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一般演題 9：00 ～ 9：40
「肺動脈」

　　　座長：与田　仁志（東邦大学医療センター大森病院　新生児科）
　　　　　　梶野　浩樹（JA北海道厚生連網走厚生病院　小児科）

 A2-01 肺動脈閉鎖兼正常心室中隔症における大動脈弁評価の重要性
  福岡市立こども病院　検査部
  古賀　恭子

 A2-02 類洞交通を伴った胎児純型肺動脈閉鎖における心機能評価
  順天堂大学　産婦人科 / 順天堂大学浦安病院　産婦人科 
  山本　祐華

 A2-03 動脈管閉鎖後の肺動脈弁狭窄症重症度予測
  東京女子医科大学　循環器小児科
  朝貝　省史

 A2-04 胎児診断した左右非交通性肺動脈（non-confluent PA）を伴った単心室の 2 例
  国立循環器病研究センター　臨床検査部
  荒木　聖子

会長要望演題 10：00 ～ 10：50

「胎児診断の不確実性 I」
　　　座長：金　基成（神奈川県立子ども医療センター　循環器内科）
　　　　　　和田　誠司（国立成育医療研究センター　胎児診療科）

 A2-05 胎児先天性心疾患の出生後の経過に影響を与えた冠動脈異常
  神奈川県立こども医療センター　循環器内科
  金　基成

 A2-06 胎児期に肺動脈弁欠損と診断した純型肺動脈閉鎖、左冠動脈右室流出路起始の１症例
  大阪母子医療センター　小児循環器科
  豊川　富子

 A2-07 胎児期に右室低形成、肺動脈閉鎖、sinusoidal communication と診断し
  剖検にて冠動脈形成不全が判明した１例
  大阪医科大学附属病院　小児科学教室
  小田中　豊

 A2-08 先天性バルサルバ洞動脈瘤破裂を合併した左心低形成症候群亜型～胎児診断の pitfall ～
  自治医科大学　小児科
  松原　大輔

2月17日（土）　A会場（3階　櫻ホール）
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 A2-09 胎児診断が困難であった著明な胎児心拡大・心不全を伴う先天性右冠動脈右室瘻の一例
  秋田大学医学部　循環型医療教育システム学講座
  岡﨑　三枝子

会長要望演題 11：00 ～ 11：50

「胎児診断の不確実性 II」
　　　座長：大橋　直樹（JCHO中京病院中京こどもハートセンター　小児循環器科）
　　　　　　折野　一郎（折野産婦人科）

 A2-10 胎児診断の相違から方針に影響が及んだ症例に学ぶ、相違の原因と問題点
  広島市立広島市民病院　循環器小児科
  中川　直美

 A2-11 各地域の Level Ⅱ胎児心エコー検査の精度の検討
  ―出生後診断名が追加、変更となり新生児搬送された症例―
  福岡市立こども病院　新生児科・循環器科
  漢　伸彦

 A2-12 当院における妊娠 22 週未満の胎児心エコー症例の検討
  兵庫県立こども病院　循環器内科
  亀井　直哉

 A2-13 当院における妊娠 22 週未満の胎児心臓超音波診断の精度
  大阪医科大学附属病院　産婦人科
  永昜　洋子

 A2-14 在胎 22 週未満で先天性心疾患と診断された 11 例の検討
  東京女子医科大学　循環器小児科
  島田　衣里子

ランチョンセミナーⅡ 12：00 ～ 12：50
　　　座長：稲村　昇（近畿大学　小児科）

  「ドイツにおける胎児治療と心臓インターベンションの報告 －胎児から小児まで－」
  群馬県立小児医療センター　循環器科
  石井　陽一郎

総会 13：00 ～ 13：50
委員会報告　（レベル II　胎児心臓超音波検査オンライン多施設間全国登録について）
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特別講演Ⅱ 14：00 ～ 15：00

　　　座長：安河内　聰（長野県立こども病院　循環器センター）

  「最近の医療訴訟の傾向と対策 ～児に対する誤診例をもとに～」
  弁護士法人　棚瀬法律事務所　代表弁護士
  棚瀬　慎治

教育セミナー 15：00 ～ 17：30

「総肺静脈還流異常」
　　　座長：渋谷　和彦（東京都立小児総合医療センター　循環器科）

 　　1 総肺静脈還流異常の概要
  　東京都立小児総合医療センター　循環器科
  　渋谷　和彦

 　　2  総肺静脈還流異常症の出生前診断：スクリーニングと詳細な診断
　　　　　　久留米大学医学部　総合周産期母子医療センター
　　　　　　前野　泰樹

 　　3 総肺静脈還流異常（TAPVD）の周産期管理
  　神奈川県立こども医療センター　新生児科
  　川瀧　元良

 　　4 総肺静脈還流異常の手術と短期・遠隔期成績
  　近畿大学医学部　小児科
  　稲村　昇

閉会の辞 17：30 ～ 17：40 
埼玉県立小児医療センター　循環器科
菱谷　隆
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一般演題 9：00 ～ 9：40
「卵円孔」

　　　座長：鈴木　博（新潟大学地域医療教育センター　魚沼基幹病院　小児科）
　　　　　　青木　昭和（宇治徳洲会病院　産婦人科）

 B2-01 完全大血管転位における経カテーテル的バルーン心房中隔裂開術の必要性予測因子の検討
  国立循環器病研究センター　周産期・婦人科
  塩野入　規

 B2-02 胎児期に緊急心房中隔欠損作成術を計画した左心低形成症候群の 2 症例
  大阪母子医療センター　小児循環器科
  江見　美杉

 B2-03 心構造異常を伴わない胎児卵円孔早期閉鎖の一例
  大阪母子医療センター　産科
  染谷　真行

 B2-04 胎児卵円孔早期閉鎖 1 症例における経時的心機能・形態評価
  四国こどもとおとなの医療センター　産婦人科
  森根　幹生

一般演題 9：50 ～ 10：20

「外科治療及び死亡退院」
　　　座長：石井　正浩（北里大学医学部　小児科）

 B2-05 出生後早期に外科治療を必要と判断した胎児診断症例の検討
  大阪母子医療センター　小児循環器
  豊川　富子

 B2-06 出生当日に観血的治療介入を要した胎児診断症例の検討
  岡山大学病院　小児循環器科
  近藤　麻衣子

 B2-07 胎児心エコースクリーニングを行うも、死亡退院となった症例の考察
  岐阜県総合医療センター　小児循環器内科
  寺澤　厚志

2月17日（土）　B会場（4階　欅の間Ⅰ＋Ⅱ）
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一般演題 10：30 ～ 11：10

「その他Ⅰ」
　　　座長：黒嵜　健一（国立循環器病研究センター　小児循環器科）
　　　　　　住江　正大（福岡市立こども病院　産科）

 B2-08 胎児期に診断された心房逆位を伴う criss-cross heart の 1 例
  国立循環器病研究センター　臨床検査部
  中村　友香

 B2-09 解剖学的修正大血管転位症（ACMGA）の VSD 診断に胎児心エコーが有用だった 1 例
  JCHO 中京病院　中京こどもハートセンター　小児循環器科
  吉井　公浩

 B2-10 胎児期より観察し得た新生児 Marfan 症候群の 1 例
  JCHO 中京病院　中京こどもハートセンター　小児循環器科
  佐藤　純

 B2-11 胎児期からの右室低形成の成因として、下大静脈弁が考えられた ASD の一例
  埼玉医科大学総合医療センター　小児科
  岩谷　綾香

一般演題 11：15 ～ 11：55

「その他Ⅱ」
　　　座長：髙橋　実穂（筑波大学医学医療系　小児科）
　　　　　　杉林　里佳（国立成育医療研究センター　胎児診療科）

 B2-12 胎児診断された先天性心疾患における発育不全と胎児血流
  大阪母子医療センター　産科
  笹原　淳

 B2-13 胎児発育不全における心筋血流再分配所見と脈波伝播速度
  獨協医科大学　総合周産期母子医療センター　産科部門
  宮下　進

 B2-14 胎児スクリーニングで心内奇形を伴わない下大静脈欠損を疑った 2 症例
  産婦人科　菅原病院　超音波検査室
  田口　知里

 B2-15 先天性横隔膜弛緩症と先天性横隔膜ヘルニアの鑑別に胎児 MRI が有用であった 1 例
  茨城県立こども病院　小児循環器科
  村上　卓
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一般演題 15：00 ～ 15：50
「肺動脈スリング・血管輪・気管狭窄」

　　　座長：石戸　博隆（埼玉医科大学総合医療センター　小児循環器部門）
　　　　　　山本　智子（さいたま赤十字病院　産婦人科）

 B2-16 総肺静脈還流異常症、右肺低形成に合併した左肺動脈スリングの一例
  福岡市立こども病院　産科
  北代　祐三

 B2-17 出生後に高度気管狭窄症状を呈した左肺動脈右肺動脈起始（PA sling）の一例
  徳島大学病院　産科婦人科
  加地　剛

 B2-18 総肺静脈還流異常が疑われたが、出生後左肺動脈右肺動脈起始症と診断された一例
  弘前大学　産婦人科
  高林　杏奈

 B2-19 胎児期より経過観察している不完全型重複大動脈弓の 2 例
  国立病院機構　弘前病院　小児科
  佐藤　啓

 B2-20 右肺低形成と胎児診断された左肺過膨張、気管支狭窄、大動脈弓離断の１例
  静岡県立こども病院
  浅沼　賀洋

一般演題 16：00 ～ 16：50

「ファロー四徴・総肺静脈還流異常」
　　　座長：三﨑　泰志（国立成育医療研究センター　循環器科）
　　　　　　京谷　琢治（群馬県立小児医療センター　産科）

 B2-21 異なった肺動脈形態を示した動脈管のないファロー四徴の 2 例
  大阪市立総合医療センター　小児循環器内科
  中村　香絵

 B2-22 胎児期に anoxic spell 類似の発作を認めた Fallot 四徴症
  久留米大学医学部　小児科
  鍵山　慶之

 B2-23 ファロー四徴症胎児の右室流出路狭窄の児への影響
  国立循環器病研究センター　周産期・婦人科
  釣谷　充弘
　
 B2-24 胎児期に診断し得なかった総肺静脈還流異常症Ⅱ a の 1 例
  あいち小児保健医療総合センター　新生児科
  大島　康徳

 B2-25 PLSVC を有し、冠静脈洞の拡大を認めた TAPVC（Ⅱ a）の一例
  千葉大学医学部附属病院　周産期母性科
  岡山　潤
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一般演題 9：00 ～ 9：50
「家族支援」

　　　座長：河津　由紀子（大阪市立豊中病院　小児科）

 C2-01 治療に否定的な感情を示した両親への心理支援：肯定的感情への変化の過程を振り返る
  自治医科大学附属病院総合周産期母子医療センター産科病棟
  山口　順子

 C2-02 外科治療を行えない地域における重症心疾患胎児家族支援の問題点
  旭川厚生病院　産婦人科
  箱山　聖子

 C2-03 プレネータルビジットを行った切迫早産、FGR、HLHS の胎児症例
  静岡県立こども病院　新生児科
  伴　由布子

 C2-04 先天性心疾患により出生直後から入院した子どもが初回退院となった時の家族の不安の調査
  大阪母子医療センター　看護部
  矢尾　綾香

 C2-05 出生前診断後に入院となった患児の家族支援　- グリーフケアの振り返りと今後の課題 -
  埼玉医科大学国際医療センター　小児 ICU
  渡辺　良美

会長要望演題 10：00 ～ 10：50

「予後不良症例の家族支援」
　　　座長：髙木　紀美代（長野県立こども病院総合周産期母子医療センター　産科）

 C2-06 子どもと家族にとっての最善とは　～子どもを看取った家族への支援から考える～
  神奈川県立こども医療センター　看護局
  権守　礼美

 C2-07 左心低形成症候群と診断されたこどもとその家族を支援する取り組み
  北海道大学病院　看護部
  藤谷　貴子

 C2-08 在胎 22 週未満例での家族とのかかわり - 過去 3 年の経験 -
  埼玉医科大学総合医療センター　小児科小児循環器部門
  石戸　博隆

 C2-09 予後不良と考えられる疾患と診断され、妊娠中絶を選択した家族への関わりを考える
  JCHO 中京病院　中京こどもハートセンター　小児循環器科
  大橋　直樹

2月17日（土）　C会場（4階　欅の間Ⅲ+Ⅳ）
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招待講演 11：00 ～ 11：50
　　　座長：竹田津　未生（北海道療育園）

  「胎児診断を受けた母親・家族への心理的支援 ～リエゾンナースの立場から～」
  大阪医科大学附属病院看護部　看護師長代理／専門看護師
  宮田　郁

一般演題 15：00 ～ 16：00

「大動脈弓・動脈管」
　　　座長：松永　保（戸田中央総合病院　小児科）
　　　　　　田中　守（慶應義塾大学医学部　産婦人科学教室）

 C2-10 異なった心血管奇形を伴う B 型大動脈弓離断複合の胎児心エコー診断例
  金沢医科大学病院　小児循環器内科
  堀　香織

 C2-11 胎児診断が困難であった総動脈幹症 Van Praagh 分類 A-4（with IAA typeB）の 1 例
  大垣市民病院　小児循環器新生児科
  太田　宇哉

 C2-12 胎児胸腔内異常エコー所見が契機でみつかった congenital kinking of the aorta の胎児
  筑波大学附属病院小児科
  黒江　崇史

 C2-13 Bi-Plane imaging が病型診断に有用であった右大動脈弓の 1 症例
  慶應義塾大学医学部　産婦人科学教室
  秋葉　洋平

 C2-14 正常心内構造で胎児期に蛇行、拡張をきたした動脈管の出生後経過
  名古屋第二赤十字病院　小児科
  横山　岳彦

 C2-15 拡張型心筋症様の病態を呈した動脈管早期閉鎖症
  地域医療機能推進機構（JCHO）九州病院　小児科
  岡田　清吾


