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日程表
3月13日

A 会場 B 会場 C 会場
小ホール（ホール棟 2F） 国際会議室（ホール棟 4F） 403・404（ビル棟 4F）

9:00

9:15 - 9:20 開会の辞
9:20 - 10:20

里見賞候補演題
座長：安河内 聰・池田 智明

10:00

10:20 - 11:20

一般演題
スクリーニング①

座長：稲村 昇・石井 徹子

10:20 - 11:10

一般演題
心構造異常①

座長：馬場 健児・永井 立平

10:20 - 11:10

一般演題
スクリーニング②

座長：片岡 功一・金井 雄二
11:00

11:30 - 12:30

Key Note Lecture（基調講演）
"Fetal Congenital Heart Disease（CHD） 

and Genetic Disorders"
座長：夫 律子　演者：Prof. Rabih Chaoui

共催：リッツメディカル株式会社

 
Key Note Lecture（基調講演） 

中 継12:00

12:30 - 13:30 Plenary Lecture 
（Luncheon Seminer1）

"Assessment of the Fetal Venous System: 
Normal and Abnormal Findings"

座長：馬場 一憲　演者：Prof. Rabih Chaoui
共催：GE Healthcare Japan

 
Plenary Lecture（Luncheon Seminer1） 

中 継13:00

13:30 - 14:30

 
 

総 会14:00

14:40 - 15:40

特別講演①
「世界各地を駆け抜けて」
座長：難波 聡　演者：川内 優輝

共催：森永乳業株式会社

15:00

16:00
15:50 - 16:40

一般演題
心機能①

座長：須田 憲治・宮下 進

15:50 - 16:40

一般演題
心構造異常②

座長：新居 正基・月原 悟

15:50 - 16:40

一般演題
スクリーニング③

座長：竹田津 未生・橋本 哲司

17:00
16:50 - 17:40

一般演題
心機能②

座長：小野 博・三好 剛一

16:50 - 17:40

一般演題
心構造異常③

座長：佐々木 理・住江 正大

16:50 - 17:40

一般演題
スクリーニング④

座長：佐藤 有美・上妻 友隆

17:40 - 18:00 里見賞授賞式
司会：堀米 仁志　授賞：里見 元義

18:00

18:30 - 20:30　　　　　　　　懇親会　　　　　　　　　　　　　　会場：鉄道博物館ナイトミュージアム　
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日程表
3月14日

A 会場 B 会場 C 会場
小ホール（ホール棟 2F） 国際会議室（ホール棟 4F） 403・404（ビル棟 4F）

9:00
9:00 - 9:50

一般演題
心構造異常④

座長：石井 陽一郎・松岡 隆

9:00 - 9:40 一般演題
心構造異常⑦

座長：与田 仁志・堀越 嗣博

9:10 - 9:50

会長要望演題CoA
座長：川滝 元良・正岡 博

10:00
9:50 - 10:30 一般演題

家族支援①
座長：石戸 博隆・髙木 紀美代

10:00 - 10:50
Video Lecture DeVore ISUOG講演

"fetal HQ: The New Standard for 
Assessment of Fetal Cardiac Function"

座長：瀧聞 浄宏
共催：GE Healthcare Japan

10:00 - 10:50

一般演題
心構造異常⑤

座長：金 基成・加地 剛
10:40 - 11:20 一般演題

家族支援②
座長：西畠 信・河津 由紀子

11:00
11:00 - 12:00

特別講演②
「診療ガイドラインの法的位置づけ： 

主に訴訟との関係について」
座長：堀米 仁志　演者：小谷 昌子

11:00 - 11:50

一般演題
心構造異常⑥

座長：髙橋 実穂・青木 昭和 11:30 - 12:10 一般演題
家族支援③

座長：大橋 直樹・権守 礼美12:00

12:10- 13:10

教育講演①（ランチョンセミナー２）
「胎児のゲノム解析： 

どこまでわかる？どこまで遡れる？」
座長：左合 治彦　演者：秦 健一郎

共催：イルミナ株式会社

12:10- 13:10
教育講演②（ランチョンセミナー 3）
「胎児電気信号を用いた心拍数モニタ 
（アイリスモニタ）を用いた心拍数モニタ

リングと不整脈計測の可能性」
座長：菊地 昭彦　演者：田中 守

共催：アトムメディカル株式会社

12:10 - 13:20

家族支援委員会
13:00

13:10 - 13:30 Current Topic
座長：秦 健一郎　演者：長谷川 冬雪

共催：イルミナ株式会社 13:20 - 13:50 一般演題
心機能③

座長：黒嵜 健一・新谷 光央

13:20 - 15:10 

家族支援委員会企画  
テーマセッション

「家族に心疾患を告げるとき  
～我々は、誰の、何を支援するのか～」

A）講演 
「バッドニュースを如何に患者さんと 
共有するか －心理士の立場から－」

演者：別所 晶子

B）グループディスカッション
座長：石戸 博隆・満下 紀恵

13:40 - 14:20 一般演題
不整脈①

座長：前野 泰樹・田丸 俊輔
14:00

14:00 - 14:40 一般演題
心機能④

座長：永田 弾・中田 雅彦
14:30 - 15:10 一般演題

不整脈②
座長：横山 岳彦・田中 守15:00

14:50 - 15:30 一般演題
心機能⑤

座長：松井 彦郎・中村 学
15:20 - 17:50

教育セミナー
「胎児心エコー検査におけるDoppler法 

の使い方　基本から応用まで」
座長：渋谷 和彦

 1）胎児心エコー Doppler法の条件設定と概要
演者：河津 由紀子

 2）Doppler法による胎児弁異常の評価
演者：瀧聞 浄宏

 3）Doppler法による胎児血流異常の評価
演者：川滝 元良

 4）Doppler法による胎児不整脈の評価
演者：前野 泰樹

16:00

17:00

18:00
17:50 - 18:00 閉会の辞


