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9:00～10:00

第1日目　2019年6月7日（金）

名古屋市立大学ミッドタウン名駅サテライト／
JPタワー名古屋 ホール＆カンファレンス 時間

一般演題④「産科出血」
演題番号 17～21
座長：中林 靖

金井 誠

時間

企業展示

一般演題⑤「検査」

優秀演題賞選考委員会

演題番号 22～24
座長：池田 和彦、川口 千晴

ランチョンセミナー2
共催：科研製薬株式会社

「帝王切開におけるVTE発症予防」

座長：池田 智明
演者：伊東 宏晃

評議員会・総会

基調講演・パネルディスカッション
企画：産科DICスコア改定検討委員会

「産科DICスコア改訂の是非を問う」

座長：板倉 敦夫
演者：小林 隆夫

「産科DICスコア改定について」

座長：板倉 敦夫
パネラー：竹田 善治、兵藤 博信

二井 理文、牧野真太郎
松永 茂剛、森川 守

一般演題②

「胎盤異常＋HDP」
演題番号　6～11
座長：小林　隆夫

小林 浩

一般演題③「DIC」
演題番号　12～16
座長：金山　尚裕

尾崎　康彦

10:00～10:50

11:00～12:00
教育講演1（P：産（領）・小）
「抗リン脂質抗体症候群の

病態と臨床」

座長：杉浦　真弓
演者：渥美　達也

ランチョンセミナー1
共催：ノボ ノルディスクファーマ

株式会社
「後天性血友病の臨床： 妊娠関連に

フォーカスを当てて」
座長：安達 知子
演者：酒井 道生

12:10～13:10

18:30～20:30

企業展示

8:50～8:55

13:20～14:20

14:20～15:00

優秀演題賞候補演題
演題番号　25～30
座長：大賀　正一

板倉　敦夫

16:40～18:10

ワークショップ1（P：産（領））
「不育症のトピックス」
座長：山田　秀人

演者：佐藤　 剛
佐藤　 剛

谷村　憲司
　北折 珠央

15:00～16:30

一般演題① 「新生児血友病」
演題番号　1～5
座長：中沢　洋三

　北東 功

15:30

8:008:00

一般演題⑦「DVT 」
演題番号　36～42
座長：三浦　清徳

　関 博之

13:20～14:30

第2日目　2019年6月8日（土）

名古屋市立大学ミッドタウン名駅サテライト

9:25～10:25

10:30～12:00 ワークショップ2（P：産（領）・小）
「新生児･乳児貧血のトピックス」

座長：細野　茂春
伊藤　悦朗

演者：伊藤　悦朗
細野　茂春

小山　典久

12:10～13:10 ランチョンセミナー3
共催：キヤノンメディカルシステムズ

株式会社
「超音波Aplioの血流イメージングを

診断と治療に活かす」
座長：川鰭 市郎
演者：長谷川潤一

8:30～9:20 一般演題⑥

「血液疾患＋感染症」
演題番号 31～35
座長：長 和俊

橘 大介

14:30～15:30 一般演題⑧

「新生児貧血」
演題番号 43～48
座長：落合 正行

郷 勇人

教育講演2（P：産（共）・小）

「血友病Aの新たな治療」

座長：瀧　 正志
演者：嶋　 緑倫

18:30～
懇親会　東天紅（JPタワー3F）

閉会式・優秀演題賞（真木賞）

受賞者発表ならびに表彰

※ （Ｐ：産（領））：日本専門医機構 産婦人科領域

（Ｐ：産（共））：日本専門医機構 産婦人科共通

（Ｐ：小）：日本専門医機構 小児科領域

基調講演・パネルディスカッション

企画：産科DICスコア改定検討委員会

「産科DICスコア改訂の是非を問う」

座長：板倉 敦夫

演者：小林 隆夫

「産科DICスコア改定について」

座長：板倉 敦夫

パネラー：竹田 善治、兵藤 博信

二井 理文、牧野真太郎

松永 茂剛、森川 守

8:50～　開会式

■教育講演

教育講演１　第１日目　６月７日（金）11：00～12：00　（P:産（領）・小）
「抗リン脂質抗体症候群の病態と臨床」	 S１－２

　　座長：　名古屋市立大学　産科婦人科� 教授　　　杉浦　真弓
　　演者：　北海道大学　免疫・代謝内科� 教授　 　渥美　達也

教育講演２　第２日目　６月８日（土）９：25～10：25　（P：産（共）・小）
「血友病Aの新たな治療」	 S３－４

　　座長：　聖マリアンナ医科大学　小児科学� 特任教授　　瀧　　正志
　　演者：　奈良県立医科大学　小児科� 教授　 　嶋　　緑倫

■ワークショップ

ワークショップ1　（P：産（領））
第１日目　６月７日（金）16：40～18：10

テーマ：「不育症のトピックス」	
　　座長：　神戸大学　産婦人科� 教授　　　山田　秀人

名古屋市立大学　産科婦人科� 准教授　　佐藤　　剛

「不育症におけるPGT-SR、PGT-Aの有用性」	 S５－６
　　演者：　名古屋市立大学　産科婦人科� 准教授 　佐藤　　剛

「β2	glycoprotein	I/HLA	class	II複合体に対する
ネオ・セルフ抗体は不育症の新たなリスク因子である」	 S７－８

　　演者：　神戸大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター
准教授 　谷村　憲司

「ループスアンチコアグラントと血栓性素因」	 S９－10
　　演者：　名古屋市立大学　産科婦人科� 講師　 　北折　珠央



ワークショップ2　（P：産（領）・小）	
第２日目　６月８日（土）10：30～12：00

テーマ：「新生児･乳児貧血のトピックス」	
　　座長：　自治医科大学附属さいたま医療センター　周産期科　新生児部門

教授　　　細野　茂春
弘前大学　小児科学� 教授　　　伊藤　悦朗

「Diamond-Blackfan貧血の最近の知見」	 S11－12
　　演者：　弘前大学　小児科学� 教授　 　伊藤　悦朗

「未熟児貧血予防と新生児蘇生としての胎盤血輸血」	 S13－14
　　座長：　自治医科大学附属さいたま医療センター　周産期科　新生児部門

教授　　　細野　茂春

「血液製剤の使用指針改訂にともなう新生児・小児輸血」	 S15－16
　　演者：　豊橋市民病院　小児科� 部長　 　小山　典久

■ランチョンセミナー

ランチョンセミナー１
第１日目　６月７日（金）12：10～13：10

「後天性血友病の臨床：妊娠関連にフォーカスを当てて」	
　　座長：　総合母子保健センター愛育病院� 院長　 　安達　知子
　　演者：　宗像水光会総合病院　小児科� 部長　 　酒井　道生
　　共催：　ノボ�ノルディスク�ファーマ株式会社

ランチョンセミナー２
第１日目　６月７日（金）12：10～13：10

「帝王切開におけるVTE発症予防」	
　　座長：　三重大学　産科婦人科� 教授　 　池田　智明
　　演者：　浜松医科大学　産科婦人科� 教授　 　伊東　宏晃
　　共催：　科研製薬株式会社



ランチョンセミナー３
第２日目　６月８日（土）12：10～13：10

「超音波Aplioの血流イメージングを診断と治療に活かす」	
　　座長：　松波総合病院　産婦人科周産期医療対策� 室長　 　川鰭　市郎
　　演者：　聖マリアンナ医科大学　産婦人科� 准教授 　長谷川潤一
　　共催：　キヤノンメディカルシステムズ株式会社

■基調講演・パネルディスカッション
企画：産科DICスコア改定検討委員会

基調講演
　第１日目　６月７日（金）13：20～13：40
「産科DICスコア改訂の是非を問う」	 S17－18

　　座長：　順天堂大学　産婦人科� 教授　 　板倉　敦夫
　　演者：　浜松医療センター� 名誉院長　　小林　隆夫

パネルディスカッション
　第１日目　６月７日（金）13：40～14：20
「産科DICスコア改定について」	

　　座長：　順天堂大学　産婦人科� 教授　 　板倉　敦夫
　パネラー：　総合母子保健センター愛育病院　産婦人科� 部長　 　竹田　善治

東京都立墨東病院� 部長　 　兵藤　博信
三重大学　産科婦人科� 助教　 　二井　理文
順天堂大学　産婦人科� 准教授 　牧野真太郎
埼玉医大総合医療センター　産婦人科� 講師　 　松永　茂剛
北海道大学　産婦人科� 准教授 　森川　　守


