
6 月2 日（土曜日） 

日本成人先天性心疾患学会 
第 18回成人先天性心疾患セミナー 
日時：2018年 6月2日（土）～3日（日） 
会場：聖路加国際大学講堂（アリスセントジョンメモリアルホール） 
 
 
 
 
総合司会：弓田 悠介（防衛医科大学） 
 
9:00 Opening remark 八尾 厚史（東京大学） 
 
移行期医療と社会･精神心理問題                                               
9：10-10：10（講演15分 質疑5分） 
座長：八尾 厚史（東京大学）、水野 篤（聖路加国際病院） 
演者： 
1. 心臓MRI 新しい技術と指標   高橋 辰徳（山形大学） 
2. 心不全をめぐる在宅医療の現場   弓野 大（医療法人社団ゆみの） 
3. 移行医療の現在    落合 亮太（横浜市立大学） 
 
診療体制の構築と専門医問題                                                
10：15-11：35(講演15分 質疑5分） 
座長：建部俊介（東北大学）、犬塚 亮（東京大学） 
演者： 
1. ACHD専門医制度の現況   市田 蕗子（富山大学） 
2. 診療体制 通院中断の現状と専門医制度への期待 福田 旭伸（聖路加国際病院） 
3. 望まれる診療体制 看護師の立場から  水野 芳子（千葉県循環器病センター） 
4. 望まれる診療体制 医師の立場から  元木 博彦（信州大学） 
 
ランチョンセミナー １    成人先天性心疾患と不整脈治療                                                 
11：40-12：30 (協賛 第一三共株式会社） 
座長：中村 浩章（聖路加国際病院） 
演者：藤生 克仁（東京大学） 
 

～Lunch Break 12:30-13:30～ 
  



ACHDをめぐる臨床研究のヒント                                               
13：30-15：10 (講演 15分 質疑5分） 
座長：坂本 一郎（九州大学）、稲井 慶（東京女子医科大学） 
演者： 
1. ACHDの精神心理問題   森島 宏子（千葉県循環器病センター） 
2. 慢性心不全の脂質代謝異常   狩野 実希（埼玉赤十字医療センター） 
3. 修正大血管転位症に対する治療戦略、解剖学的根治（ダブルスイッチ）の適応と限界 
      市川 肇（国立循環器病研究センター） 

4. 心房細動と抗凝固療法 その有効性と有害事象 増田 慶太（横浜労災病院） 
5. ASD+PH treat & repair か repair & treat か 木島 康文（聖路加国際病院） 
 
症例検討                                                          
15：15-16：30（症例提示10分、討議15分） 
座長：赤木 禎治（岡山大学）、城戸 佐知子（兵庫県立こども病院） 
演者： 
1. 修正大血管転位兼右室流出路狭窄例の治療方針 小永井 奈緒（国立循環器病研究センター） 
2. ASDがない？    仁田 学（横浜市立大学） 
3. Ebstein 病の手術検討例   藤田 鉄平（北里大学） 
コメンテーター： 
平田 康隆（東京大学） 
相馬 桂（東京大学） 
桂木 真司（榊原記念病院） 
立野 滋（千葉県循環器病センター） 
 

～Coffee Break 16:30-16:45～ 
 

産科婦人科的問題の up to date                                               
16：45-18：05 (講演 15分 質疑5分） 
座長：池田 智明（三重大学）、小川 正樹（東京女子医科大学） 
演者： 
1. ACHD患者の胎盤機能   吉松 淳（国立循環器病研究センター） 
2. ACHD患者の卵巣機能・妊孕性  桂木 真司（榊原記念病院） 
3. 遺伝カウンセリング    山岸 敬幸（慶應義塾大学） 
4. ACHD患者の避妊    兵藤 博信（墨東病院） 
 

～懇親会 18:30 開始 聖路加国際病院レストラン～ 
 
 



6 月3 日（日曜日） 

 
 
 
 
 
総合司会：川松 直人（水戸済生会病院） 
 
 
ACHD診療の特殊性をめぐって                                               
9：00-10：40（講演15分 質疑5分） 
座長：増谷 聡（埼玉医科大学総合医療センター）、福田 旭伸（聖路加国際病院） 
演者： 
1. 心エコー心機能評価の特殊性   杜 徳尚（岡山大学） 
2. 必要な社会保障の知識    檜垣 高史（愛媛大学） 
3. 伝導路と不整脈基質の特殊性   宮崎 文（天理よろず相談所病院） 
4. 解剖・形態の特殊性    稲井 慶（東京女子医科大学） 
5. 血流、血行動態の特殊性   村上 智明（千葉県こども病院） 
 

～Coffee Break 10:40-10:50～ 
 
Burning topics  治療介入 どこまで可能か                                              
10：55-12：15 (講演 15分 質疑5分） 
座長：森田紀代造（東京慈恵医科大学）、村上 智明（千葉県こども病院） 
演者： 
1. TCPC Conversion の適応と限界  上村 秀樹（奈良県立医科大学） 
2. TOF PVRの適応と限界   小出  昌秋（聖隷浜松病院） 
3. Ebstein 心内修復術の適応と限界  笠原  真悟（岡山大学） 
4. Rastelli など心外導管手術後の再手術 ー適応と限界ー  

芳村 直樹（富山大学） 
 

～Lunch Break 12:15-13:00～ 
 

ランチョンセミナー 2  
肺高血圧を合併した心疾患に対する Treat and Repair の経験                                                 
13：00-13：50 (協賛 日本新薬株式会社） 
座長：八尾 厚史（東京大学） 
演者：笠原 真悟（岡山大学） 
  



Fontan を振り返る                                                    
13：50-15：10 (講演 15分 質疑5分） 
座長：白石 公（国立循環器病研究センター）、先崎 秀明（北里大学） 
演者： 
1. Fontan 手術 オリジナルから最新術式まで 松尾 浩三（千葉県循環器病センター） 
2. Fontan の適応と管理 今・昔   三浦  大（都立小児総合医療センター） 
3. 成人Fontan 患者の長期予後   大内  秀雄（国立循環器病研究センター） 
4. Fontan40年を振り返って   中西 敏雄（東京女子医科大学） 
 
15:15 Closing remark 稲井 慶（東京女子医科大学） 
 



日時

場所

聖路加国際病院 心血管センター 循環器内科

副医長 中村 浩章 先生

座長

演者 東京大学大学院医学系研究科先進循環器病学

特任准教授 藤生 克仁 先生

第18 回
成人先天性心疾患セミナー

成人先天性心疾患と不整脈治療

ランチョンセミナー1

共催 日本成人先天性心疾患学会 ／

2018年6 月2 日（土）11:40～12:30
聖路加国際大学 講堂
〒104-0044  東京都中央区明石町10番1号 TEL 03-3543-6391



＜会場のご案内＞



第18回成人先天性心疾患セミナー

座長

八尾 厚史 先生

東京大学 保健・健康推進本部 講師

演者

笠原 真悟 先生

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 心臓血管外科 教授

日時：2018年6月3日(日)13:00～13:50

会場：聖路加国際大学講堂
(アリス セントジョン メモリアルホール)
東京都中央区明石町10番1号

共催： 成人先天性心疾患セミナー ・ 日本新薬株式会社




