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12:30-12:40 開会式
12:40-13:40

ランチョンセミナー1
「アミロイドーシスの克服に向けて」
座長：桑原 宏一郎
演者：肥後 太基
共催：ファイザー株式会社

12:40-13:40
ランチョンセミナー2

「基礎と臨床から見た高血圧治療の最新の話題」
座長：坂本 一郎
演者：篠原 啓介
共催：第一三共株式会社

12:40-13:40
ランチョンセミナー3

「抗凝固療法の神話と真実」
座長：向井 靖
演者：石川 利之
共催：バイエル薬品株式会社

13:50-15:20

学術委員会シンポジウム
「成人先天性心疾患における大動脈弁

および弓部治療」
座長：塩瀬 明・笠原 真悟
演者： 益田 宗孝・黒子 洋介

新川 武史・國原 孝
湊谷 謙司

13:50-14:50

How To Do IT 1
「この症例に手術しますか？」
座長：塚本 泰正・板谷 慶一
演者：赤澤 祐介・石北 綾子

13:50-14:50

一般口演 1
「妊娠・出産・麻酔」

座長：照井 克生・桂木 真司
コメンテーター：兵藤 博信

15:00-16:00

一般口演 3
「カテーテルインターベンション」
座長：脇 研自・江原 英治
コメンテーター：片岡 功一

15:00-15:30 教育講演1
「ACHDにおける ARNIの意義」
座長：泉 知里　演者：桑原 宏一郎

15:30-16:30

特別講演
「循環器病の克服に向けて」

座長：筒井 裕之
演者：大津 欣也

15:40-16:10 教育講演2
「左室補助人工心臓・心臓移植を学ぶ」
座長：塚本 泰正　演者：肥後 太基

16:10-17:10

一般口演 5
「外科治療 1」

座長：鈴木 孝明・平松 健司
コメンテーター：小田 晋一郎

16:20-16:50 教育講演3
「ACHDの管理に SGLT2iは役立つのか」
座長：坂東 泰子　演者：佐野 元昭16:40-18:10

日本循環器学会・日本先天性心疾患学会
ジョイントシンポジウム

「循環器病対策基本法と成人先天性心疾患」
座長：前村 浩二・赤木 禎治
演者：坂本 一郎・前村 浩二
　　　三谷 義英・石津 智子

17:00-17:30 教育講演4
「左室－大動脈カップリングの臨床的意義」

座長：朔 啓太　演者：大手 信之17:20-18:20

一般口演 7
「長期予後」

座長：篠原 徳子・元木 博彦
コメンテーター：中嶌 八隅
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10:00-12:00

JSACHD
理事会

12:00-12:30
JSACHD評議員会

13:50-14:50

一般口演 2
「心不全」

座長：小垣 滋豊・仁田 学
コメンテーター：島田 衣里子

13:50-14:50

E- ポスター1
「外科治療 1」
座長：中野 俊秀

コメンテーター：椛沢 政司

13:50-18:20

ポスター
「症例報告

（イメージング部門）」

15:00-16:00

一般口演 4
「Fontan循環 1」

座長：木島 康文・佐川 浩一
コメンテーター：瀧聞 浄宏

15:00-16:00

E- ポスター 2
「不整脈 1」
座長：豊原 啓子

コメンテーター：坂本 和生

16:10-17:10

一般口演 6
「その他」

座長：高田 秀実・渡辺 まみ江
コメンテーター：犬塚 亮

16:10-17:10

E- ポスター 3
「不整脈デバイス治療」

座長：籏 義仁
コメンテーター：中川 晃志

17:20-18:20

一般口演 8
「コメディカル」

座長：笹川 みちる・村上 智明
コメンテーター：狩野 実希

17:20-18:20

E- ポスター 4
「心不全・肺高血圧」
座長：岩田 祐輔

コメンテーター：相馬 桂　
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9:00-10:30

日本心不全学会・
日本先天性心疾患学会
ジョイントシンポジウム

「右心不全に挑む／右心不全を考える」
座長：泉 知里・伊藤 浩
演者： 天野 雅史・坂本 隆史

大内 秀雄・相馬 桂

9:00-10:30

シンポジウム1
「ACHDの心臓移植を考える」
座長：市川 肇・稲井 慶
演者： 平田 康隆・原田 元

坂口 平馬・平 将生

9:00-9:30 教育講演5
「ACHD 患者における心臓突然死のリスク層別化と予知」

座長：住友 直方　演者：池田 隆徳

9:40-10:10 教育講演6
「心不全緩和ケアを学ぶ」

座長：奥村 貴裕　演者：柴田 龍宏

10:20-10:50 教育講演7
「成人先天性心疾患に合併した種々の肺高血圧をどう扱うか」

座長：森田 紀代造　演者：八尾 厚史10:40-12:10

シンポジウム3
「これからの診療体制と専門医制度」
座長：元木 博彦・檜垣 高史
演者：柏村 健・伊織 圭美
　　　安田 謙二・武田 充人
　　　落合 亮太・城戸 佐知子

10:40-12:10

日本心エコー図学会・日本先天性心疾患学会
ジョイントシンポジウム

「成人先天性心疾患における感染性心内膜炎：
心エコー図診断」

座長：岩永 史郎・赤阪 隆史　
演者： 町野 智子・村田 光繁

椎名 由美・石北 綾子

11:00-11:30 教育講演8
「先天性心疾患をもつ女性の妊娠・出産を学ぶ」

座長：小川 正樹　演者：神谷 千津子

11:40-12:10 教育講演9
「心臓リハビリテーションのガイドラインを学ぶ」

座長：福本 義弘　演者：牧田 茂

12:30-13:30
ランチョンセミナー4

「心不全うっ血治療のコンセンサス
- 心腎連関を踏まえ -」

座長：伊藤 浩　演者：絹川 弘一郎
共催：大塚製薬株式会社

12:30-13:30
ランチョンセミナー5

「治療薬新時代の急性期・慢性期包括的心不全管理」
座長：福本 義弘
演者：奥村 貴裕

共催：小野薬品工業株式会社

12:30-13:30
ランチョンセミナー6

「成人先天性心疾患の長期予後に影響を与える2つの因子
：慢性心不全と肺高血圧にどう立ち向かうか」
座長：山本 一博　演者：赤木 禎治
共催：ヴィアトリス製薬株式会社

13:40-15:10

シンポジウム5
「これから ACHDに応用すべきカテーテル治療」

座長：赤木 禎治・賀藤 均
演者： 藤本 一途・佐地 真育

坂本 隆史・中川 晃志
藤井 隆成

13:40-14:50

一般口演 9
「不整脈デバイス治療」

座長：庄田 守男・宮﨑 文
コメンテーター：向井 靖

13:40-14:10 教育講演10
「ACHDの管理に心臓MRIを活かす」
座長：真鍋 徳子　演者：石川 友一

14:20-14:50 教育講演11
「心疾患患者の栄養療法」

座長：榎本 淳子　演者：山本 一博

15:20-16:20
アフタヌーンセミナー1

「経カテーテル的肺動脈弁留置術への期待 
~ 内科 / 外科それぞれの視点から ~」

座長：檜垣 高史　演者：福田 旭伸・宮地 鑑
共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

15:20-16:20

アフタヌーンセミナー2
「成人先天性心疾患における心臓突然死の予防」

座長 : 大内 秀雄
演者：住友 直方、 豊原 啓子

共催：旭化成ゾールメディカル株式会社

15:20-16:20

アフタヌーンセミナー3
「ACHD-PAHの早期発見と診療科連携について」

座長：齋木 佳克　演者：八尾 厚史
共催：ヤンセンファーマ株式会社  　
　　　　（メディカルアフェアーズ本部）

16:30-17:40

一般口演 11
「Fontan循環 2」

座長：増谷 聡・豊野 学朋
コメンテーター：白井 丈晶

16:30-17:00 教育講演12
「僧帽弁閉鎖不全症に対するカテーテル治療；MitraClip」

座長：林谷 俊児　演者：白井 伸一
17:00-17:45 海外招待講演1

「PAH in ACHD」
座長：赤木 禎治
演者：Michael Gatzoulis

17:10-17:40 教育講演13
「ACHD 診療で知っておきたい心不全薬物療法の知識」

座長：絹川 真太郎　演者：絹川 弘一郎
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9:00-10:30

シンポジウム2
「Multimodality imagingで ACHDに挑む」
座長：石津 智子・先崎 秀明
演者： 瀧聞 浄宏・椎名 由美

前田 恵理子・板谷 慶一

9:00-10:00

E- ポスター 5
「外科治療 2」
座長：打田 俊司

コメンテーター：小沼 武司

9:00-18:00

ポスター
「症例報告

（イメージング部門）」

10:10-11:10

E- ポスター 6
「外科治療 3」
座長：宮原 義典

コメンテーター：木村 成卓
10:40-12:10

シンポジウム4
「ACHDの突然死を予防するために」
座長：籏 義仁・立野 滋
演者： 水野 芳子・今井 靖

向井 靖・岡嶋 克則
西井 伸洋

11:20-12:20
E- ポスター 7

「術後遠隔期の諸問題」
座長：宗内 淳　

コメンテーター：児玉 浩幸

12:30-13:30
ランチョンセミナー7

「心不全診療における課題と最新の診断・治療」
座長：赤阪 隆史
演者：泉 知里　

共催：ノバルティス ファーマ株式会社

13:40-14:50

一般口演 10
「外科治療 2」

座長：山岸 正明・宮本 隆司
コメンテーター：猪飼 秋夫

13:40-14:40

E- ポスター8
「チアノーゼ」
座長：武田 充人

コメンテーター：川松 直人

16:30-18:00

シンポジウム6
「Systemic RVに対する治療戦略：

2心室型疾患への対応」
座長：庄田 守男・河田 政明
演者： 石津 智子・石川 友一

坂本 一郎・庄田 守男
市川 肇

16:30-17:30

E- ポスター 9
「症例報告 1」
座長：坂崎 尚徳

コメンテーター：藤田 鉄平
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9:00-10:30

多領域委員会企画シンポジウム
「ACHDを持って働く」

座長：川松 直人・城戸 貴史
演者・ 落合 亮太・白井 丈晶

末永 瞳・伊藤 綾

9:00-10:30

シンポジウム7
「Eisenmenger 症候群の定義を再考する」

座長：八尾 厚史・小垣 滋豊
演者： 小垣 滋豊・前田 恵

山村 健一郎・赤木 達
笠原 真悟

9:00-9:30 教育講演14
「心臓発生を学ぶ」

座長：上村 秀樹　演者：白石 公

9:40-10:10 教育講演15
「心臓のメディカルイラストレーション～先天性心疾患の解剖を学ぶために～」

座長：井手 友美　演者：末次 文祥

10:20-10:50 教育講演16
「臨床的なイベントに手術方法の違いが影響するかどうか検討したいときにはどうすべき ?」

座長：的場 哲哉　演者：船越 公太10:40-11:25 海外招待講演2
「Echocardiography in ACHD」
座長：赤阪 隆史
演者：Erwin Oechslin

10:40-12:10

シンポジウム8
「FALDに挑む」

座長：杜 徳尚・大内 秀雄
演者： 藤澤 知雄・永田 弾

稲井 慶・上村 秀樹
大西 秀樹

11:00-11:30 教育講演17
「漢方の活用方法」

座長：小笹 寧子　演者：土倉 潤一郎

11:40-12:10 新理事長講演
「日本成人先天性心疾患学会のあゆみと今後　2030年を目指した活動指針」

座長：筒井 裕之　演者：赤木 禎治

11:40-12:10 教育講演18
「ACHD診療にイバブラジンを活かす」
座長：石川 利之　演者：伊藤 浩

12:30-13:30
ランチョンセミナー8

「拡がる TPVI、新たな治療選択肢を 
- Harmony™ 治験の経験から -」
座長：矢崎 愉　演者：藤本 一途
共催：日本メドトロニック株式会社

12:30-13:30
ランチョンセミナー9

「成人先天性心疾患に合併する
肺高血圧症の治療戦略」

座長：稲井 慶　演者：相馬 桂
共催：ヤンセンファーマ株式会社（マーケティング部）

12:30-13:30
ランチョンセミナー10

「成人先天性心疾患の現状と将来の問題点 
- 長期予後と心不全 -」

座長：筒井 裕之　演者：丹羽 公一郎
共催：アストラゼネカ株式会社 /小野薬品工業株式会社

13:40-14:10
日本成人先天性心疾患学会総会

（30分）

14:20-15:50

シンポジウム9
「心疾患合併妊娠に挑む」
座長：池田 智明・吉松 淳
演者： 神谷 千津子・田中 博明

日高 庸博・前田 佳紀
小永井 奈緒　

14:20-15:50

シンポジウム10
「最新の ACHDレジストリ研究」
座長：落合 亮太・白石 公
演者： 石津 智子・水野 篤

仁田 学・八尾 厚史
大内 秀雄

14:20-14:50 教育講演19
「ACHDにおける遺伝性疾患を学ぶ」
座長：今井 靖　演者：山岸 敬幸

15:00-15:30 教育講演20
「肺動脈弁置換を学ぶ」

座長：齋木 佳克　演者：小田 晋一郎

15:50-16:00 閉会式

16:30-17:30
市民公開講座

「先天性心疾患とどう向きあうか ?」
座長：筒井 裕之・石川 司朗
演者： 巌 慎太郎・山村 健一郎

井本 浩・坂本 一郎
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9:00-10:30

多領域専門職情報交換会

9:00-10:00
E- ポスター 10

「カテーテルインターベンション」
座長：鎌田 政博

コメンテーター：金澤 英明

9:00-15:20

ポスター
「症例報告

（イメージング部門）」

10:10-11:10
E- ポスター 11

「診療体制・患者支援」
座長：満下 紀恵

コメンテーター：赤澤 祐介

10:40-11:40

How To Do IT 2
「この症例に内科的にどう治療しますか？」

座長：桂木 真司・麻生 健太郎
演者：藤田 鉄平・堀内 縁 11:20-12:20

E- ポスター 12
「長期予後」
座長：前田 潤

コメンテーター：浅野 遼太郎

12:30-13:30
ランチョンセミナー11

「HIF-PH阻害剤が慢性腎臓病患者における
生理的造血に果たす役割」

座長：井手 友美　演者：倉賀野 隆裕
共催：田辺三菱製薬株式会社

14:20-15:00 一般口演 12
「画像診断」

座長：松本 賢亮・安河内 聰
コメンテーター：稲毛 章郎

14:20-15:20

E- ポスター 13
「症例報告 2」
座長：安田 謙二

コメンテーター：増田 慶太
15:10-15:50 一般口演 13

「カテーテルアブレーション」
座長：西井 伸洋・高橋 一浩
コメンテーター：鈴木 嗣敏
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