
16   日本成人先天性疾患学会雑誌

日程表

愛媛県県⺠⽂化会館

時間 第1会場 第2会場 第3会場 ポスター会場 ハンズオンセミナー会場

8:45-9:00

9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-9:50 9:00-10:30

9:55- 11:15

10:10- 10:50 10::10-11:10

10:30- 15:00

10:50-12:20

11:20-12:20 11:20-12:20 11:20-12:20

12:30-13:30 12:30-13:30 12:30-13:30

13:40-15:00 13:40-14:40 13:40-14:40

14:50-16:10 14:50-15:50

15:00-16:00

15:10-15:50

16:00-16:50 16:00-16:50 16:00-17:00 16:00-17:00

Pregnancy and Delivery
in Women with Congenital Heart Disease

16:50-18:10

17:00-18:10

18:30-20:00

ハンズオンセミナー
「体⼼室右室」

　　　　　座⻑︓椎名由美・早渕康信
　　　　　演者︓福光梓・⽵平健・⽩⽯修⼀・
　　　　　　　　　 児⽟浩幸・渕上泰

シンポジウム3

⼀般演題2
「術後遠隔期」

　　　座⻑︓坂本⼀郎・⼩垣滋豊
　　　演者︓郡⼭恵⼦・今井靖・⼩平真幸
　　　　　　　 Shin Yi Jang・E. Narantsatsral
　　　　　　　 ⼤⻄達也・⽊島康⽂・⽔野篤

　　　 座⻑︓藤⽥吾郎・先崎秀明
　　　 演者︓⼤内秀雄・川松直⼈・齋⽊宏⽂
　　　 　　　　 松井公宏・古道⼀樹

シンポジウム2
「ACHDと運動
 ハートチームによって『運動』を診断から治療に⽣かす」

　　　座⻑︓上村秀樹・宮地鑑
　　　演者︓河⽥政明・⼩沼武司・吉澤康祐
　　　　　　　 ⾦⼦政弘・加賀重亜喜

 「ASCVD発症予防における地域の
　　　　　　　　　　　　　　　 取り組みについて」

　　　　　座⻑︓平⽥健⼀
　　　　　演者︓南野哲男
　　　　　共催︓ノバルティスファーマ株式会社

⼀般演題8

　　　　　　座⻑︓坂⽥泰史
　　　　　　演者︓⼄井⼀典
　　　　　　共催︓バイエル薬品株式会社

⼀般演題7

「画像診断(⼼エコー）」

　　　　座⻑︓井上勝次・⽯津智⼦
　　　　演者︓三宅誠・中島充貴・沼⽥るり⼦
　　　　　　　　 本⽥崇・⻑岡孝太

スポンサードセッション

ポスター　受付・貼り付け

ポスター閲覧

ポスター発表1
ポスター会場1（第6会議室）

ポスター発表2
ポスター会場2（第8会議室）

ポスター発表3
ポスター会場1（第6会議室）

ポスター発表4
ポスター会場2（第8会議室）

⼀般演題1

「フォンタン1」

　　座⻑︓⼤内秀雄・落合由恵
　　演者︓鈴⽊⼀孝・北川篤史・家村素史・
　　　　　　 桑原直樹・⽥中正剛・杉⾕雄⼀郎

⼀般演題3

「フォンタン2」

　　座⻑︓世良英⼦・鈴⽊孝明
　　演者︓⽥尾克⽣・中島充貴・⽥中敏克・
　　　　　　 上野倫彦・上⽥秀明・椎名由美

ランチョンセミナー2

「TPVIを⾒据えた治療戦略を考える」

　　　　　座⻑︓稲井慶
　　　　　演者︓杉浦寿彦
　　　　　共催︓ヤンセンファーマ株式会社

Nightmareセッション

　　　　座⻑︓⾼⽥秀実・⼩暮智仁
　　　　コメンテーター︓⼩⾕恭弘
　　　　演者︓⻄岡雅彦・⽩⽯ゆり⼦・成⽥岳

　　　座⻑︓坂本喜三郎
　　　演者︓⼩暮智仁・塩瀬明
　　　共催︓エドワーズライフサイエンス株式会社

20:00 20:00

18:00 18:00

19:00 19:00

　　　 　　　　座⻑︓東晴彦・宗内淳
　　　 　　　　演者︓坂本⼀郎・森有希・
　　　　　　　　　　　　杜徳尚・村上智明

ACHD NIGHT（第50回記念）
意⾒交換会

　　　　　　 　 記念講演︓丹⽻公⼀郎

　　座⻑︓吉松淳・⼩川正樹
　　コメンテーター︓篠原徳⼦・伊藤誠治・
　　　　　　　　　　　　MagalieLadoueur
　　演者︓Kyung-Hee Kim・Sung-A Chang
　　　　　　 直聖⼀郎・⼩永井奈緒・
　　　　　　 兵藤博信・渡辺まみ江

「Fantastic4とACHD
〜エビデンスの構築に向けて〜」

16:00 16:00

17:00 17:00

14:00 14:00

15:00 15:00

教育セッション
「HPVワクチンに関する正しい理解のために」

　　　　　　　　　　  座⻑︓杉⼭隆
　　　　　　　　　　  演者︓苛原稔

特別講演１

「pregnancy」

　　　　　　 座⻑︓篠原徳⼦・JuneHuh
　　　　　　 演者︓MagalieLadoueur

「あの症例は今
 Challenging症例の中〜⻑期期予後から学ぶ」

⼀般演題6

「外科⼿術」

　　　座⻑︓平⽥康隆・市川肇
　　　演者︓前⽥登史・打⽥俊司・⿊⼦洋介
　　　　　　　 ⼩出昌秋・城尾邦彦・近⽥正英

会⻑要望セッション2

International friendship session
「Pregnancy and Delivery」

会⻑要望セッション1
「未修復複雑⼼奇形の⻑期予後
〜ACHDの⾃然予後から学ぶ〜」

　座⻑︓⼟井庄三郎・相⾺桂
　演者︓島⽥⾐⾥⼦・中川直美・稲熊洸太郎・
　　　　　 坂崎尚徳・喜瀬広亮

　　　　　　座⻑︓塚本泰正・新川武史
　　　　　　演者︓⻄村智美・岡本裕哉・
　　　　　　　　　　 上⽥寛修・⼤内秀雄

12:00 12:00

13:00 13:00

10:00 10:00

11:00 11:00シンポジウム1

「ACHD診療体制の展開
   専⾨医制度が始まってからどう変化するのか︖」

ランチョンセミナー1

「移⾏期医療としてのPAHの治療戦略」

ランチョンセミナー3

「知っておきたいVTE診療の最新事情」

循環器対策基本法と成⼈先天性⼼疾患

　　　　　　　座⻑︓⼭⼝修
　　　　　　　演者︓坂⽥泰史・三⾕義英

⼀般演題4
「ACHDの諸問題」

　　座⻑︓⽯井卓・⾚⽊達
　　Keynote︓⽯井卓
　　演者︓本間友佳⼦・藤⽥鉄平・梅井正彦・
　　　　　　 湯浅絵理佳・⼟井庄三郎

⼀般演題5
「肺⾼⾎圧」 ハンズオンセミナー　　　　　Keynote lecture: ⼋尾厚史

　　　　　座⻑︓⼋尾厚史・⽥邊⼀明
　　　　　コメンテーター︓三浦⽂武・⾚澤祐介
　　　　　演者︓⼋尾厚史・⼩板橋俊美・
　　　　　　　　　 江原英治・廣瀬圭⼀・星野健司

⽇程表　1⽉13⽇（⾦）

8:00 8:00

9:00 9:00
開会式
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日程表

愛媛県県⺠⽂化会館

時間 第1会場 第2会場 第3会場 ポスター会場 ハンズオンセミナー会場

8:50-10:00 8:50-9:30 8:50-10:00

9:00-10:30

9:40-10:20

10:10- 11:10 10:10- 11:10 10:10-11:10

10:30- 11:20 10:30- 15:00

11:20-12:20 11:20-12:20

11:30-12:20

12:30-13:30 12:30-13:30 12:30-13:30

13:40-14:10

14:10-14:40

14:50-15:50

15:00-15:40 15:00-16:00

15:40-16:50 15:40-17:00

15:50-17:40

16:00-17:00

17:00-18:30

17:10-18:40

17:50-18:50

「不整脈」

　　　座⻑︓宮崎⽂・旗義仁
　　　演者︓甲⾕友幸・堀⼝泰典・加藤賢・
　　　　　　　 ⽩⽔優光・⽵内⼤⼆・
 　　　　　　　連翔太・浅⽊康志

会⻑要望セッション4（シンポジウム）

 「社会保障制度を考える
          先天性⼼疾患患者の幸せのために」

　座⻑︓落合亮太・⼭岸敬幸
　演者︓宮本隆司・坂崎尚徳・三浦⼤・⻄畠信

ランチョンセミナー6

 「Canonが提供する
　　　　　　　 先天性⼼疾患へのアプローチ」

　「遠隔期を⾒据えた⼼臓⼿術の⼯夫と
 　　　　　　　　　　　遠隔期の症例から⾒た提⾔」

特別講演2
Special lecture:Challenge︕

 「⼤道芸から成⼈先天性⼼疾患?
　　　　　成⼈先天性⼼疾患専⾨医として⽶国で⽣きる」

  座⻑︓富⽥英、齋⽊佳克
  演者︓⿑藤暁⼈・常盤洋之・⼟井拓・LucyEun

⼀般演題13
「MCS(Mechanical Circulatory Support) 」

　　　　座⻑︓⻑坂安⼦・泉⾕裕則
　　　　演者︓森永晃史・花岡優⼀・⼯藤弦
　　　　　　　　 後藤耕策・増⽥拓郎

座⻑︓藤井隆成、⻄村和久
演者︓⾦澤英明・⾍明和徳・古⽥めぐみ・齋藤秀輝

⼀般演題10

愛媛⼤学国際化推進センター共催特別企画

20:00 20:00

18:00 18:00

19:00 19:00

　　　　　　　座⻑︓榎本淳⼦・⽝塚亮
　　　　　　　演者︓PhilipMoons

　　　座⻑︓横井宏佳・三⾕義英
　　　演者︓三⾕義英・中村好⼀・三浦⼤・
　　　　　　　 ⽥村俊寛・津⽥悦⼦・髙橋啓特別講演3

Special lecture:QOL
「Quality of life in Adults with

Congenital Heart Disease」

　　　座⻑︓庄⽥守男・鈴⽊嗣敏
　　　コメンテーター︓⽴野滋
　　　Keynote︓岡嶋克則
　　　演者︓⻄井伸洋・⼩島敏弥・宮﨑⽂・
　　　　　　　 豊原啓⼦・⽵内⼤⼆

16:00

17:00 17:00

14:00 14:00

15:00 15:00

legend leacture(市⺠公開講座)
「今⽣きている命を活き活きと⽣きる」

　　　　　　　　　　司会︓檜垣⾼史
　　　　　　　　　　講師︓中澤誠

 「先天性⼼疾患の⼈が幸せに
    　⽣きていくために本⼈と社会がすること」

　　　コーディネーター︓猪⼜⻯
　　　司会︓末永瞳・⽩井丈晶
　　　コメンテーター︓眞鍋明
　　　講師︓江崎治朗・檜垣⾼史・宮林希・
　　　　　　　 村上信毅・⾨⽥陽志・中村典⼦
　　　　　　　 猪⼜⻯

特別企画（市⺠公開シンポジウム）
厚⽣労働省科学研究共同企画

会⻑要望セッション5
（パネルディスカッション）

「完全⼤⾎管転位に対するJatene⼿術の
  遠隔期予後　Jatene⼿術後成⼈期の課題は︖」

　　　　　　座⻑︓村上智明・稲葉慎⼆
　　　　State of the art lecture︓村上智明
　　　　　　演者︓桑原優⼤・永瀬崇・
　　　　　　　　　　 中野智・島袋篤哉

シンポジウム5

　「AMED研究班共同企画
　　　　　　 成⼈期川崎病冠後遺症の最新情報」

ハンズオンセミナー

シンポジウム6

　「Fontanのデバイス治療
　　　　　　 ⼼内へのアクセス困難な不整脈治療」

ポスター発表5
ポスター会場1（第6会議室）

ポスター発表6
ポスター会場2（第8会議室）

ポスター発表7
ポスター会場1（第6会議室）

ポスター発表8
ポスター会場2（第8会議室）

総会
新専⾨医紹介

　「TPVIと外科⼿術のLife-Long Strategy
　　　　　　　〜肺動脈弁治療の歴史が変わる〜」

　　　座⻑︓福⽥旭伸・藤本⼀途
　　　コメンテーター︓平松健司
　　　演者︓⿅⽥⽂昭・藤井隆成・杉浦純也
　　　  　　　　⼩沼武司・村⽥理沙⼦

ランチョンセミナー4

 「拡がるTPVI、⻑期右⼼機能を考え
             「今、この時」に選べる治療選択」

「インターベンション2」

ハンズオンセミナー

ポスター閲覧
　　　　　　 座⻑︓熊⽊天児・⾚⽊禎治
　　　　　　 演者︓Seiji Ito

16:00

　　 座⻑︓檜垣⾼史
　　 演者︓⼩暮智仁・笠原真悟
　　 共催︓⽇本メドトロニック株式会社

YIA
　座⻑︓⼋尾厚史・笠原真悟
　演者︓⼩永井奈緒・市川奈央⼦・鈴⽊⿇希⼦

　座⻑︓坂本喜三郎・⼭村健⼀郎
　演者︓古⽥晃久・宗内淳・三⽊康暢・⼩嶋愛

学術委員会
研究部会セッション

　　　　座⻑︓稲井慶・神⾕千津⼦
　　　　演者︓⽯津智⼦・杜徳尚・板⾕慶⼀

ランチョンセミナー5

 「AF合併症例におけるASD治療の検討」

　　 　　座⻑︓坂本⼀郎
　　 　　演者︓中川晃志
　　　　 共催︓⽇本ライフライン株式会社

　　 座⻑︓板⾕慶⼀・増⾕聡
　　 演者︓岡秀治・加藤真理⼦・三⽊崇史
　　　　　　　稲⽑章郎・柴垣有希・⽚⼭雄三

⼀般演題12

「妊娠出産・プレコンセプションケア」

　座⻑︓神⾕千津⼦・⽔野芳⼦
　演者︓笹川みちる・⾺場志郎・⼩柳喬幸
　　　　　 加古川美保・⽔⾕花菜・⼩出沙由紀

　　座⻑︓北川哲也
　　演者︓⻑尾充展・杜徳尚
　　共催︓キヤノンメディカルシステムズ株式会社

⼀般演題14

12:00 12:00

13:00 13:00

10:00 10:00

11:00

⽇程表　1⽉14⽇（⼟）

8:00 8:00

9:00 9:00会⻑要望セッション3
（パネルディスカッション）

⼀般演題11⼀般演題9
「インターベンション1」

ポスター　受付・貼り付け「画像診断(CT, MRI)」

11:00

シンポジウム4
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日程表

愛媛県県⺠⽂化会館

時間 第1会場 第2会場 第3会場 ポスター会場 ハンズオンセミナー会場

8:50-10:50

9:00-10:30 9:00-10:00

10:10- 11:10

10:50-12:20

11:10-12:10

11:20-12:20

12:30-13:30 12:30-14:30 12:30-13:30

13:40-15:20 13:40-14:40

15:30-16:00

司会進⾏︓落合亮太・⼩出沙由紀・⽔野芳⼦

⼀般演題15

「多領域」

　　 座⻑︓中⽔流彩・桝⽥夏代
　　 コメンテーター︓仁尾かおり
　　 演者︓森貞敦⼦・⻄村早紀・⼩原由⾥・
　　　　　　　 杉渕景⼦・⽥中祥⼦・城⼾貴史

⼀般演題16

　　 　　　　座⻑︓細川忍
　　 　　　　演者︓髙⾕陽⼀・⾦澤英明
　　　　　　 共催︓⽇本ゴア合同会社

ランチョンセミナー8
 「愛媛⼤学におけるACHD-PAH診療の経験
　〜移⾏期・ACHD診療に循環器内科医は
　　　　　　　　　　　　　　　何をもたらすか︖〜」
　　 　　座⻑︓⾚⽊禎治
　 　　　演者︓⾚澤祐介
　　　　 共催︓ヴィアトリス製薬株式会社

特別講演5
　　　　　座⻑︓⼩板橋俊美・⼭村展央
　　　　　Keynote︓⼩板橋俊美
　　　　　演者︓・⿅野由⾹理・⿑藤央・
　　　　　　　　　　 渡辺修久・⽟井佑⾥恵

ACHD診療を⽀える技師を⽬指す

「チームマネジメント〜今治からの挑戦〜」

 「Hot Topics in Systemic RV」

 座⻑︓杜徳尚・板⾕慶⼀
 コメンテーター︓神⾕千津⼦・⼭村健⼀郎・
　 　　　　　　　　　JuneHuh
 演者︓Atsuko Kato・LucyEun・
　　 　　 Tokuko Shinohara・Seiji Ito・
　 　　　　AlexanderVanDeBruaene,Leuven

⽇本成⼈先天性⼼疾患学会・
⽇本肝臓学会ジョイントシンポジウム

 「FALDを知り、FALDと闘う」

　　座⻑︓松⽥暉・笠原真悟
　　演者︓吉川美喜⼦・⼩⾕恭弘(Keynote)
　　　　　　 原⽥元・⽯⽥秀和・平⽥康隆・
　　　　　　 齋⽊佳克・塩瀬明

20:00 20:00

18:00 18:00

19:00 19:00

16:00 16:00

17:00 17:00

14:00 14:00

15:00 15:00

閉会式

「Medical system」

　　　　座⻑︓落合亮太・⽴⽯実
　　　　演者︓⼭村健⼀郎・PhilipMoons

⽇本成⼈先天性⼼疾患学会・
⽇本循環器学会ジョイントシンポジウム

 「開業医の先⽣と⼀緒に診る
　      成⼈先天性⼼疾患診療、地域連携、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 移⾏期医療」

　　　　　コーディネーター︓元⽊博彦
　　　　　座⻑︓城⼾佐知⼦・村上博
　　　　　演者︓⽯津智⼦・⼩暮智仁・
　　　　　　　　　 ⽔野篤・⼤⾕敬之

共催︓GEヘルスケア・ジャパン株式会社

12:00 12:00

13:00 13:00

10:00 10:00

11:00 11:00

　　　　　　　座⻑︓打⽥俊司・⻄朋⼦
　　　　　　　演者︓岡⽥武史

ランチョンセミナー7
ゴア® カーディオフォーム

セプタルオクルーダー

　　　座⻑︓⼭⼝修・考藤達哉
　　　演者︓⼩泉洋平・⽥中篤・⼤内秀雄・
　　　　　　　 考藤達哉・⼤⻄秀樹

ソノグラファー教育セッション

「⽀援・診療体制」

　　 座⻑︓⽊村正⼈・笹川みちる
　　 コメンテーター︓満下紀恵
　　 演者︓関満・中島公⼦・圓本剛司・
　　　　　　　坂本貴彦・⼾⽥孝⼦・坂﨑尚徳

特別講演4

⽇程表　1⽉15⽇（⽇）

8:00 8:00

9:00 9:00
学術委員会セッション 渉外委員会

International session 多領域専⾨職
情報交換会 「成⼈先天性⼼疾患における

　　　　　　　　　　　　　　⼼臓移植を考える」


