日本成人先天性心疾患学会
第 20 回成人先天性心疾患セミナー
日時：2019 年 6 月 1 日（土）〜2 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）

6 月 1 日（土）

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）

第１部：ACHD 専門医の誕生
9：10-10：50
座長：立野
白石

滋（千葉県循環器病センター）
公（国立循環器病研究センター）

演者：
1. ACHD 専門医制度の今・これから

市田

蕗子（国際医療福祉大学）

2. 修練施設の意義と在り方

八尾

3. ACHD 専門医の教育プログラム
4. ACHD 専門施設の現況

落合

カナダ

5. 心臓病者にとっての福祉制度

厚史（東京大学）

亮太（横浜市立大学）
杜

尚徳（岡山大学）

下堂前 亨（全国心臓病のこどもを守る会）

第２部：不整脈診療 up to date
10：50-12：10
座長：宮崎

文（天理よろづ相談所病院）

庄田

守男 （東京女子医科大学）

演者：
1. 房室錯位心の伝導路
2. 薬物治療の最前線

森田
住友

紀代造（東京慈恵会医科大学）

直方（埼玉医科大学国際医療センター）

3. 最新の device 診療

竹内

大二（東京女子医科大学）

4. フォンタン術後患者の EP/アブレーション

豊原

啓子（東京女子医科大学）

特別講演（ランチョンセミナー1）協賛：第一三共
12：10-12：55
座長：新沼

廣幸 （聖路加国際病院）

演者：桑原

宏一郎（信州大学）

「心不全パンデミック時代の高血圧治療」

〜休憩 12:55-13:50〜
当日の進行によっては休憩時間を変更させていただく場合がございます。

第 3 部： 肺高血圧”ここが知りたい”
13：50-15：30
座長：赤木
稲井

禎治（岡山大学）
慶（東京女子医科大学）

演者：
1. 肺高血圧の病態生理

土井

庄三郎（東京医科歯科大学）

2. アイゼンメンジャー症候群に対する肺血管拡張薬
3. フォンタン患者に対する肺血管拡張薬
4. シャント疾患の PH と肺血管拡張薬
5. 肺高血圧患者の右心機能評価

三谷
杉山
木島

義英（三重大学）

央（東京女子医科大学）
康文（聖路加国際病院）
石津

智子（筑波大学）

第 4 部： 症例検討
15：35-16：50
座長：白井
山岸

丈晶（加古川市民病院）
敬幸（慶應義塾大学）

演者：
症例 1：相馬 桂（東京大学）
未修復の肺高血圧合併成人 DORV 症例に対する心内修復術の適応
症例 2：藤田

鉄平（北里大学）

左側房室弁形成術後に房室弁逆流が再増悪し、カテコラミン依存となった修正大血管転位症末期心
不全患者に対する治療戦略について
症例 3：仁田

学（横浜市立大学）

部分肺静脈還流異常症に合併した肺がんに対する治療戦略―治療の優先順位は？あるいは”心雑音”
に迫る
コメンテーター：犬塚

亮（東京大学）

建部

俊介（東北大学）

椛沢

政司（千葉県循環器病センター）

第 5 部： 外科手術を振り返る
17：05-18：25
座長：市川
河田

肇（国立循環器病研究センター）
政明（自治医科大学とちぎ子ども医療センター）

演者：
1. フォンタン手術

笠原

2. ダブルスイッチ手術

松尾

真悟（岡山大学）

浩三（千葉県循環器病センター）

3. ファロー四徴症の右室流出路形成

新川

武史（東京女子医科大学）

4. ACHD 手術で、外科医が内科医に望むこと

上村

秀樹（奈良県立医科大学）

18:30〜

懇親会

6 月 2 日（日）
総合司会：児玉 浩幸（聖路加国際病院）
9:00

Opening remark

八尾

厚史（東京大学）

第 6 部：内科医/小児科医の苦手なところ
9：00-10：40
座長：満下
小永井

紀恵（静岡県立こども病院）
奈緒（国立循環器病研究センター）

演者：
1. 複雑先天性心疾患の心機能評価

増谷

聡（埼玉医科大学総合医療センター）

2. 単心室、三尖弁閉鎖の形態診断

森

3. 冠血行を評価する

水野

4. サルコペニア

椎名

5. 歯周病と感染性心内膜炎

善樹（北里大学）

篤（聖路加国際病院）

由美（聖路加国際病院）
大森

一弘（岡山大学）

〜coffee break 10:40-10:50〜
当日の進行によっては休憩時間を変更させていただく場合がございます。

第 7 部：Burning topics フォンタン症候群との闘い
10：55-12：15
座長：村上
稲井

智明（札幌徳洲会病院）
慶 （東京女子医科大学）

演者：
1. 不整脈

芳本

2. 肝障害 (FALD)

潤（静岡県立こども病院）

藤沢 知雄（済生会横浜市東部病院）

3. 蛋白漏出性胃腸症

大内

秀雄（国立循環器病研究センター）

4. 心不全

先崎

秀明（北里大学）

〜休憩 12:15-13:00〜
当日の進行によっては休憩を変更させていただく場合がございます。

特別講演（ランチョンセミナー2）協賛：日本新薬
13：00-13：50
座長：丹羽

公一郎（聖路加国際病院）

演者：相馬 桂（東京大学）
「成人先天性心疾患に伴う肺高血圧症の治療戦略」

第 8 部： ACHD 患者の妊娠、出産
13：50-15：30
座長：小川
池田

正樹（東京女子医科大学）
智明（三重大学）

演者：
1. 肺高血圧患者の妊娠、出産

神谷 千津子（国立循環器病研究センター）

2. 人工弁患者の妊娠、出産

桂木

3. 心疾患出産時の麻酔

照井

克生（埼玉医科大学総合医療センター）

4. フォンタン患者の妊娠、出産

島田 衣里子（東京女子医科大学）

5. 完全大血管転位術後の妊娠出産
15:30 Closing remark

真司（榊原記念病院）

堀内
稲井

縁（国立循環器病研究センター）

慶（東京女子医科大学）

