
 

 

皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、この度「第 53 回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会」を令和 4 年 2 月

27 日(日)に富山県富山市において開催することとなりました。 

当日の日程につきましては別添プログラムを予定しております。 

総会参加をご希望の方は、別添プログラム裏面に記載の申込専用ホームページまたは、

ＱＲコードより令和 4 年 1 月 14 日(金)までにお申込みくださいますようお願い申し上

げます。 
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［取得単位］◎現地参加者のみ付与いたします。 

1． 日本医師会生涯教育講座 

2． 日本臨床内科医会研修単位 

3． 日本小児科学会／日本専門医機構 専門医制度（新制度） 更新単位ⅲ小児科領域講習（申請中※） 

※申請の承認が下りていないため、詳細は令和 4 年 1 月以降に富山県医師会までお問い合わせください。 

4．日本小児循環器学会専門医研修会   

 

［参加費用］※参加申込システム使用料は参加費に含まれています。 

医師・・・３，５００円 

医師以外（医療従事者、養護教諭等学校関係者等）・・・５００円 

お弁当代・・・１，０００円（希望者のみ） 

  

 

 

第 53 回 

若年者心疾患・ 

生活習慣病対策協議会総会 

 
日時：令和４年２月２７日（日）9：00～15：45 

会場：富山国際会議場(ハイブリッド開催) 

 

主催：公益社団法人富山県医師会 公益社団法人富山市医師会 

若年者心疾患・生活習慣病対策協議会 

後援：公益社団法人日本医師会 富山県教育委員会 富山市教育委員会 

協賛：フクダ電子株式会社 



 

［参加・宿泊申込方法］ 

「第 53 回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会」の申込専用ホームページ   

（https://va.apollon.nta.co.jp/jakushinkyo53/）、もしくは右記 QR コードより、 

令和 4 年１月 14日（金）までにお申込みくださいますようお願い申し上げます。 

 ※参加申込等の取りまとめは、株式会社日本旅行に委託しております。 

お申込み手続きの確認等は、株式会社日本旅行 Tis 富山支店                     (ＱＲコード) 

（TEL：076-433-1184）までお願いいたします。 

 
※Web 参加について 

 総会開催 1 週間前（予定）に富山県医師会（sf-noguchi@toyama.med.or.jp）より、Zoom ウェビナー 

URL 等を送信いたします。なお、抄録集について、医師参加者は送付先住所に郵送します。医師以外の 

参加者には URL をお送りしますので、資料のダウンロードもしくはプリントアウトをお願いします。 

※現地参加について 

 「ご予約確認票」をご持参の上、ご来場いただきますようお願いします。 

 

［アクセス］ 

富山国際会議場（〒930-0084 富山市大手町 1-2 TEL:076-424-5931） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［会員募集］ 

若年者心疾患・生活習慣病対策協議会会員を募集しています。 

会員には総会のご案内と会誌（年間 1 冊・総会記録、その他情報掲載）を配布します。 

【年会費：医師 10,000 円・非医師 3,500 円】 ※総会当日も会員申し込みを受け付けします。 
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第 53 回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会 

日時：令和 4 年 2 月 27 日（日）9：00～15：45  会場：富山国際会議場 

                                     総合司会： 公益社団法人富山県医師会副会長  村上美也子 

 

総会スケジュール 

9:00   9:45     11:00     12:00        13:00      14:25       15:30   15:40  15:45 

会員総会 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟⅠ 特別講演Ⅰ 
委員会報告 

（休憩） 
特別講演Ⅱ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟⅡ 総括 閉会 

 

9：00～ 会員総会 

   議長：若年者心疾患・生活習慣病対策協議会会長            北村惣一郎 

   座長：若年者心疾患・生活習慣病対策協議会副会長           長嶋 正實 

・協議会会長挨拶  若年者心疾患・生活習慣病対策協議会会長       北村惣一郎 

 ・総会会長挨拶   第 53 回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会会長 

     公益社団法人富山県医師会会長            馬瀬 大助 

 ・来賓挨拶     公益社団法人日本医師会会長             中川 俊男 

           富山県教育委員会教育長               荻布 佳子 

 ・令和２年度事業報告・決算の承認 

 ・令和４年度事業計画・予算の決定・報告・協議 

 ・次期開催地挨拶  一般社団法人高知県医師会会長            岡林 弘毅 

                        

9：45～ ワークショップⅠ「富山県における学校心臓検診の取り組み」 

座長 富山大学学術研究部医学系小児科学講座講師              廣野 恵一 

公益社団法人富山県医師会心電図判定専門医委員会委員長・富山県医師会理事  臼田  和生 

「富山県における学校心臓検診の現状」 

    公益社団法人富山県医師会心電図判定専門医委員会委員長       臼田 和生 

「特別支援学校における心臓検診の現状と課題」 

     富山県立高岡支援学校養護教諭                   藤田 生美 

「高岡市における学校心臓検診について-USB メモリを用いた一次検診の実際-」 

高岡市民病院小児科主任部長                    辻  春江 

「ＱＴ測定ソフトを用いた一次判定について」 

富山県立中央病院小児科部長                    藤田 修平 

「学校心臓検診二次検診における心臓超音波検査について」 

富山県立中央病院小児科部長                    畑崎 喜芳 

「富山市医師会学校心臓検診５０年の歩み」 

公益社団法人富山市医師会心臓検診特別委員会委員長         西谷  泰 

 

 

 

 

 

11：00～ 特別講演Ⅰ   

 座長 富山大学学術研究部医学系第二内科学教室教授            絹川弘一郎 

      公益社団法人富山県医師会副会長                   炭谷 哲二 

「富山県内における最近の院外心原性心停止事例報告」 

      内科小児科井川クリニック院長                   井川 晃彦 

「剖検からみた若年者の「予期せぬ死」」 

富山大学学術研究部医学系法医学講座教授              西田 尚樹 

 

12：00～ 休憩・各種委員会報告 

座長 若年者心疾患・生活習慣病対策協議会副会長             長嶋 正實 

   「若年者心疾患・生活習慣病対策協議会学術研究委員会報告」 

 

13：00～ 特別講演Ⅱ  

   座長 公益社団法人富山県医師会会長                   馬瀬 大助 

「学校心臓検診は突然死予防にどこまで有効か？」 

埼玉医科大学国際医療センター心臓病センター小児心臓科教授          住友 直方 

「移行期医療と脳卒中循環器病対策基本法」 

医療法人財団順和会山王病院小児科部長 

国際医療福祉大学臨床医学研究センター特任教授           市田  蕗子 

 

14：25～ ワークショップⅡ 「富山県における小児生活習慣病予防検診の取り組み」 

    座長 富山大学学術研究部医学系小児科学講座教授             足立 雄一 

      前富山県小児科医会会長                      嶋尾  智 

   「高岡市小児生活習慣病予防健診の現状とこれから」 

      JCHO 高岡ふしき病院小児科部長                   宮崎あゆみ 

   「富山市における小児生活習慣病予防検診“すこやか検診”20 年の推移と新たな課題」 

医療法人社団照風会みかわクリニック院長              三川 正人 

「富山市教育委員会の取組み『すこやか教室（事後指導会）について』」 

 富山市教育委員会学校保健課指導主事                辻  元美   

「ライフステージからみた小児メタボリックシンドローム－すこやか検診の事後対応－」 

 富山県立中央病院小児科部長                    五十嵐  登 

  

■追加発言 

「新しい小児生活習慣病予防健診」 

      東京家政学院大学大学院人間栄養学部人間栄養学科教授        原  光彦 

 

15：30～ 総括 

      公益社団法人日本医師会常任理事                                 渡辺 弘司 

 

15：40   閉会 

公益社団法人富山市医師会会長                   舟坂 雅春 


