神奈川胎児エコー研究会では、今年もまた、『アドバンス講座』を企画
いたしました。心臓病の胎児診断のAからZまでを、2日間にわたり、
集中的に学びます。全国にも遠隔会場を設置し、なるべく近いところで
セミナーを受けられるようにします。この機会に多数の方々とお会いで
きますことを、心待ちにしております。

受講料

医師 30,000円 ／ コメディカル15,000円

本会場
学術総合センター一橋記念講堂
全国10ヶ所

東京メトロ半蔵門線／都営地下鉄三田線・新宿線「神保町」
東京メトロ東西線「竹橋」1b出口
徒歩3〜5分

本会場からほぼリアルタイムで講演の画像と音声を遠隔会場に配信します。

北海道会場[定員50名]：北海道大学第3臨床講堂

〒060-8638 北海道札幌市北区北15条西7丁目

青森会場 [定員120名]：弘前大学医学部医学部基礎大講義室

〒036-8562

弘前市在府町５

仙台会場 [定員100名]：東北大学 医学部1号館大会議室

〒980-8575 仙台市青葉区星陵町2-1

名古屋会場 [定員30名]: 名古屋大学医学部附属病院特別会議室

〒466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町65番地

滋賀会場 [定員100名]: 滋賀医科大学臨床講義室

〒520-2192

STICレクチャー開催！

（東京会場のみ）
11月22日
（土）15：00〜16：30
11月23日
（日）18：15〜19：45
受講料：5,000円

滋賀県大津市瀬田月輪町

広島会場 [定員：50名]：広島大学病院臨床管理棟（旧外来棟）3階大会議室

〒734-8551

広島県広島市南区霞1-2-3

愛媛会場 [定員：120名]：愛媛大学総合情報メディアセンター メディアホール

〒790-8577

松山市文京町3番

九州会場 [定員：100名]：九州大学病院臨床小講堂2

〒812-8582

福岡市東区馬出3-1-1

宮崎会場 [定員：15名]：宮崎大学附属病院

〒889-1692

4F産婦人科カンファレンスルーム

宮崎県宮崎市清武町大字木原5200

沖縄会場 [定員：100名]：琉球大学おきなわクリニカルシミュレーションセンター

〒903-0215

沖縄県西原町字上原207番地

申し込み期間（予定） 10月9日
（木）〜11月6日
（木）

https://supportoﬃce.jp/kawatakiecho/
大会委員長

第59回神奈川胎児エコーアドバンス講座 プログラム
2014年10月9日現在
11月22日（土）
15:00 - 16:30
11月23日（日）
9:00 - 9:25
9:25 - 9:30

STICセミナー①中級・全心疾患 （GE協賛）
STICセミナー②上級・TOF/TGA/TAPVD

社会保険船橋中央病院／内藤 幸恵
静岡県立こども病院新生児未熟児科／長澤 真由美

受 付 (アドバンス講座）
開会の挨拶・オリエンテーション
心臓の発生

慶應義塾大学医学部小児科
山岸 敬幸

10:00 - 10:30

技師による心スクリーニングの実際※

小阪産病院 医療技術部
芳野 奈美

10:30 - 11:00

カラードプラーを活用したスクリーニング

コシ産婦人科医院 生理検査室
辻村 久美子

9:30 - 10:00

11:00 - 11:10

（休憩： 10分）

11:10 - 11:40

新生児の心スクリーニング法

静岡県立こども病院 循環器科
新居 正基

11:40 - 12:10

遠隔セミナーをささえる最近のＩＴ技術

SINET利用推進室／阿部 俊二
九州大学病院ﾒﾃﾞｨｶﾙｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ ／安徳 恭彰

12:10 - 12:40
12:40 - 13:40

企業セミナー
（昼食： 60分）

13:40 - 14:10

Heterotaxia,Segmantal approach

静岡県立こども病院 循環器科
新居 正基

14:10 - 14:40

midlineの異常（AVSD,VSD、単心室)

昭和大学産婦人科学講座
松岡 隆

14:40 - 14:50

（休憩： 10分）

14:50 - 15:20

左室流出路狭窄疾患 (重症AS,HLHS）

東京女子医科大学病院循環器小児科
石井 徹子

15:20 - 15:50

small LV (simple COA、卵円孔早期閉鎖）※

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科
河津 由紀子

16:20 - 16:30

small RV（PAIVS, TA,hypo、右室低形成症候群）
※
（休憩： 10分）

16:30 - 17:00

TAPVD※

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科
河津 由紀子

17:00 - 17:30

TOF/DORV

医療法人社団 正岡病院 産婦人科
正岡 博

17:30 - 18:00

TGA/Tausig Bing※

久留米大学医学部小児科総合周産期母子医療センター
前野 泰樹

15:50 - 16:20

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科
稲村 昇

STIレクチャー（東京会場のみ）
18:00 - 18:15 受付
STICセミナー③（中級・全心疾患） （GE協賛）
社会保険船橋中央病院／内藤 幸恵
18:15 - 19:45 STICセミナー④（中級・全心疾患）（Samsung協賛） 草加市立病院小児科／白井 加奈子
STICセミナー⑤（上級・TOF/TGA/TAPVD）
東北大学周産母子センター産婦人科・神奈川こども医療センター／川滝 元良
11月24日（祝）
9:00

受

付

9:00 - 9:30

COA comp/IAA

旭川厚生病院小児科
竹田津 未生

9:30 - 10:00

TAC/PAVSD/MAPCA

静岡県立こども病院総合周産期母子医療センター
新生児科
田中 靖彦

10:00 - 10:30

Ebstein、三尖弁異型性、房室弁逆流※

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科
稲村 昇

10:30 - 10:40

（休憩： 10分）

10:40 - 11:10

心筋症、心筋疾患

長野県立こども病院 循環器小児科
瀧聞 浄宏

11:10 - 11:40

心外疾患による心不全

昭和大学産婦人科学講座
松岡 隆

11:40 - 12:30

（昼食休憩： 50分）

12:30

-

14:25 14:40 15:10 15:40 15:50 -

長野県立こども病院 循環器小児科 ／ 瀧聞 浄宏
旭川厚生病院小児科 ／ 竹田津 未生
医療法人社団 正岡病院 産婦人科 ／ 正岡 博※
症例診断クイズ 解説と解答
大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科 ／ 稲村 昇※
14:25 ※実際の症例を見て診断してみましょう。講師がて
（休憩）
いねいに解説します。
久留米大学医学部小児科総合周産期母子医療センター ／ 前野 泰樹※
昭和大学産婦人科学講座 ／ 松岡 隆
静岡県立こども病院総合周産期母子医療センター新生児科 ／ 田中 靖彦
14:40 （休憩 15分）
長野県立こども病院循環器小児科
15:10 チーム医療
安河内 聡
神奈川県立こども医療センター 新しい命のためのサポートセンター
15:40 家族支援
権守 礼美
長野県立こども病院 循環器小児科
15:50 表彰式
瀧聞 浄宏
16:00 終了のご挨拶
※九州大学、滋賀医科大学にてご発表いただく方向にて調整中。

