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 世話人の先生方は 12 時 30 分までにお集まり下さい。 
 当日参加費として 1,000 円を受付時に徴収させて頂きます。 
 発表方法は PC プレゼンテーション（一面映写）です。 

ご発表の際は動作環境を確保する為、御自身の NotePC をご持参下さい。 

（必要に応じて液晶プロジェクター接続用のアダプター等は各自ご持参下さい。） 

 発表時間（発表 7 分、討論 5 分、計 12 分）は時間厳守でお願いします。 
 本研究会は日本小児科学会認定医制度の研修集会（3 単位）、 

日本小児循環器学会地方会（８単位）になっています。 

 抄録の変更・訂正は談話会終了後１週間以内に共催企業担当者宛にメールでご連絡下

さい。	 

 無料駐車券は発行しておりません。利用者のご負担となります。ご了承ください。	 
 

 

           ＜当番世話人＞ 

 三重大学大学院医学系研究科小児科学 三谷 義英 

〒514‐8507 

三重県津市江戸橋 2-174 

TEL：059（232）1111 

e-mail：ymitani@clin.medic.mie-u.ac.jp 

 

事務局 ： あいち小児保健医療総合センター 

共催 ： 東海小児循環器談話会   他 



〈スケジュール〉 

 

１３時３０分̶１４時２０分： 各演題 １２分（発表７分 / 討論５分） 

演題１）－４）     座長： 岐阜県総合医療センター 小児循環器内科 桑原尚志 

              三重大学大学院医学系研究科	 麻酔集中治療学 澤田博文 
１）川崎病を契機に発見された coronary arterial fistula の 1 例 

あいち小児保健医療総合センター 循環器科 大島康徳 

 

２）学校心電図検診で発見された副甲状腺機能低下に合併した二次性 QT 延長   

症候群の 1例 

三重大学大学院医学系研究科	 小児科学 鈴木尚史 

 

３）新生児期にショックで発症した VSD 合併心筋緻密化障害の治療戦略 

中京こどもハートセンター 小児循環器科 山本英範 

 

４）Jatene 術後退院し、左冠動脈閉塞をおこした完全大血管転位症例 

名古屋第二赤十字病院 小児科 横山岳彦 

 

１４時２０分̶１５時１０分： 各演題 １２分（発表７分 / 討論５分） 

演題５）－８）              座長： 静岡県立こども病院 循環器科 満下紀恵 

   三重大学大学院医学系研究科	 小児科学 大橋啓之                    

５）hypoRV ASD の 1 例 

静岡県立こども病院 循環器科 満下紀恵 

 

６）大動脈肺動脈窓・大動脈離断症の診断、治療、その後の経過 

安城更生病院 小児科 今井祐喜 

 

７）第 5 大動脈弓遺残を合併した心室中隔欠損、肺動脈閉鎖の 1例 

岐阜県総合医療センター 小児循環器内科 星みゆき 

 

８）BDG後に肺動脈内隔壁作成術(IPAS)を施行した SV PA CAVV TAPVC2b の一例 

大垣市民病院 小児循環器新生児科 太田宇哉 



≪休憩 １０分≫ 

 

 

１５時２０分̶１６時００分  

宿題報告       座長： あいち小児保健医療総合センター 循環器科 馬場礼三 

「市民による除細動の時代の児童生徒の心原性院外心停止の実態と新しい対策 

：調査研究からのレッスン」 

三重大学大学院医学系研究科	 小児科学	 三谷義英 

 

 

１６時００分̶１７時００分： 各演題 １２分（発表７分 / 討論５分） 

演題９）－１３）  

座長： 独立行政法人地域医療推進機構中京病院	 心臓血管外科 櫻井寛久 

三重大学大学院医学系研究科 胸部心臓血管外科 小沼武司 

９）小児に対する ICD 植え込みに際し除細動リード植え込み方法を工夫した二例 

岐阜県総合医療センター 小児心臓外科 西森俊秀 

 

１０）気管気管支軟化に対し肺動脈形成、大動脈・気管吊り上げが有効であった   

心房中隔欠損の 1例 

静岡県立こども病院 心臓血管外科 今井健太 

 

１１）Pinky incisional median MICS ASD closure 

あいち小児保健医療総合センター 心臓外科 岡田典隆 

 

１２）左上肺静脈無名静脈還流型の PAPVR 

三重大学大学院医学系研究科 胸部心臓血管外科 阪本瞬介 

 

１３）Pulmonary artery anterior translocation法にて気管狭窄を解除した肺動脈弁 

欠損症の一例 

独立行政法人地域医療推進機構中京病院 心臓血管外科 大沢拓哉 

 

閉会 １７時００分  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈抄 録〉 

 

 

一般演題     13 題 

 

宿題報告（ミニレクチャー） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１） 川崎病を契機に発見された coronary arterial fistula の 1 例 

あいち小児保健医療総合センター 循環器科  

○大島 康徳、大下 裕法、森 啓充、河井 悟、安田 和志、馬場 礼三   

        

症例は 5 歳男児。発熱、腹痛を認め急性胃腸炎として加療を行ったが、眼球充血など川崎病症状

出現し第4病日に診断基準満たし加療開始。群馬スコア 6点であったため IVIｇ、steroid、フロベン

で治療を行い解熱は認めるものの、冠動脈拡張所見あり当院紹介搬送。転院時 RCA orifice の 

拡大あり 3 日間 PE を施行。経過中に心エコーにて coronary arterial fistula が疑われ        

心臓カテーテル検査を施行、CAG にて巨大動脈瘤の描出を認め、RCA から RV への造影剤の 

流入を認め確定診断となった。 

 

 

 

２） 学校心電図検診で発見された副甲状腺機能低下に合併した二次性 QT 延長症候群の 1 例 

三重大学大学院医学系研究科 小児科学 

〇鈴木 尚史、倉井 峰弘、淀谷 典子、大槻 祥一郎、澤田 博文、早川 豪俊、三谷 義英、 

駒田 美弘 

 

13 歳女児、中学校 1 年生の学校 ECG 検診にて、QT 延長を指摘．単発も VPC 認めていたが   

無症状であり、運動制限のみで管理されていた。13 歳時に 2 回の失神を来たし入院管理となる。

QTc(Bazett)＝560ms と延長し、低下 Ca，高 P 血症を認めた。病歴を再聴取すると中学校入学後 

より軽度のテタニー症状を自覚していた。副甲状腺機能低下に合併した二次的QT延長症候群の

診断と治療について報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３） 新生児期にショックで発症した VSD 合併心筋緻密化障害の治療戦略 

中京こどもハートセンター 小児循環器科 

○山本 英範、大橋 直樹、西川 浩、福見 大地、大森 大輔、江見 美杉 

 

他院にて生後早期に 3mm の VSD を診断されていた女児。日齢 21 に哺乳不良、日齢 22 に    

顔色不良、血圧低下となり当院へ緊急搬送。心筋緻密化障害（NCVM）の合併に伴う心機能低下

と診断し、左心系の前負荷を軽減させる目的で同日緊急 PAB を施行。術後心機能は改善し、   

3 か月時に VSD 閉鎖術に至った。乳児期発症の NCVM は予後不良であるが、ショックで発症した

VSD 合併 NCVM の新生児例において PAB は有効な治療戦略であることが示唆された。 

 

 

 

４） Jatene 術後退院し、左冠動脈閉塞をおこした完全大血管転位症例 

名古屋第二赤十字病院 小児科１）、心臓血管外科２） 

〇横山 岳彦１）、岩佐 充二１）、酒井 善正２） 

 

症例は 2 ヶ月の女児。完全型大血管転位症にて日齢 9 に根治術を施行した。術後 7 日に ICU を

退室。術後 18 日に退院した。退院時の心臓超音波検査にて両側冠動脈の順行性血流は確認  

されている。抗血小板薬は二者内服させた。日齢 40 にショック症状にて救急外来受診。外来の 

超音波検査にて左冠動脈の順行性血流が認められず、逆行性血流が認められた。側副血行路の

発達、心機能の回復をまち、日齢 65 に退院した。文献によると Jatene 術後数％に冠動脈イベント

が発生すると報告されている。他施設の経験、対策をお聞かせいただきたく報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５） hypoRV ASD の 1 例 

静岡県立こども病院 循環器科 

○満下 紀恵、鬼頭 真智子、石垣 瑞彦、松尾 久実代、藤岡 泰生、佐藤 慶介、芳本 潤、 

金 成海、新居 正基、田中 靖彦、小野 安生 

 

生後チアノーゼにて搬送入院。hypoRV ASD と診断。酸素投与で肺高血圧が改善するのをまって

酸素中止したところ左室収縮低下あり、利尿剤、強心剤、ACEIを必要とした。ASDは両方向短絡。

5 ヵ月時心カテで RVEDV は 67.8% of n,RVEF53.5%,LVEDV は 83.9%,LVEF=81.5%。1 歳時心カテ

で RVEDV80.2%,RVEF46.4%,ASD 半閉鎖試験では CVP の上昇はみとめず SPO2 が 88%から 94%

まで上昇した。1 歳 3 ヵ月で ASD 閉鎖術を施行。経過良好。 

 

 

 

６） 大動脈肺動脈窓・大動脈離断症の診断、治療、その後の経過 

安城更生病院 小児科 

○今井 祐喜、小川 昭正、宮島 雄二、加藤 有一、服部 哲夫、松沢 要、浅田 英之 

独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 中京こどもハートセンター 小児循環器科１）、 

心臓血管外科２） 

大橋 直樹１）、西川 浩１）、福見 大地１）、大森 大輔１）、江見 美杉１）、山本 英範１）、櫻井 一２） 

 

症例は近医にて出生。在胎 40 週 4 日、2728ｇであった。出生翌日伸吟が出現。SpO2 

に上下肢差を認め、先天性心疾患が疑われ当院へ搬送となった。児は全身蒼白で努力呼吸を 

呈していた。心エコーでは四腔断面像及び大動脈弁・肺動脈弁が正常に描出されながら、    

大動脈-肺動脈が大きく連続する形態から、大動脈肺動脈窓、総動脈幹症などを考えたが診断に

は至らず、精査加療目的に中京病院へ搬送。同院での診断は大動脈肺動脈窓・大動脈離断症

（及び右肺動脈大動脈起始）であった。N2 使用した管理を行い、日齢 4 で根治術を行った。   

その後の経過は良好であり、術後 12 日で退院となった。 

 

 

 

 

 

 



７） 第 5 大動脈弓遺残を合併した心室中隔欠損、肺動脈閉鎖の 1 例 

岐阜県総合医療センター 小児循環器内科１）、小児心臓外科２） 

○星 みゆき１）、寺澤 厚志１）、山本 哲也１）、 面家 健太郎１）、後藤 浩子１）、桑原 直樹１）、  

西森 俊秀２）、 中山 祐樹２）、岩田 祐輔２）、竹内 敬昌２）、桑原 尚志１） 

 

胎児期に消退する第 5 大動脈弓が遺残した心室中隔欠損、肺動脈閉鎖の 1 例を経験したので 

報告する。症例は在胎 39 週、2115g で出生した女児。出生後心エコー及び造影 CT で       

心室中隔欠損、肺動脈閉鎖、右大動脈弓、左動脈管、第 5 大動脈弓遺残と診断した。       

第 5大動脈弓は double lumen arch を形成し、BTshunt 手術後に lipo-PGE1 を中止しても残存した。

第 5 大動脈弓の PGE1 感受性の報告も存在し、文献的考察を加え報告する。 

 

 

 

８） BDG 後に肺動脈内隔壁作成術(IPAS)を施行した SV PA CAVV TAPVC2b の一例 

大垣市民病院 小児循環器新生児科１）、心臓血管外科２） 

○太田 宇哉１）、沼田 侑也１）、野村 羊示１）、西原 栄起１）、倉石 建治１）、木村 拓哉２） 

柚原 悟史２）、大河秀行２）、横手 淳２）、横山 幸房２）、玉木 修治２）  

 

症例は無脾症候群の 3 歳男児。生後 1 ヶ月に Rt.mBTshunt、生後６ヶ月に Lt.mBTshunt、      

1 歳 9 ヶ月に PAp(12) CI=4.19 RpI=1.45 PAI=240 で BDG を行った。BDG 後の LPA は血流が   

乏しく、APCAからの血流で占められていた。IPAS を施行し、LPAへの APCA血流は減少したが、

Lt.mBTshunt の狭小化に伴い APCA 血流が再度増加した。現在、SpO2=85％で SVEF60％と   

心機能は良く CAVVRⅠ°と軽度で RPA への順行性血流は良好である。カテーテル結果は

CI=3.3 RpI=0.2-2.8 RPA(8) LPA(16) SV98/E4 であり One-lung Fontan の適応など、今後の    

治療方針について検討して頂きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



９） 小児に対する ICD 植え込みに際し除細動リード植え込み方法を工夫した二例 

岐阜県総合医療センター 小児心臓外科１）、小児循環器内科２） 

〇西森 俊秀１）、中山 祐樹１）、岩田 祐輔１）、竹内 敬昌１）、星 みゆき２）、寺澤 厚志２）、 

山本 哲也２）、 面家 健太郎２）、後藤 浩子２）、桑原 直樹２）、桑原 尚志２） 

 

体格の小さな症例に対する ICD 植込みにて経静脈的リードの植え込みが困難な場合、開胸下  

でのリード植え込みが選択される。しかし、その方法はリードの閾値や電池寿命、将来的なリードの

癒着に伴う拡張障害などのリスクがあり確立されたものはない。当院では側開胸にて心房リードは

左心房、心室リードは左心室に逢着し、除細動リードは皮下・筋層下を経由して傍脊柱筋左側の

筋層下に植え込むという方法を用いて現在までに２例植込みを行っており、ともに良好な結果を 

得ているためその経過を含めて報告する。 

 

 

 

１０） 気管気管支軟化に対し肺動脈形成、大動脈・気管吊り上げが有効であった心房中隔欠損の

1 例 

静岡県立こども病院 心臓血管外科 

〇今井 健太、村田 眞哉、井出 雄二郎、城 麻衣子、菅野 幹雄、黒澤 博之、菅野 勝義、 

伊藤 弘毅、坂本 喜三郎 

 

症例は 6 ヵ月女児。ASD/LPS/RAA で経過観察中であった。5 ヵ月時に気管支炎で入院、     

同日挿管となった。精査にて気管気管支軟化（完全閉塞）、血管輪（PA-AOLSCA-両側動脈管索）

が疑われた。抜管行うも、NIPPV 離脱困難のため手術施行した。血管輪ではなかったが、拡大した

mPA、異常起始の LPA、右動脈管索により気管分岐部が圧排されていた。mPA 切除縫縮、  

LPA 転位、右動脈管索切離、AOLSCA 離断、ASD 閉鎖および気管、大動脈吊り上げを行った。 

術後 2 日目に抜管、NIPPV 使用することなく軽快退院となった。 

 

 

 

 

 

 

 



１１） Pinky incisional median MICS ASD closure 

あいち小児保健医療総合センター 心臓外科 

〇岡田 典隆、村山 弘臣、長谷川 広樹、前田 正信 

 

正中小切開による ASD closure に関する発表をかつてしばしば目にしたが、近年あまり話題に  

ならない。成人領域では右小開胸によるMICS が普及しつつあり、その手技やデバイスも日進月歩

である。一方、小児領域では大腿動静脈がcannulation site として不適切な場合が多く、デバイスも

未発達であり、右開胸 MICS は確立していない。Amplatze が普及しつつある今日においてこそ  

正中開胸による MICS ASD closure の存在価値は見直されると考えている。最近当院では、    

な るべ く無理のない方法で多少の工夫を交えて小指 （ Pinky ） サ イズの正中切開で        

MICS ASD closure を行っている。手術動画を供覧する。 

 

 

 

１２） 左上肺静脈無名静脈還流型の PAPVR 

三重大学大学院医学系研究科 胸部心臓血管外科１）、小児科学２） 

○阪本 瞬介１）、小沼 武司１）、新保 秀人１）、近藤 真理２）、大橋 啓之２）、澤田 博文２）、 

三谷 義英２） 

 

症例は 5歳 11 ヶ月の女児。出生後間もなく VSD（Ⅱ型）・PAPVR（左上肺静脈無名静脈還流型）と

診 断 。 経 過 観 察 中 に VSD は 自 然 閉 鎖 し た 。 術 前 カ テ ー テ ル 検 査 で は

Qp/Qs:1.65,PAI:301,MPA25/4/13 であった。手術は心停止下に左上肺静脈を無名静脈合流部

で離断し、左心耳に端々吻合した。左上肺静脈無名静脈還流型の PAPVR は比較的稀であり、 

術後の肺静脈狭窄を回避できる術式が求められる。今回は術中の工夫を中心に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１３） Pulmonary artery anterior translocation 法にて気管狭窄を解除した肺動脈弁欠損症の一例 

独立行政法人地域医療推進機構中京病院 心臓血管外科１）、小児循環器科２） 

○大沢 拓哉１）、櫻井 一１）、山名 孝治１）、野中 利通１）、櫻井 寛久１）、種市 哲吉１）、 

大塚 良平１）、大橋 直樹２）、西川 浩２）、福見 大地２）、大森 大輔２）、江見 美杉２）、山本 英範２） 

 

胎児診断にて当院受診。TOF、肺動脈弁欠損症の診断で出生直後から呼吸不全強く       

人工呼吸管理を要した。3DCT で左右の肺動脈は著明に拡張し左の気管を圧排、day4 に    

緊急手術。上行大動脈を離断し、左右肺動脈を一部縫縮、肺動脈を前方に translocation した。 

離断した上行大動脈を短縮し再縫合。VSD 閉鎖、コンテグラで右室流出路再建を行った。    

術後経過良好で術後 21 日目に人工呼吸器離脱、術後 71 日目に退院。文献的考察を含めて  

報告する。 

 

 

 

≪宿題報告（ミニレクチャー）≫ 

 

市民による除細動の時代の児童生徒の心原性院外心停止の実態と新しい対策：調査研究からの

レッスン 

三重大学大学院医学系研究科 小児科学  

〇三谷 義英 

 

2004年 7月に一般市民によるAEDの使用の認可後、全国で救命例が報告される。院外心停止は

「予防以外に対策がとれない」病態から、「発症時に介入可能」な病態へパラダイムシフトが    

起きている。院外心停止の予後が、AED を用いた適切な心肺蘇生へのアクセスに依存する事から、

予後因子の同定、介入による成績改善が期待される。これまで心臓性突然死症例の 30-40%が 

病因不明とされてきたが、蘇生例の臨床診断は突然死の病因解明、新たな対策構築に繋がる事

が期待される。本口演では、最近の児童生徒の心臓性院外心停止の実態と新しい対策について、

消防庁の救急登録データ、病院レベルの調査研究結果を中心に報告する。 

 

 

 

 

 



会場案内図 
 

 

（会場） 

総合医学教育棟 

２階  



【交通機関】 

◎徒歩の場合 

近鉄名古屋線 江戸橋駅下車 徒歩 10 分 

 

◎バスの場合 

三重交通バス 大学院バス停下車 すぐ 

三重交通バス 大学病院前バス停下車 徒歩 3 分 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（津駅前⇒大学病院） 

 
（津駅前⇒大学病院前バス停） 

 

 

（大学病院⇒津駅前） 

 
（大学病院前バス停⇒津駅前） 
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