谷 友幸先生

甲谷 友幸先生

2018 年 9 月

8日
山陰出雲・ICD 患者家族の勉強会
ビックハート出雲会議室
挨拶：日本 ICD の会 理事長 藤田 竹思良
○ICD 勉強会
講師：松江赤十字病院 臨床工学課係長

福田 勇司 氏

演題：「遠隔モニタリング管理について」
甲谷 友幸先生
講師：日本 ICD の会監事 舩津内科医院 診療看護師

舩津 由美子 氏

演題：｢ICD
とうまく付き合っていくために」
甲谷 友幸先生
○特別講演会

伊藤 新平 先生

講師：伊藤医院
演題：｢生活習慣病を予防しよう」
甲谷 友幸先生
講師：島根大学医学部 内科学第四 循環器内科

渡邊 伸英 先生

演題：｢不整脈のデバイス治療に関する最近の話題」
甲谷 友幸先生
全体質疑応答 意見交換会、交流会
2018 年 9 月

29 日
大阪・ICD 患者の講演会・交流会
エル・おおさか（大阪府立労働センター）
講師：日本 ICD の会 理事長

藤田 竹思良

演題：「ICD 患者への環境の変化.患者として様々な病気の体験：
あきらめない気持ちを持って」
講師：大阪赤十字病院心臓血管センター循環器内科

小林 孝安 先生

演題：「循環器疾患に関連した生活習慣病の管理と治療」
甲谷 友幸先生
○特別講演会
講師：大阪赤十字病院心臓血管センター不整脈内科 部長

牧田 俊則 先生

演題：｢最新の不整脈治療について～デバイスとアブレーションの最近の進歩～」
甲谷 友幸先生
全体質疑応答 意見交換会、交流会
2018 年 10 月

14 日
第 12 回 東京講演会『ICD 患者の QOL 向上こころの会』
AP 西新宿
挨拶：日本 ICD の会 理事長 藤田 竹思良
講師：杏林大学医学部付属病院 循環器内科 不整脈センター准教授

佐藤 俊明 先生

演題：「心臓植込みデバイスの話題、リードレスペースメーカーとの併用ほか」
甲谷 友幸先生
講師：東京医科歯科大学医学部病院 不整脈センター准教授

合屋 雅彦 先生

演題：｢ICD
が作動する心室頻拍.心室細動に対するアブレーション」
甲谷 友幸先生
講師：日本医科大学医学研究科 循環器内科学分野 大学院教授

清水 渉 先生

演題：｢致死性遺伝性不整脈の最新のトピックス」
甲谷 友幸先生
全体質疑応答 意見交換会、交流会

2019 年 1 月

13 日
第 15 回 九州博多講演会
博多バスターミナル 第二ホール会議室
挨拶：日本 ICD の会 理事長 藤田 竹思良
講師：福岡東医療センター 循環器科

出石 さとこ 先生

演題：「最近の不整脈デバイスの進歩
S-ICD、WICD、リードレスペースメーカーについて」
甲谷 友幸先生
講師：日本 ICD の会 顧問 九州大学キャンパスライフ・健康支援センター
丸山 徹 先生
演題：｢ICD/CRT-D
甲谷 友幸先生の大敵 - 心房細動にどう対処するか」
講師：九州大学大学院医学研究院 循環器内科学講座

肥後 太基 先生

演題：｢ICD/CRT-D
甲谷 友幸先生とともに生きる ～ より充実した毎日のために」
全体質疑応答 意見交換会、交流会
2019 年 2 月

2日
会員家族の昼食会 & 相談会
メルパルク京都
挨拶：日本 ICD の会 理事長 藤田 竹思良
質疑応答、意見交換会、交流会

2019 年 2 月

24 日
第 2 回 横浜講演会
AP 横浜駅西口
挨拶：理事長 藤田 竹思良 「患者の会を運営して、患者として体験からの視点」
講師：亀田総合病院 看護師
演題：「遠隔モニタリング導入とデバイス患者さんとのかかわり」
講師：聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科 助教

高野 誠 先生

演題：「デバイス治療において知って損しないこと」
講師：横浜南共済病院 循環器内科 部長

鈴木 誠 先生

演題：「インターネットを利用したデバイス管理の実際！遠隔モニタリングって何？」
質疑応答
2019 年 5 月

26 日
第 20 回 ICD 患者講演会
メルパルク京都
総会挨拶：日本 ICD の会 理事長 藤田 竹思良
挨拶：最高顧問 京都大学名誉教授

河合 忠一 先生

講師：日本 ICD の会 監事 診療看護師

舩津 由美子 氏

演題：「患者力向上に向けて 現状と今後の課題」
講師：日本 ICD の会 監事 鹿児島県隼人温泉病院循環器内科 部長

市成 浩太郎 先生

演題：「ICD 植え込み患者において大事な薬物療法との付き合い方」
講師：三菱京都病院心臓内科 慢性心不全認定看護師
看護師長 山部 さおり 氏、看護師 村松 美帆子 氏
三菱京都病院心臓内科 名誉院長

三木 真司 先生

演題：「心不全について」
講師：京都大学医学部附属病院 循環器内科 講師

静田 聡 先生

演題：「頻脈性不整脈に対するアブレーション治療」
講師：康生会武田病院 糖尿内科 部長
演題：「糖尿病の最近の話題」

米田 紘子 先生

講師：国立循環器研究センター 心臓血管部門不整脈科 部長

草野 研吾 先生

演題：「ICD,CRT-D を取り巻く最近の話題・遠隔モニタリングを用いた不整脈管理」
質疑応答、交流会
2019 年 9 月

28 日
静岡県 ICD 患者講演会・交流会
静岡駅前会議室
挨拶：日本 ICD の会 理事長 藤田 竹思良
講師：静岡県立総合病院循環器内科医長

八幡 光彦 先生

演題：「ICD についての展望や注意してほしいこと」
講師：静岡県立総合病院集中治療センター

野々木 宏 先生

演題：「心不全／心臓発作から身を守るために」
質疑応答
2019 年 10 月

12 日
大阪 ICD 患者と CRT-D 患者のための講演会
AP 大阪駅前
挨拶：日本 ICD の会 理事長 藤田 竹思良
講師：桜橋渡辺病院 不整脈科

田中 耕史 先生

演題：「植込み型不整脈デバイスの現状と今後の展望」
講師：高槻病院 不整脈センター

山城 荒平 先生

演題：「ICD 植え込み後の不整脈との付き合い方」
質疑応答
2019 年 10 月

19 日
第 7 回 宇都宮講演会
栃木県総合文化センター
挨拶：日本 ICD の会 理事長 藤田 竹思良
講師：自治医科大学内科学講座循環器内科学・成人先天性心疾患センター 准教授

甲谷 友幸 先生

演題：「今の ICD 治療の現状（これからの取り巻く環境）」
患者家族の交流会
質疑応答等
2019 年 10 月

20 日
前橋市 講演会 ICD 患者の QOL 向上こころの会
前橋けやきカンファレンス
挨拶：日本 ICD の会 理事長 藤田 竹思良
講師：日本臨床工学技士会・不整脈治療専門臨床工学技士
群馬県立心臓血管センター 臨床工学士

中嶋 勉 先生

演題：「遠隔モニタ管理について」
講師：群馬県立心臓血管センター循環器内科 医学博士
演題：「遠隔モニタリング治療、現状と今後について」

三樹 祐子 先生

患者家族の交流会
質疑応答等
2019 年 12 月

7日
第 13 回 ICD 患者 東京講演会
AP 品川会議室
挨拶：日本 ICD の会 理事長 藤田 竹思良
特別体験講演：日本 ICD の会会員Ｙ氏
演題：「心室細動 ICD 心臓移植からの生還」
講師：東京医科歯科大学医学部付属病院 循環器内科
不整脈センター 副センター長

合屋 雅彦 先生

演題：「リードマネージメントってなんですか」
質疑応答等
2019 年 12 月

15 日
第 15 回 東海地区講演会
ウィンクあいち 1301 号室
挨拶：日本 ICD の会 理事長 藤田 竹思良
講師：一宮市立市民病院 循環器内科

澤村 昭典 先生

演題：「心臓病患者さんの終末期医療について」
講師：一宮市立市民病院 循環器内科

浅井 徹 先生

演題：「ICD や CRT-D に係る最近の話題」
質疑応答等
2020 年 2 月

9日
会員家族の昼食会 & 相談会
メルパルク京都
挨拶：日本 ICD の会 理事長 藤田 竹思良
質疑応答、意見交換会、交流会

2020 年 11 月

21 日
録画
講師：愛仁会高槻病院 副院長 不整脈センター長

山城 荒平 先生

演題：デバイス治療とカテーテルアブレーションの最近の進歩
質疑応答等
2020 年 11 月

28 日
オンライン講演会
講師：東京医科歯科大学医学部付属病院 循環器内科 不整脈センター 副センター長
演題：リードマネジメントってなんですか
質疑応答等

合屋 雅彦 先生

