
60 日本小児循環器学会雑誌　第25巻　第 3 号

294

15：30～15：54
外科治療 2

座長：猪飼　秋夫（岩手医科大学附属循環器医療センター）
I-P-108 Fontan手術において肺動脈径因子が術後経過に与える影響

茨城県立こども病院心臓血管外科　坂　有希子
I-P-109 小児期に適応外と診断され，15歳以上でFontan型手術を行った機能的単心室

慶應義塾大学医学部小児科　土橋　隆俊
I-P-110 良好なQOLを目指したFontan手術の治療戦略

京都府立医科大学附属小児疾患研究施設小児心臓血管外科　宮崎　隆子
I-P-111 Apico-caval juxtapositionにおけるextracardiac TCPC̶ルート選択は正しかったか？̶

筑波大学大学院人間総合科学研究科循環器外科　加藤　英之

15：30～16：00
外科治療 3

座長：芳村　直樹（富山大学）
I-P-112      ファロー四徴症に対するconotruncal repair法の長期遠隔成績

東京女子医科大学心臓血管外科　岡村　　達
I-P-113 乳児期早期，完全型房室中隔欠損症に対する一期的根治術後中期遠隔期成績の検討

東京女子医科大学心臓血管外科　上松　耕太
I-P-114 内胸動脈（ITA）由来の体肺側副動脈（APCA）に対するフォンタン手術時ITA結紮術

兵庫県立こども病院循環器科　田中　敏克
I-P-115 左心低形成症候群に対するbilateral PAB strategyにおける術式の工夫

三重大学大学院医学系研究科胸部心臓血管外科学　高林　　新
I-P-116 中心肺動脈狭窄あるいは低形成合併単心室症に対する新生児期・乳児期早期の人工心肺下体肺動脈シャントの

効果
埼玉医科大学国際医療センター小児心臓外科　岩崎　美佳

15：30～16：00
体外循環・心筋保護

座長：小出　昌秋（聖隷浜松病院）
I-P-117 小児に対する補助循環の実際

神奈川県立こども医療センター心臓血管外科　武田　裕子
I-P-118 低充填量補助循環導入症例の検討

北里大学医学部心臓血管外科　友保　貴博
I-P-119 小児先天性心疾患術後の補助循環

弘前大学医学部胸部心臓血管外科　山内　早苗
I-P-120 小児心臓手術周術期における補助循環導入の意義

東京慈恵会医科大学附属病院心臓外科　村松　宏一
I-P-121 先天性心疾患再手術時の心外アプローチによる体外循環使用例の検討

社会保険中京病院心臓血管外科　野中　利通
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ポスター会場 1（503～505）
14：00～14：24
一般心臓病学 5

座長：田内　宣生（大垣市民病院）
II-P-001     両側肺動脈絞扼術を試行した極低出生体重児の 2 例

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科　塩野　展子
II-P-002 小児における血漿N末端pro-BNP値測定の有用性についての検討̶従来の血漿BNPとの比較̶

埼玉県立小児医療センター循環器科　齋藤　亮太
II-P-003 右肺動脈上行大動脈起始の臨床経過の検討

東京都立清瀬小児病院循環器科　知念　詩乃
II-P-004 大動脈弁狭窄症の重症度評価法に対する再考

北海道大学大学院医学研究科小児科学分野　山澤　弘州

14：00～14：30
一般心臓病学 6

座長：西畠　　信（総合病院鹿児島生協病院）
II-P-005 　肺動脈弁上狭窄の自然歴と治療に関する検討

兵庫県立こども病院循環器科　富永　健太
II-P-006 当院で経験した三心房心の 4 例

北里大学医学部小児科　本田　　崇
II-P-007 PDA依存性を考慮して異なる内科的治療を選択したEbstein奇形の 2 例

愛媛県立新居浜病院　森谷　友造
II-P-008 体循環から右肺動脈への血流を認めた右肺低形成を伴う食道肺の 2 例

茨城県立こども病院小児科　村上　　卓
II-P-009 当院における新生児危急的心疾患の初期診療の現状

旭川厚生病院小児科　梶野　真弓

14：00～14：30
胎児心臓病学 2

座長：黒江　兼司（神戸徳洲会病院）
II-P-010 Nuchal translucencyの異常を認めるも，羊水による染色体検査異常を認めなかった胎児における
　　　　　先天性心疾患の検討

国立病院機構香川小児病院循環器科　寺田　一也
II-P-011 出生前診断したhigh risk症例に対する初期対応

兵庫県立こども病院循環器科　齋木　宏文
II-P-012 Circular shuntを伴ったEbstein奇形の胎児診断症例

神奈川県立こども医療センター新生児科　長澤真由美
II-P-013 胎児心スクリーニングにおけるSono VCADの有用性

神奈川県立こども医療センター新生児科　川滝　元良
II-P-014 胎児心疾患の新しいスクリーニングポイント̶rt side descending aortaの有用性̶

神奈川県立こども医療センター新生児科　川滝　元良
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14：00～14：30
胎児心臓病学・複雑心系奇形

座長：瀧聞　浄宏（長野県立こども病院）
II-P-015 当科において胎児診断された複雑心奇形の予後と問題点

弘前大学医学部小児科　今野　友貴
II-P-016 日本の胎児心臓超音波検査登録の解析

日本胎児心臓病研究会　瀧聞　浄宏
II-P-017 血管内ドプラ法を用いた体肺側副血管による臓器血流変化の評価

岩手医科大学附属循環器医療センター小児科　高橋　　信
II-P-018 房室弁置換術を要した機能的単心室患者の臨床像

福岡市立こども病院循環器科　安田　和志
II-P-019 重篤な心室性不整脈を合併した三尖弁閉鎖，肺動脈弁欠損の 2 例

千葉県こども病院循環器科　脇口　定衞

14：00～14：24
複雑心奇形

座長：渋谷　和彦（東京都立八王子小児病院）
II-P-020 新生児期以降の無脾症候群の死亡原因の検討

茨城県立こども病院小児科　塩野　淳子
II-P-021 両側肺動脈絞扼術後症例におけるPGE1製剤使用の検討

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科　門田　　茜
II-P-022 Glenn術後に複数のVV shuntを認めたFontan candidateに対するocclusion balloonを用いたTCPC術前評価

山梨大学医学部小児科　喜瀬　広亮
II-P-023 新生児危急心疾患に対するbil-PABの肺動脈の発育とその後の治療に対する影響

大阪市立総合医療センター小児循環器内科　小澤　有希

14：00～14：36
画像診断 3

座長：上田　秀明（神奈川県立こども医療センター）
II-P-024     川崎病遠隔期重症冠動脈障害のマルチスライスCTによる診断の現状と展望

日本大学医学部小児科学系小児科学分野　金丸　　浩
II-P-025 川崎病遠隔期・学童期に適した負荷心筋血流SPECTに関する検討

日本大学医学部小児科学系小児科学分野　中村　隆広
II-P-026 新生児および未熟児における肺動脈径の乳児期までの標準化

岐阜県総合医療センター新生児科　長澤　宏幸
II-P-027 内臓錯位症候群に伴う気管病変の術前評価に対するMDCTの有用性

富山大学医学部小児科　渡辺　一洋
II-P-028 無脾症候群における房室弁形態の分類̶二次元および三次元エコーを用いた評価̶

静岡県立こども病院循環器科　新居　正基
II-P-029 3T-MRIを用いた心臓3D造影MRIの有用性̶肺高血圧を伴った心房中隔欠損症と右側全肺静脈右房還流異常症

合併した小児例について̶
昭和大学横浜市北部病院こどもセンター　松岡　　孝
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14：00～14：30
画像診断 4

座長：高橋　　徹（弘前大学）
II-P-030     心臓MRIを用いた心室中隔欠損症に伴う大動脈弁逸脱検出の試み

昭和大学横浜市北部病院こどもセンター　澤田まどか
II-P-031 3D心エコーによる三尖弁腱索・乳頭筋の検討

東京大学医学部小児科　香取　竜生
II-P-032 早産児におけるTei index̶パルスドプラ法（PD）と組織ドプラ法（TDI）の相関，影響する因子̶

加古川市民病院小児科　村瀬　真紀
II-P-033 小児における僧帽弁閉鎖不全の病態̶術前後でのエコー所見を用いた考察̶

静岡県立こども病院循環器科　中田　雅之
II-P-034 心室中隔欠損における術前心エコー検査の精度

静岡県立こども病院循環器科　増本　健一

14：00～14：30
心臓血管機能 1

座長：小野　　博（東京大学）
II-P-035     アネロイド式血圧計精度管理の重要性について

千葉県こども病院医療安全推進室　青墳　裕之
II-P-036 小児慢性腎不全患者における腎移植前後の左室拡張能についての検討

東京女子医科大学循環器小児科　富松　宏文
II-P-037 Speckles tracking法を用いた小児左室長軸収縮の正常値の検討

徳島市民病院小児科　大西　達也
II-P-038 フォンタン術後の体静脈径および血流について̶超音波検査からの検討̶

国立循環器病センター生理機能検査部　幸山佳津美
II-P-039 無症候Fontan患者におけるBNPと収縮性，拡張能，負荷状態との関係

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　増谷　　聡

14：00～14：30
心臓血管機能 2

座長：竹田津未生（埼玉医科大学国際医療センター）
II-P-040 極低出生体重児における，不当軽量児の組織ドプラ法による左右心拡張機能の出生後の変化

名古屋第二赤十字病院小児科　横山　岳彦
II-P-041 単心室循環における肺体血流と動脈血酸素ならびに全身への酸素運搬の関係．低酸素濃度ガス吸入療法のシ

ミュレーション
福井県立大学看護福祉学部　齋藤　正一

II-P-042 組織ドプラ法を用いた先天性心疾患症例における右室拡張機能評価の有用性に関する検討
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部小児医学分野　井上　美紀

II-P-043 心臓MRIによる心機能評価は先天性心疾患に応用できるのか？̶心臓カテーテル検査法との対比̶
福岡市立こども病院循環器科　石川　友一

II-P-044 大動脈縮窄症におけるstent留置の血管壁硬度への影響
埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　中川　　良
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ミュレーション
福井県立大学看護福祉学部　齋藤　正一

II-P-042 組織ドプラ法を用いた先天性心疾患症例における右室拡張機能評価の有用性に関する検討
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部小児医学分野　井上　美紀

II-P-043 心臓MRIによる心機能評価は先天性心疾患に応用できるのか？̶心臓カテーテル検査法との対比̶
福岡市立こども病院循環器科　石川　友一

II-P-044 大動脈縮窄症におけるstent留置の血管壁硬度への影響
埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　中川　　良

297



64 日本小児循環器学会雑誌　第25巻　第 3 号

298

14：00～14：30
心臓血管機能 3

座長：豊野　学朋（秋田大学）
II-P-045     小児心疾患における右心房収縮性̶ventricular-atrial interaction̶

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　増谷　　聡
II-P-046 小児心疾患における弛緩特性は非侵襲的に評価可能か？

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　増谷　　聡
II-P-047 心不全を呈したVSD乳児における甲状腺機能と心血行動態の検討

新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野　渡辺　健一
II-P-048 2D speckle tracking imagingを用いた川崎病急性期における心筋局所壁運動の経時的評価

大阪医科大学小児科　奥村　謙一
II-P-049 大動脈圧変化率を用いた非侵襲的左室収縮性の評価

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　関　　　満

14：00～14：36
カテーテル治療 1

座長：田中　敏克（兵庫県立こども病院）
II-P-050     乳幼児の狭窄性病変に対するsmall size stent留置の有用性

兵庫県立こども病院循環器科　田中　敏克
II-P-051 狭窄したoriginal Blalock Taussig shuntに対しステント留置を行った成人ファロー四徴症の 1 例

聖隷浜松病院小児循環器科　武田　　紹
II-P-052 成人動脈管開存に対するコイル塞栓術

久留米大学医学部小児科　須田　憲治
II-P-053 Amplatzer非適応例は経胸壁心エコー検査でどこまで診断可能か？

埼玉県立小児医療センター循環器科　菱谷　　隆
II-P-054 肺静脈狭窄に対する手術およびカテーテル治療の有効性の検討

千葉県こども病院循環器科　中島　弘道
II-P-055 気管気管支軟化症に対する気管コーティングステントの開発

長野県立こども病院新生児科　内藤　幸恵

14：00～14：36
カテーテル治療 2

座長：北野　正尚（国立循環器病センター）
II-P-056 動脈管開存が左室心筋に与える影響 第 3 報̶治療による効果̶

立川病院小児科　堀口　泰典
II-P-057 動脈管開存に対するコイル閉鎖術の中長期成績

国立循環器病センター小児循環器診療部　高田　秀実
II-P-058 大動脈弁狭窄症へのballoon aortic valvuloplastyの検討̶有効性とその限界̶

九州厚生年金病院小児科　大野　拓郎
II-P-059 カテーテル治療か手術か？̶純型肺動脈閉鎖̶

埼玉県立小児医療センター循環器科　星野　健司
II-P-060 Fontan術前の肺動脈狭窄に対してステント留置術を施行した 4 例

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　関　　　満
II-P-061 左心低形成症候群に対するcovered stentによる両側肺動脈絞扼術の試み̶再拡張の検討̶

北里大学医学部小児科　中畑　弥生

65平成21年 5 月 1 日

14：00～14：30
カテーテル治療 3

座長：桑原　尚志（岐阜県総合医療センター）
II-P-062 先天性心疾患開心術に関連した心房頻拍に対するCARTOシステムを用いたアブレーション治療の有用性

九州大学病院循環器内科　井上修二朗
II-P-063 Amplatzer septal occluder（ASO）によるASD閉鎖術前後の心拍出量の検討

聖マリア病院小児循環器科　伊藤　晋一
II-P-064 Amplatzer device閉鎖後の心房壁収縮̶2D speckle trackingによる評価̶

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　関　　　満
II-P-065 心房中隔欠損に対するカテーテル治療と外科治療

東京女子医科大学循環器小児科　山村　英司
II-P-066 フォンタン術後のカテーテルインターベンションの臨床像

静岡県立こども病院循環器科　早田　　航

14：00～14：30
集中治療・周術期管理 1

座長：宮地　　鑑（北里大学）
II-P-067 PediasatTMの使用経験

東京女子医科大学病院麻酔科　富田　優子
II-P-068 グローバルな血液凝固試験による術後出血量の術前予測の可能性

奈良県立医科大学小児科　林　　　環
II-P-069 当科における小児に対する持続的血液濾過透析（CHDF）の検討

群馬県立小児医療センター心臓血管外科　宮本　隆司
II-P-070 先天性心疾患術後に対するシルベスタットナトリウム水和物（エラスポール）の臨床的効果について

千葉県こども病院集中治療科　杉村　洋子
II-P-071 開心術後腎機能障害に対する治療̶腹膜透析（PD）と持続血液濾過透析（CHDF）の比較̶

弘前大学医学部胸部心臓血管外科　鈴木　保之

14：00～14：24
集中治療・周術期管理 2

座長：村上　智明（自治医科大学とちぎ子ども医療センター）
II-P-072     Fontan術後の上室性頻脈に対する超短時間作用型 ブロッカー塩酸ランジオロールの使用経験

新潟大学大学院医歯学総合研究科呼吸循環外科学分野　渡辺　　弘
II-P-073 新生児期および乳児期早期に後天性消化管狭窄を併発した先天性心疾患症例の検討

千葉県こども病院循環器科　江畑　亮太
II-P-074 低酸素換気療法を施行した10例の経験

群馬県立小児医療センター循環器科　池田健太郎
II-P-075 拡張不全における塩酸コルホルシンダロパート投与の心臓超音波検査所見の変化

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　岩本　洋一

14：00～14：24
集中治療・周術期管理 3

座長：総崎　直樹（福岡市立こども病院感染症センター）
II-P-076 小児心疾患手術後管理におけるシスタチンCの有用性

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　玉井　明子
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14：00～14：30
心臓血管機能 3

座長：豊野　学朋（秋田大学）
II-P-045     小児心疾患における右心房収縮性̶ventricular-atrial interaction̶

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　増谷　　聡
II-P-046 小児心疾患における弛緩特性は非侵襲的に評価可能か？

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　増谷　　聡
II-P-047 心不全を呈したVSD乳児における甲状腺機能と心血行動態の検討

新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野　渡辺　健一
II-P-048 2D speckle tracking imagingを用いた川崎病急性期における心筋局所壁運動の経時的評価

大阪医科大学小児科　奥村　謙一
II-P-049 大動脈圧変化率を用いた非侵襲的左室収縮性の評価

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　関　　　満

14：00～14：36
カテーテル治療 1

座長：田中　敏克（兵庫県立こども病院）
II-P-050     乳幼児の狭窄性病変に対するsmall size stent留置の有用性

兵庫県立こども病院循環器科　田中　敏克
II-P-051 狭窄したoriginal Blalock Taussig shuntに対しステント留置を行った成人ファロー四徴症の 1 例

聖隷浜松病院小児循環器科　武田　　紹
II-P-052 成人動脈管開存に対するコイル塞栓術

久留米大学医学部小児科　須田　憲治
II-P-053 Amplatzer非適応例は経胸壁心エコー検査でどこまで診断可能か？

埼玉県立小児医療センター循環器科　菱谷　　隆
II-P-054 肺静脈狭窄に対する手術およびカテーテル治療の有効性の検討

千葉県こども病院循環器科　中島　弘道
II-P-055 気管気管支軟化症に対する気管コーティングステントの開発

長野県立こども病院新生児科　内藤　幸恵

14：00～14：36
カテーテル治療 2

座長：北野　正尚（国立循環器病センター）
II-P-056 動脈管開存が左室心筋に与える影響 第 3 報̶治療による効果̶

立川病院小児科　堀口　泰典
II-P-057 動脈管開存に対するコイル閉鎖術の中長期成績

国立循環器病センター小児循環器診療部　高田　秀実
II-P-058 大動脈弁狭窄症へのballoon aortic valvuloplastyの検討̶有効性とその限界̶

九州厚生年金病院小児科　大野　拓郎
II-P-059 カテーテル治療か手術か？̶純型肺動脈閉鎖̶

埼玉県立小児医療センター循環器科　星野　健司
II-P-060 Fontan術前の肺動脈狭窄に対してステント留置術を施行した 4 例

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　関　　　満
II-P-061 左心低形成症候群に対するcovered stentによる両側肺動脈絞扼術の試み̶再拡張の検討̶

北里大学医学部小児科　中畑　弥生

65平成21年 5 月 1 日

14：00～14：30
カテーテル治療 3

座長：桑原　尚志（岐阜県総合医療センター）
II-P-062 先天性心疾患開心術に関連した心房頻拍に対するCARTOシステムを用いたアブレーション治療の有用性

九州大学病院循環器内科　井上修二朗
II-P-063 Amplatzer septal occluder（ASO）によるASD閉鎖術前後の心拍出量の検討

聖マリア病院小児循環器科　伊藤　晋一
II-P-064 Amplatzer device閉鎖後の心房壁収縮̶2D speckle trackingによる評価̶

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　関　　　満
II-P-065 心房中隔欠損に対するカテーテル治療と外科治療

東京女子医科大学循環器小児科　山村　英司
II-P-066 フォンタン術後のカテーテルインターベンションの臨床像

静岡県立こども病院循環器科　早田　　航

14：00～14：30
集中治療・周術期管理 1

座長：宮地　　鑑（北里大学）
II-P-067 PediasatTMの使用経験

東京女子医科大学病院麻酔科　富田　優子
II-P-068 グローバルな血液凝固試験による術後出血量の術前予測の可能性

奈良県立医科大学小児科　林　　　環
II-P-069 当科における小児に対する持続的血液濾過透析（CHDF）の検討

群馬県立小児医療センター心臓血管外科　宮本　隆司
II-P-070 先天性心疾患術後に対するシルベスタットナトリウム水和物（エラスポール）の臨床的効果について

千葉県こども病院集中治療科　杉村　洋子
II-P-071 開心術後腎機能障害に対する治療̶腹膜透析（PD）と持続血液濾過透析（CHDF）の比較̶

弘前大学医学部胸部心臓血管外科　鈴木　保之

14：00～14：24
集中治療・周術期管理 2

座長：村上　智明（自治医科大学とちぎ子ども医療センター）
II-P-072     Fontan術後の上室性頻脈に対する超短時間作用型 ブロッカー塩酸ランジオロールの使用経験

新潟大学大学院医歯学総合研究科呼吸循環外科学分野　渡辺　　弘
II-P-073 新生児期および乳児期早期に後天性消化管狭窄を併発した先天性心疾患症例の検討

千葉県こども病院循環器科　江畑　亮太
II-P-074 低酸素換気療法を施行した10例の経験

群馬県立小児医療センター循環器科　池田健太郎
II-P-075 拡張不全における塩酸コルホルシンダロパート投与の心臓超音波検査所見の変化

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　岩本　洋一

14：00～14：24
集中治療・周術期管理 3

座長：総崎　直樹（福岡市立こども病院感染症センター）
II-P-076 小児心疾患手術後管理におけるシスタチンCの有用性

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　玉井　明子
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II-P-077 高肺血流性先天性心疾患の周術期における窒素ガスを用いた低酸素換気療法
長野県立こども病院循環器科　井上　奈緒

II-P-078 極低出生体重児に合併した心室中隔欠損症の呼吸管理にnasal directional positive airway pressure system（N-DPAP）
が有効であった 1 例

あかね会土谷総合病院小児科　本田　　茜
II-P-079 当院における肺血流増加型心疾患に対する窒素を用いた低酸素換気療法の効果と安全性に関する検討

熊本市立熊本市民病院小児循環器科　後藤　　啓

ポスター会場 2（403～407）
14：00～14：30
心筋心膜疾患 1

座長：田中　靖彦（静岡県立こども病院）
II-P-080    胎児期に発症し肺循環管理に難渋したUhl病の低出生体重児例

あかね会土谷総合病院小児科　田原　昌博
II-P-081 新生児期に発症した肥大型心筋症の臨床経過

岐阜県総合医療センター小児循環器科　桑原　直樹
II-P-082 染色体異常に合併し早期に発症した拡張型心筋症の 2 例

宮城県立こども病院循環器科　田中　高志
II-P-083 小児期肥大型心筋症の臨床像と中期予後

筑波大学大学院人間総合科学研究科小児内科　加藤　愛章
II-P-084 左冠動脈肺動脈起始症を合併した左室心筋緻密化障害の 1 例

宮崎県立宮崎病院小児科　西口　俊裕

14：00～14：30
心筋心膜疾患 2

座長：畑　　忠善（藤田保健衛生大学）
II-P-085 コクサッキーB群による新生児期急性心筋炎の 2 例

昭和大学横浜市北部病院こどもセンター　曽我　恭司
II-P-086 心筋生検で好酸球浸潤を認め，ステロイド治療を行った拘束型心筋症の 1 例

国立循環器病センター小児循環器診療部　内山　敬達
II-P-087 左室心筋非緻密化層肥厚例における左心機能指標の検討

東邦大学医学部第二小児科　二瓶　浩一
II-P-088 拡張型心筋症（DCM）に対する ブロッカー治療の左室dyssynchronyへの効果̶3Dエコーを用いた検討̶

山梨大学医学部小児科　角野　敏恵
II-P-089 連続 3 同胞に発症した乳児期早期拡張型心筋症

神戸市立医療センター中央市民病院小児科　宮越　千智

14：00～14：30
心筋心膜疾患 3

座長：中島　　徹（なかじまクリニック）
II-P-090 妊娠後期に胎児水腫を来した胎児心筋症の 1 例

山梨県立中央病院総合周産期母子医療センター新生児科　内藤　　敦
II-P-091 劇症型心筋炎に心筋石灰化を合併したが心機能の回復をみた学童例

宮城県立こども病院循環器科　水城　直人
II-P-092 P波異常で発見された三心房心̶隔壁内に特殊心筋を認めた 1 例̶

脳神経疾患研究所附属総合南東北病院小児科　工藤　恵道

67平成21年 5 月 1 日

II-P-093 長期中心静脈栄養管理中にたこつぼ型心筋障害を発症し拡張型心筋症に移行した 1 剖検例
福岡大学医学部小児科　吉兼由佳子

II-P-094  5 日間の発熱後両房室弁の高度の閉鎖不全を来した生後 6 カ月の女児例
立川病院小児科　堀口　泰典

14：00～14：30
心不全・心移植 1

座長：松村　正彦（天理よろづ相談所病院）
II-P-095 心移植後冠動脈病変評価のための冠血流予備能の検討

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　日笠山絢香
II-P-096 遮断剤に加えACE阻害剤の増量が有効であった拡張型心筋症の 1 乳児例

市立札幌病院小児科　佐野　仁美
II-P-097 呼吸器感染症の治療にクラリスロマイシンを使用したタクロリムス投与中の小児心移植患者 3 例

東京女子医科大学東医療センター小児科　窪野　杏奈
II-P-098 フォンタン術後多脾症患者における心室再同期療法̶術前評価とその遠隔̶

東京女子医科大学循環器小児科　高橋　一浩
II-P-099 幼児期発症拡張型心筋症に対してcardiac resynchronization therapyを施行した 1 例の中期遠隔期臨床像

大阪医科大学附属病院心臓血管外科　佐々木智康

14：00～14：24
心不全・心移植 2

座長：手島　秀剛（国立病院機構長崎医療センター）
II-P-100     左室縮小術術後 6 年で再増悪した心不全に対し，除細動器付両心室ペースメーカー（CRT-D）植え込みを
                  施行し症状の改善を得た，小児期発症二次性拡張型心筋症の 1 例

京都大学医学部小児科　横尾　憲孝
II-P-101 乳児期に発症した僧帽弁腱索断裂の 2 例

国立成育医療センター循環器科　朝海　廣子
II-P-102 小児におけるRV pacing induced DCMに対する治療戦略̶CRTからLV pacingへ変更したRV pacing induced DCM̶

戸田中央総合病院小児循環器科　松永　　保
II-P-103 心臓再同期療法の適応における心電図基準

あいち小児保健医療総合センター循環器科　安田東始哲

14：00～14：24
自律神経・神経体液因子・心肺機能

座長：馬場　礼三（愛知医科大学）
II-P-104 左右短絡疾患患者における心房性ナトリウム利尿ペプチド（ANP）の臨床的意義の検討

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　関　　　満
II-P-105 無症候Fontan患者におけるBNPと収縮性，拡張能，負荷状態との関係

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　中川　　良
II-P-106 さまざまな心負荷または収縮能低下を示す児における迅速BNP値

宮崎大学医学部小児科　近藤　恭平
II-P-107 小児先天性心疾患患者におけるpropeptide of type III collagen（P-III-P）の経時的変化

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　玉井　明子
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II-P-077 高肺血流性先天性心疾患の周術期における窒素ガスを用いた低酸素換気療法
長野県立こども病院循環器科　井上　奈緒

II-P-078 極低出生体重児に合併した心室中隔欠損症の呼吸管理にnasal directional positive airway pressure system（N-DPAP）
が有効であった 1 例

あかね会土谷総合病院小児科　本田　　茜
II-P-079 当院における肺血流増加型心疾患に対する窒素を用いた低酸素換気療法の効果と安全性に関する検討

熊本市立熊本市民病院小児循環器科　後藤　　啓

ポスター会場 2（403～407）
14：00～14：30
心筋心膜疾患 1

座長：田中　靖彦（静岡県立こども病院）
II-P-080    胎児期に発症し肺循環管理に難渋したUhl病の低出生体重児例

あかね会土谷総合病院小児科　田原　昌博
II-P-081 新生児期に発症した肥大型心筋症の臨床経過

岐阜県総合医療センター小児循環器科　桑原　直樹
II-P-082 染色体異常に合併し早期に発症した拡張型心筋症の 2 例

宮城県立こども病院循環器科　田中　高志
II-P-083 小児期肥大型心筋症の臨床像と中期予後

筑波大学大学院人間総合科学研究科小児内科　加藤　愛章
II-P-084 左冠動脈肺動脈起始症を合併した左室心筋緻密化障害の 1 例

宮崎県立宮崎病院小児科　西口　俊裕

14：00～14：30
心筋心膜疾患 2

座長：畑　　忠善（藤田保健衛生大学）
II-P-085 コクサッキーB群による新生児期急性心筋炎の 2 例

昭和大学横浜市北部病院こどもセンター　曽我　恭司
II-P-086 心筋生検で好酸球浸潤を認め，ステロイド治療を行った拘束型心筋症の 1 例

国立循環器病センター小児循環器診療部　内山　敬達
II-P-087 左室心筋非緻密化層肥厚例における左心機能指標の検討

東邦大学医学部第二小児科　二瓶　浩一
II-P-088 拡張型心筋症（DCM）に対する ブロッカー治療の左室dyssynchronyへの効果̶3Dエコーを用いた検討̶

山梨大学医学部小児科　角野　敏恵
II-P-089 連続 3 同胞に発症した乳児期早期拡張型心筋症

神戸市立医療センター中央市民病院小児科　宮越　千智

14：00～14：30
心筋心膜疾患 3

座長：中島　　徹（なかじまクリニック）
II-P-090 妊娠後期に胎児水腫を来した胎児心筋症の 1 例

山梨県立中央病院総合周産期母子医療センター新生児科　内藤　　敦
II-P-091 劇症型心筋炎に心筋石灰化を合併したが心機能の回復をみた学童例

宮城県立こども病院循環器科　水城　直人
II-P-092 P波異常で発見された三心房心̶隔壁内に特殊心筋を認めた 1 例̶

脳神経疾患研究所附属総合南東北病院小児科　工藤　恵道
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II-P-093 長期中心静脈栄養管理中にたこつぼ型心筋障害を発症し拡張型心筋症に移行した 1 剖検例
福岡大学医学部小児科　吉兼由佳子

II-P-094  5 日間の発熱後両房室弁の高度の閉鎖不全を来した生後 6 カ月の女児例
立川病院小児科　堀口　泰典

14：00～14：30
心不全・心移植 1

座長：松村　正彦（天理よろづ相談所病院）
II-P-095 心移植後冠動脈病変評価のための冠血流予備能の検討

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　日笠山絢香
II-P-096 遮断剤に加えACE阻害剤の増量が有効であった拡張型心筋症の 1 乳児例

市立札幌病院小児科　佐野　仁美
II-P-097 呼吸器感染症の治療にクラリスロマイシンを使用したタクロリムス投与中の小児心移植患者 3 例

東京女子医科大学東医療センター小児科　窪野　杏奈
II-P-098 フォンタン術後多脾症患者における心室再同期療法̶術前評価とその遠隔̶

東京女子医科大学循環器小児科　高橋　一浩
II-P-099 幼児期発症拡張型心筋症に対してcardiac resynchronization therapyを施行した 1 例の中期遠隔期臨床像

大阪医科大学附属病院心臓血管外科　佐々木智康

14：00～14：24
心不全・心移植 2

座長：手島　秀剛（国立病院機構長崎医療センター）
II-P-100     左室縮小術術後 6 年で再増悪した心不全に対し，除細動器付両心室ペースメーカー（CRT-D）植え込みを
                  施行し症状の改善を得た，小児期発症二次性拡張型心筋症の 1 例

京都大学医学部小児科　横尾　憲孝
II-P-101 乳児期に発症した僧帽弁腱索断裂の 2 例

国立成育医療センター循環器科　朝海　廣子
II-P-102 小児におけるRV pacing induced DCMに対する治療戦略̶CRTからLV pacingへ変更したRV pacing induced DCM̶

戸田中央総合病院小児循環器科　松永　　保
II-P-103 心臓再同期療法の適応における心電図基準

あいち小児保健医療総合センター循環器科　安田東始哲

14：00～14：24
自律神経・神経体液因子・心肺機能

座長：馬場　礼三（愛知医科大学）
II-P-104 左右短絡疾患患者における心房性ナトリウム利尿ペプチド（ANP）の臨床的意義の検討

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　関　　　満
II-P-105 無症候Fontan患者におけるBNPと収縮性，拡張能，負荷状態との関係

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　中川　　良
II-P-106 さまざまな心負荷または収縮能低下を示す児における迅速BNP値

宮崎大学医学部小児科　近藤　恭平
II-P-107 小児先天性心疾患患者におけるpropeptide of type III collagen（P-III-P）の経時的変化

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　玉井　明子
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14：00～14：30
成人先天性心疾患 2

座長：坂崎　尚徳（兵庫県立尼崎病院）
II-P-108     Eisenmenger症候群における死亡例のリスク因子

東邦大学医療センター大森病院小児科　池原　　聡
II-P-109 ファロー四徴症（TOF）術後遠隔期における，アンジオテンシン変換酵素阻害薬（ACE-I）の投与量と
　　　　   脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）の血中濃度の変化についての検討

北海道大学病院小児科　古川　卓朗
II-P-110 成人期に施行した心房中隔欠損閉鎖術後における不整脈・弁逆流の検討

名古屋第一赤十字病院心臓血管外科　河村　朱美
II-P-111 成人先天性心疾患患者の健康関連QOLと心理的特性̶SF36と面接調査より̶

千葉県循環器病センター成人先天性心疾患診療部・小児科　白井　丈晶
II-P-112 完全大血管転位に対する心房スイッチ術後遠隔期の臨床像

大阪大学大学院医学研究科小児科学　岡田　陽子

14：00～14：24
学校保健・疫学・心血管危険因子

座長：松下　　享（松下こどもクリニック）
II-P-113     学校心臓検診̶心電図判定と事後措置の地域基準作成を目指して̶

大阪学校心臓検診勉強会　松下　　享
II-P-114 小児期における動脈硬化性病変のリスク

浜松医科大学小児科　岩島　　覚
II-P-115 肥満小児におけるBNPの検討

新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野　羽二生尚訓
II-P-116 自動体外式除細動器のホームユースに関する実態調査

金沢大学医薬保健研究域小児科　太田　邦雄

14：00～14：30
周産期・心疾患合併妊娠

座長：稲村　　昇（大阪府立母子保健総合医療センター）
II-P-117     根拠に基づく未熟児動脈管開存症に対する外科治療̶未熟児動脈管開存症診療ガイドラインから（第 3 報）̶

未熟児動脈管開存症診療ガイドライン作成プロジェクトチーム　増本　健一
II-P-118 当院における心疾患合併妊娠の検討

札幌医科大学小児科　長谷山圭司
II-P-119 出生直後に心筋虚血による心原性ショックを来した 1 例

国立病院機構佐賀病院小児科　漢　　伸彦
II-P-120 未熟児動脈管開存症の発症因子は何か？̶未熟児動脈管開存症診療ガイドラインから（第 4 報）̶

未熟児動脈管開存症診療ガイドライン作成プロジェクトチーム　赤澤　陽平
II-P-121 ファロー四徴類縁疾患術後患者の妊娠の経験

岐阜県総合医療センター小児循環器科　面家健太郎

14：00～14：30
肺循環・肺高血圧・呼吸器疾患 1

座長：渡辺　　健（田附興風会医学研究所北野病院）
II-P-122 シルデナフィル（レバチオ）使用後に脳内出血を来した乳児肺動静脈瘻の 1 例

自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児科　佐間田一則
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II-P-123 Scimitar症候群の乳児に対するmultidisciplinary approach

岩手医科大学附属循環器医療センター小児科　佐藤　陽子
II-P-124 成人期に肺高血圧（PH）の改善を認めhigh flowとなったDown症候群，動脈管開存（PDA）の 1 例

天理よろづ相談所病院小児循環器科　吉村真一郎
II-P-125 EisenmengerにおけるボセンタンのSpO2および 6 分間歩行テストに対する中期効果

東京女子医科大学循環器小児科　嶋田　博光
II-P-126 Epoprostenol使用中に甲状腺機能亢進症を合併した原発性肺高血圧症の 2 例

横浜市立大学附属病院小児循環器科　山口　和子

14：00～14：36
肺循環・肺高血圧・呼吸器疾患 2

座長：佐藤　正昭（国際医療福祉大学熱海病院）
II-P-127 特発性肺動脈性肺高血圧に対する心臓カテーテル検査の安全性の検討

東邦大学医療センター大森病院小児科　松裏　裕行
II-P-128 術後残存肺動脈性肺高血圧を合併したDown症候群患者における肺血管拡張薬内服の中期成績

旭川医科大学小児科　真鍋　博美
II-P-129 先天性心血管疾患に伴う気管・気管支軟化症

兵庫県立こども病院循環器科　佐藤　有美
II-P-130 川崎病発症を契機に診断された肺高血圧症の 1 例

済生会宇都宮病院小児科　高橋　　努
II-P-131 生体部分肝移植後，epoprostenol持続静注から離脱し得た門脈肺高血圧（PPHTN）の 2 例

京都大学医学部小児科　鷄内　伸二
II-P-132 Down症候群の先天性心疾患術後に残存する肺高血圧に関与する因子

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科　濱道　裕二

14：00～14：30
肺循環・肺高血圧・呼吸器疾患 3

座長：土井庄三郎（東京医科歯科大学医学部附属病院）
II-P-133　Transient abnormal myelopoiesisとpulmonary hypertensionの関連性についての検討

九州厚生年金病院小児科　原　　卓也
II-P-134 Fontan型手術後患者の睡眠時無呼吸症候群

兵庫県立こども病院循環器科　城戸佐知子
II-P-135 Activin receptor-like kinase 1 の遺伝子変異を伴う家族性肺動脈高血圧症の臨床像

東邦大学医療センター大森病院小児科　高月　晋一
II-P-136 慢性肺疾患に合併した肺高血圧症に対するsildenafilの急性効果

大阪医科大学附属病院小児科　岸　　勘太
II-P-137 総肺静脈還流異常症修復術後の肺静脈閉塞に対する治療成績と予後

榊原記念病院小児科　西村　智美

14：00～14：24
心血管発生・基礎研究 2

座長：上砂　光裕（日本医科大学武蔵小杉病院）
II-P-138 家兎血管平滑筋における酸素感受性蛋白質̶iTRAQ 2D-LC-MS/MS法による解析̶

日本医科大学小児科　勝部　康弘
II-P-139 エンドセリン-1 のラット心室筋細胞に対する効果

日本医科大学小児科　勝部　康弘
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14：00～14：30
成人先天性心疾患 2

座長：坂崎　尚徳（兵庫県立尼崎病院）
II-P-108     Eisenmenger症候群における死亡例のリスク因子

東邦大学医療センター大森病院小児科　池原　　聡
II-P-109 ファロー四徴症（TOF）術後遠隔期における，アンジオテンシン変換酵素阻害薬（ACE-I）の投与量と
　　　　   脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）の血中濃度の変化についての検討

北海道大学病院小児科　古川　卓朗
II-P-110 成人期に施行した心房中隔欠損閉鎖術後における不整脈・弁逆流の検討

名古屋第一赤十字病院心臓血管外科　河村　朱美
II-P-111 成人先天性心疾患患者の健康関連QOLと心理的特性̶SF36と面接調査より̶

千葉県循環器病センター成人先天性心疾患診療部・小児科　白井　丈晶
II-P-112 完全大血管転位に対する心房スイッチ術後遠隔期の臨床像

大阪大学大学院医学研究科小児科学　岡田　陽子

14：00～14：24
学校保健・疫学・心血管危険因子

座長：松下　　享（松下こどもクリニック）
II-P-113     学校心臓検診̶心電図判定と事後措置の地域基準作成を目指して̶

大阪学校心臓検診勉強会　松下　　享
II-P-114 小児期における動脈硬化性病変のリスク

浜松医科大学小児科　岩島　　覚
II-P-115 肥満小児におけるBNPの検討

新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野　羽二生尚訓
II-P-116 自動体外式除細動器のホームユースに関する実態調査

金沢大学医薬保健研究域小児科　太田　邦雄

14：00～14：30
周産期・心疾患合併妊娠

座長：稲村　　昇（大阪府立母子保健総合医療センター）
II-P-117     根拠に基づく未熟児動脈管開存症に対する外科治療̶未熟児動脈管開存症診療ガイドラインから（第 3 報）̶

未熟児動脈管開存症診療ガイドライン作成プロジェクトチーム　増本　健一
II-P-118 当院における心疾患合併妊娠の検討

札幌医科大学小児科　長谷山圭司
II-P-119 出生直後に心筋虚血による心原性ショックを来した 1 例

国立病院機構佐賀病院小児科　漢　　伸彦
II-P-120 未熟児動脈管開存症の発症因子は何か？̶未熟児動脈管開存症診療ガイドラインから（第 4 報）̶

未熟児動脈管開存症診療ガイドライン作成プロジェクトチーム　赤澤　陽平
II-P-121 ファロー四徴類縁疾患術後患者の妊娠の経験

岐阜県総合医療センター小児循環器科　面家健太郎

14：00～14：30
肺循環・肺高血圧・呼吸器疾患 1

座長：渡辺　　健（田附興風会医学研究所北野病院）
II-P-122 シルデナフィル（レバチオ）使用後に脳内出血を来した乳児肺動静脈瘻の 1 例

自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児科　佐間田一則
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II-P-123 Scimitar症候群の乳児に対するmultidisciplinary approach

岩手医科大学附属循環器医療センター小児科　佐藤　陽子
II-P-124 成人期に肺高血圧（PH）の改善を認めhigh flowとなったDown症候群，動脈管開存（PDA）の 1 例

天理よろづ相談所病院小児循環器科　吉村真一郎
II-P-125 EisenmengerにおけるボセンタンのSpO2および 6 分間歩行テストに対する中期効果

東京女子医科大学循環器小児科　嶋田　博光
II-P-126 Epoprostenol使用中に甲状腺機能亢進症を合併した原発性肺高血圧症の 2 例

横浜市立大学附属病院小児循環器科　山口　和子

14：00～14：36
肺循環・肺高血圧・呼吸器疾患 2

座長：佐藤　正昭（国際医療福祉大学熱海病院）
II-P-127 特発性肺動脈性肺高血圧に対する心臓カテーテル検査の安全性の検討

東邦大学医療センター大森病院小児科　松裏　裕行
II-P-128 術後残存肺動脈性肺高血圧を合併したDown症候群患者における肺血管拡張薬内服の中期成績

旭川医科大学小児科　真鍋　博美
II-P-129 先天性心血管疾患に伴う気管・気管支軟化症

兵庫県立こども病院循環器科　佐藤　有美
II-P-130 川崎病発症を契機に診断された肺高血圧症の 1 例

済生会宇都宮病院小児科　高橋　　努
II-P-131 生体部分肝移植後，epoprostenol持続静注から離脱し得た門脈肺高血圧（PPHTN）の 2 例

京都大学医学部小児科　鷄内　伸二
II-P-132 Down症候群の先天性心疾患術後に残存する肺高血圧に関与する因子

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科　濱道　裕二

14：00～14：30
肺循環・肺高血圧・呼吸器疾患 3

座長：土井庄三郎（東京医科歯科大学医学部附属病院）
II-P-133　Transient abnormal myelopoiesisとpulmonary hypertensionの関連性についての検討

九州厚生年金病院小児科　原　　卓也
II-P-134 Fontan型手術後患者の睡眠時無呼吸症候群

兵庫県立こども病院循環器科　城戸佐知子
II-P-135 Activin receptor-like kinase 1 の遺伝子変異を伴う家族性肺動脈高血圧症の臨床像

東邦大学医療センター大森病院小児科　高月　晋一
II-P-136 慢性肺疾患に合併した肺高血圧症に対するsildenafilの急性効果

大阪医科大学附属病院小児科　岸　　勘太
II-P-137 総肺静脈還流異常症修復術後の肺静脈閉塞に対する治療成績と予後

榊原記念病院小児科　西村　智美

14：00～14：24
心血管発生・基礎研究 2

座長：上砂　光裕（日本医科大学武蔵小杉病院）
II-P-138 家兎血管平滑筋における酸素感受性蛋白質̶iTRAQ 2D-LC-MS/MS法による解析̶

日本医科大学小児科　勝部　康弘
II-P-139 エンドセリン-1 のラット心室筋細胞に対する効果

日本医科大学小児科　勝部　康弘
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II-P-140 ブタ新生仔大血管膜電位依存性カリウムチャネル複合体の分離
東京女子医科大学国際統合医科学インスティテュート　羽山恵美子

II-P-141 周産期のラット肺組織におけるadrenomedullinとcalcitonin receptor-like receptorの発現
旭川医科大学小児科　梶野　浩樹

14：00～14：30
川崎病・冠動脈・血管１

座長：鮎澤　　衛（日本大学医学部附属板橋病院）
II-P-142 免疫グロブリン大量療法不応のGunmaスコアとhigh mobility group box 1 値を用いた予測の有用性

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児発達機能病態学　野村　裕一
II-P-143 川崎病急性期治療として免疫グロブリン 2g/kg投与症例においても早期投与は冠動脈障害発生頻度を上げるか？

関西医科大学小児科　荻野廣太郎
II-P-144 川崎病重症度評価における血小板血管内皮細胞増殖因子の有用性

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児発達機能病態学分野　上野健太郎
II-P-145 急性期にシェーグレン症候群を合併した川崎病の 1 例

大津赤十字病院小児科部　岩朝　　徹
II-P-146 川崎病既往例における冠動脈瘤合併例と冠動脈一過性拡大例の大動脈弾性特性の検討

秋田大学医学部生殖発達医学講座小児科学分野　小山田　遵

14：00～14：36
川崎病・冠動脈・血管 2

座長：深谷　　隆（西神戸医療センター）
II-P-147 ファロー極型根治術後の心筋梗塞に対し，ニトロプルッシドの長期使用により冠側副血行路の発育と
　　　　　心機能改善が認められた 2 歳女児の 1 例

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター小児循環器科　加藤　温子
II-P-148 川崎病（KD）の冠動脈病変（CAL）検出におけるマルチスライスCT（MSCT）の有用性

関西医科大学小児科　立岩　　愛
II-P-149 北陸地区の川崎病急性期治療の現状

北陸川崎病研究会　中村　常之
II-P-150 大量免疫グロブリン療法不応川崎病に対してインフリキシマブを使用した11例の検討

信州大学医学部小児医学　清水　　隆
II-P-151 山形県における免疫グロブリン不応の川崎病に対する治療

山形大学医学部小児医科学　鈴木　　浩
II-P-152 64列MDCTは年少例の川崎病冠動脈病変の評価に有用である

金沢大学医薬保健研究域小児科　斉藤　剛克

14：00～14：30
川崎病・冠動脈・血管 3

座長：佐野　哲也（大阪厚生年金病院）
II-P-153 ウリナスタチン先行療法は川崎病 グロブリン不応例の冠動脈合併症を著しく低下させる

防衛医科大学校小児科　金井　貴志
II-P-154 右冠動脈のhigh take offを伴った心室中隔欠損症の 1 治験例

社会保険中京病院心臓血管外科　野中　利通
II-P-155 骨髄移植後の免疫抑制療法中に冠攣縮性狭心症を発症した 1 例

東北大学医学部小児科　川合英一郎

71平成21年 5 月 1 日

II-P-156 追加IVIGとステロイドパルス療法後さらに追加治療を必要とした川崎病症例の検討
松山赤十字病院小児科　馬場　健児

II-P-157 血管炎バイオマーカーPTX3の川崎病への応用の有用性
日本医科大学小児科　勝部　康弘

14：00～14：30
外科治療 1

座長：井本　　浩（九州厚生年金病院）
II-P-158 右室―冠動脈瘻を伴った純型肺動脈閉鎖症に対する新術式̶右室減圧を伴ったFontan手術̶

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科心臓血管外科学　川畑　拓也
II-P-159 Subclavian flap augmentationを併用した新生児左開胸拡大大動脈弓再建術式の評価

筑波大学大学院人間総合科学研究科循環器外科　平松　祐司
II-P-160 新生児エプスタイン奇形に対するtotal RV exclusion手術成績

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科心臓血管外科学　新井　禎彦
II-P-161 右室心尖部小切開による乳児期心尖部筋性VSDの閉鎖

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部心臓血管外科学　元木　達夫
II-P-162 21トリソミーに対する肺動脈絞扼手術の臨床的検討

聖隷浜松病院心臓血管外科　渡邊　一正

14：00～14：30
外科治療 2

座長：北山　仁士（近畿大学）
II-P-163     弓部低形成を伴う大動脈縮窄/離断症候群に対する拡大大動脈弓再建術

富山大学医学部第一外科　芳村　直樹
II-P-164 カテーテル治療後に外科治療を要した肺動脈狭窄症例の検討

兵庫県立こども病院心臓血管外科　島津　親志
II-P-165 重症Ebstein奇形に対する修復術̶適応術式の個別化の重要性̶

自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児・先天性心臓血管外科　河田　政明
II-P-166 無脾症候群に対する心外導管型Fontan術後に発症した肺静脈狭窄（PVO）に対する 1 手術例

九州厚生年金病院心臓血管外科　梶原　　隆
II-P-167 高度僧帽弁逆流を伴う成人期房室中隔欠損症に対する僧帽弁形成術の 3 例

横浜市立大学外科治療学心臓血管外科　長　　知樹

14：00～14：30
外科治療 3

座長：鈴木　孝明（埼玉医科大学国際医療センター）
II-P-168 Fenestrated Rastelli手術 3 例の経験

社会保険中京病院心臓血管外科　櫻井　　一
II-P-169 気腫肺を切除することで人工呼吸器を離脱できた心室中隔欠損症（VSD）の 2 例

社会保険中京病院心臓血管外科　野田　　怜
II-P-170 肺動脈弁逆流を伴う大血管転位症（II）に対して肺動脈絞扼術を行い結果的にJatene手術に到達した 1 手術例

あいち小児保健医療総合センター心臓外科　鵜飼　知彦
II-P-171 先天性大動脈弁上狭窄症に対しMyers法を施行した 3 例

岐阜県総合医療センター小児心臓外科　大倉　正寛
II-P-172 大動脈弁置換術を施行したムコリピドーシス 3 型の兄妹例

北海道立子ども総合医療・療育センター循環器科　横澤　正人
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II-P-160 新生児エプスタイン奇形に対するtotal RV exclusion手術成績

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科心臓血管外科学　新井　禎彦
II-P-161 右室心尖部小切開による乳児期心尖部筋性VSDの閉鎖

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部心臓血管外科学　元木　達夫
II-P-162 21トリソミーに対する肺動脈絞扼手術の臨床的検討

聖隷浜松病院心臓血管外科　渡邊　一正

14：00～14：30
外科治療 2

座長：北山　仁士（近畿大学）
II-P-163     弓部低形成を伴う大動脈縮窄/離断症候群に対する拡大大動脈弓再建術

富山大学医学部第一外科　芳村　直樹
II-P-164 カテーテル治療後に外科治療を要した肺動脈狭窄症例の検討

兵庫県立こども病院心臓血管外科　島津　親志
II-P-165 重症Ebstein奇形に対する修復術̶適応術式の個別化の重要性̶

自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児・先天性心臓血管外科　河田　政明
II-P-166 無脾症候群に対する心外導管型Fontan術後に発症した肺静脈狭窄（PVO）に対する 1 手術例

九州厚生年金病院心臓血管外科　梶原　　隆
II-P-167 高度僧帽弁逆流を伴う成人期房室中隔欠損症に対する僧帽弁形成術の 3 例

横浜市立大学外科治療学心臓血管外科　長　　知樹

14：00～14：30
外科治療 3

座長：鈴木　孝明（埼玉医科大学国際医療センター）
II-P-168 Fenestrated Rastelli手術 3 例の経験

社会保険中京病院心臓血管外科　櫻井　　一
II-P-169 気腫肺を切除することで人工呼吸器を離脱できた心室中隔欠損症（VSD）の 2 例

社会保険中京病院心臓血管外科　野田　　怜
II-P-170 肺動脈弁逆流を伴う大血管転位症（II）に対して肺動脈絞扼術を行い結果的にJatene手術に到達した 1 手術例

あいち小児保健医療総合センター心臓外科　鵜飼　知彦
II-P-171 先天性大動脈弁上狭窄症に対しMyers法を施行した 3 例

岐阜県総合医療センター小児心臓外科　大倉　正寛
II-P-172 大動脈弁置換術を施行したムコリピドーシス 3 型の兄妹例

北海道立子ども総合医療・療育センター循環器科　横澤　正人
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14：00～14：30
外科治療 4

座長：饗庭　　了（慶應義塾大学）
II-P-173 心外膜側に起源を有し，カテーテルアブレーションが無効であった小児特発性心室頻拍に対して心筋切除術を

施行した 1 治験例
聖隷浜松病院心臓血管外科　渕上　　泰

II-P-174 心外膜ペースメーカー留置後のリード断線に対する外科治療
静岡県立こども病院心臓血管外科　廣瀬　圭一

II-P-175 先天性心疾患術後遠隔期にCRT-Dを移植した 3 例の検討
近畿大学医学部心臓血管外科　藤井　公輔

II-P-176 ステロイド溶出心筋リードによる小児心臓ペースメーカー植込み症例の検討
聖隷浜松病院心臓血管外科　小出　昌秋

II-P-177 先天性房室ブロックに対する新生児期ペースメーカー植込みのトラブルシューティング
新潟大学大学院医歯学総合研究科呼吸循環外科学分野　渡辺　　弘

14：00～14：36
外科治療・集中治療・周術期管理

座長：寺田　正次（東京都立清瀬小児病院）
II-P-178     心房中隔欠損，心室中隔欠損閉鎖施行例の包括医療期間への影響

愛媛大学附属病院脳卒中・循環器病センター臓器再生外科学　鹿田　文昭
II-P-179 チアノーゼ性疾患は出血量が多い̶トロンボモデュリン，プロテインCとの関連̶

岡山大学病院麻酔科蘇生科　戸田雄一郎
II-P-180 Total cavopulmonary connection術後に長期胸腔ドレナージを要した症例の検討

福井循環器病院小児科　西田　公一
II-P-181 両方向性Glenn周術期にRSウイルス感染を生じ，治療に難渋した 2 症例

富山大学医学部第一外科　青木　正哉
II-P-182 右心バイパス手術後の胸骨開放管理における新しい試み

神奈川県立こども医療センター心臓血管外科　小坂　由道
II-P-183 インドシアニングリーン蛍光イメージングを用いた新生児の術中冠動脈造影

山梨大学医学部第二外科　鈴木　章司

招 請 講 演

特 別 講 演

会 長 講 演
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