
第42回 日本小児遺伝学会学術集会 大会日程
第1日目 2月28日（金） 第2日目 2月29日（土）
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開会挨拶

優秀口演 BO

シンポジウム１ S1

企業共催セミナー１ LS１

一般口演 O1 低身長・骨系統疾患

一般口演 O2 網羅的解析・社会実装

一般口演 O3     新規バリアント・その他

企業共催テクニカルセミナー TS

教育講演 EL

評議員会
（小会議室201 ）

ポスター
貼付

（貼替えなし）

企業展示 クローク

〜18:30

懇親会

ポスター
発表

（奇数番号）

特別企画講演 SL

企業共催セミナー２ LS2

第34回 Dysmorphologyの夕べ

大会長講演 PL ゲノムと医療
企業展示

クローク

小児遺伝学会総会

一般口演 O4 染色体・細胞遺伝

一般口演 O5 新手法

シンポジウム２ S2 

ポスター
発表

（偶数番号）
〜16:30

ポスター撤去

20:20閉館

19：00閉館

新専門医制度 ⅱ専門医共通講習 医療倫理単位取得対象セッション

新専門医制度 ⅲ小児科領域講習単位取得対象セッシ ョン

新専門医制度 ⅲ小児科領域講習単位取得対象セッシ ョン

新専門医制度 ⅲ小児科領域講習単位取得対象セッシ ョン

ホール ホワイエ 小会議室
202 ホール ホワイエ 小会議室

202

島唄と地料理 とぅばらーま 国際通り店

8:40-9:20

9:30-9:35

9:35-10:35

10:40-11:55

12:05-12:55

13:05-13:45

13:45-14:17

14:25-14:55

15:00-16:00

16:10-16:50

17:40-18:30

9:00〜

8:30〜

9:00〜9:00-9:30

9:35-10:15

10:15-10:55

11:05-12:05

12:15-13:05

13:15-13:50

14:00-15:30

15:30-16:20

16:40-16:55

16:35まで

優秀演題表彰式、閉会挨拶

18:00-20:00

Corporate Evening Seminar ES
17:00-17:50

19:30〜21:30

共催：ファイザー株式会社

共催：アジレント・テクノロジー株 式会社

共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

illumina

希少・難病への理解と対応
―ゲノム医療到来に向けた説明と遺伝カウンセリング―

WEB版 Syndrome Finderと臨床診断

人工知能(AI)と医療

小児のゲノム医療 ―実践と体制作り ―

シンポジスト：川目 裕 (東京慈恵会医科大学)
沼部 博直 (東京医科大学)
西村 由希子 (NPO法人 ASrid)

座長：後藤 雄一 (国立精神・神経医療研究センター）
水野 誠司 (愛知県医療療育総合センター）

低身長の分子基盤
演者：深見 真紀 (国立成育医療研究センター) 座長：緒方 勤 (浜松医科大学)

座長：深見 真紀 (国立成育医療研究センター)、 大橋 博文 (埼玉県立小児医療センター)

座長：小崎 里華 (国立成育医療研究センター)、 知念 安紹 (琉球大学)

演者：石井 善幸 (アジレント) 座長：尾崎 正和 (アジレント)

演者：成富 研二 (沖縄南部療育医療センター) 座長：沼部 博直 (東京医科大学)

座長：岡本 伸彦 (大阪母子医療センター)、 森貞 直哉 (兵庫県立こども病院)

演者：要 匡 (国立成育医療研究センター) 座長：高田 史男 (北里大学)

座長：涌井 敬子 (信州大学)、 當間 隆也(わんぱくクリニック)

座長：倉橋 浩樹 (藤田医科大学)、 清水 健司 (静岡県立こども病院)

演者：高野 敦司 (IBM Japan)
賀藤 均 (国立成育医療研究センター)

座長：福嶋 義光 (信州大学)
要 匡 (国立成育医療研究センター)

演者：岡本 伸彦 (大阪母子医療センター)
黒澤 健司 (神奈川県立こども医療センター)

座長：古庄 知己 (信州大学)
要 匡 (国立成育医療研究センター)

シンポジスト：中西 浩一 (琉球大学)
岡本 伸彦 (大阪母子医療センター)
蒔田 芳男 (旭川医科大学)
難波 栄二 (鳥取大学)

John W. Belmont, M.D., Ph.D. 
Senior Principal Medical Scientist, Illumina, Inc., USA

Whole Genome Sequencing in Clinical Practice

第1部 AMCの原因を考える
演者：二宮 伸介 (倉敷中央病院)

森貞 直哉 (兵庫県立こども病院)
石川 亜貴 (札幌医科大学)
川目 裕 (東京慈恵会医科大学)

座長：蒔田 芳男 (旭川医科大学)

第２部
症候群の症状としてみられるAMC
-遺伝子診断により確定診断された 症例を 検討す る-

演者：岡本 伸彦 (大阪母子医療センター)
座長：清水 健司 (静岡県立こども病院)

20:00 閉会

座長：緒方 勤 (浜松医科大学)、 黒澤 健司 (神奈川県立こども医療センター)

沖縄県市町村自治会館

ポスター
貼付

（貼替えなし）

エクソームシーケンスの変異解析に 必要な ステッ プとソ フトウ ェアの ご紹介

ヌーナン症候群を診る

16:50-17:10

Chairman：Tadashi Kaname
(NCCHD)

〜18:50

ホール：18:00閉鎖

座長：古庄 知己 (信州大学)

〜17:00

9:00〜9:00〜 9:00〜

Refresh Break 協賛：沖縄県・沖縄観光コンベン ション ビュー ロー
沖縄ハム総合食品株式会社

17:10-17:40 カレントトピック CT

演者：松原 洋一 (国立成育医療研究センター) 座長：黒澤 健司 (神奈川県立こども医療センター)
ゲノム医療の課題と展望

English

諸般の事情を鑑み、懇親会は中止することにいたしました。
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