
第３４回  西日本小児呼吸循環ＨＯＴ研究会  

 

 

 

■ 日  時：２０１６年６月４日(土)１３：００～１７：３０  

 

■ 会  場：帝人ビル２階会議室 

  大阪市中央区南本町１－６－７ 
 

  地下鉄「堺筋本町駅」 

  ２号出口より専用通路あり 
 

■ 参加費：２，０００円 
 

 

 

１）開 会 の 辞 （ 13:00 ）                  愛媛大学医学部附属病院 小児科 檜垣 高史 

  

２）教育講演 Series②（ 講演30分 質疑10分 13:05～13:45 ）   座 長  大阪大学大学院医学系研究科 小児科 小垣 滋豊 
 

 

『 小児在宅酸素療法の実際 』 
 

倉敷中央病院 総合周産期母子医療センター センター長 渡部 晋一 先生 

 

 

３）一般演題Ⅰ（ 発表8分 質疑4分 13:45～14:33 ）        座 長 大阪市立総合医療センター 小児循環器内科 江原 英治 

 （１）右肺静脈閉塞後に発生した左肺動脈への血流負荷 ～残された左肺をいかに守るか～ 

  広島市民病院 循環器小児科 

  森藤 祐次,鎌田 政博,中川 直美,石口 由希子,松扉 真由子,松本 祥子,明石 暁子 

（２）乳児期心臓手術後の呼吸管理におけるステロイドパルスの立ち位置 

  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,吉田 修一朗,鈴木 一孝,大森 大輔 

 （３）両方向性グレン術後早期に左全肺野の一過性嚢胞性変化を来した一例 

  福岡市立こども病院 循環器科1),同 アレルギー・呼吸器科2),同 心臓血管外科3) 

連 翔太1),倉岡 彩子1),井福 俊允1),福永 啓文1),栗嶋 クララ1),杉谷 雄一郎1),児玉 祥彦1),中村 真1), 

佐川 浩一1),石川 司朗1),手塚 純一郎2),中野 俊秀3),角 秀秋3) 

 （４）マシテンタンにより腎障害を呈した1例 

  国立循環器病研究センター 小児循環器科1),同 心臓血管内科2),西神戸医療センター 小児科3)  

  岩朝 徹1),山田 修1),小永井 奈緒2),大内 秀雄1),白石 公1),岩田 あや3),深谷 隆3) 

 

４）一般演題Ⅱ（ 発表8分 質疑4分 14:33～15:21 ）  座 長 四国こどもとおとなの医療センター 小児循環器内科 大西 達也 

（１）胸郭変形に合併した肺高血圧に対し人工呼吸管理が有効であった一例                                                                                                 
  あいち小児保健医療総合センター 循環器科 

大下 裕法,河井 悟,大島 康徳,森 啓充,安田 和志 

（２）先天性心疾患術後遠隔期の気胸 

  兵庫県立こども病院 循環器内科 

   城戸 佐知子,田中 敏克,藤田 秀樹,富永 健太,小川 禎治,亀井 直哉,松岡 道生,谷口 由記,平海 良美, 

瓦野 昌大,上村 和也 

     

（３）左主気管支狭窄に対して外ステント術を施行し、呼吸管理を離脱できたHLHS variantの1例 

  倉敷中央病院 小児科 

後藤 良子,上田 和利,荻野 佳代,林 知宏,脇 研自,新垣 義夫 

（４）横隔膜ヘルニア術後の肺循環障害について～肺循環評価と肺血管造影を行った1例から～ 

  三重大学医学部 小児科1),同 麻酔集中治療学2),同 小児外科3),同 胸部心臓血管外科4) 

中藤 大輔1),澤田 博文1,2),山下 敦士1),浅野 舞1),淀谷 典子1),大槻 祥一郎1),大橋 啓之1),松下 航平3), 

大竹 耕平3),井上 幹大3),内田 恵一3),不津木 綾乃4),小沼 武司4),新保 秀人4),丸山 一男2),三谷 義英1), 

平山 雅浩1) 

  

**************** Tea time（ 20分 15:21～15:41  ） **************** 

 

 ５）一般演題Ⅲ（ 発表8分 質疑4分 15:41～16:29 ）                    座 長 島根大学医学部 小児科 安田 謙二 

 （１）PH合併PDAに対してアンプラッツァー動脈管閉鎖栓を留置した1例 

  四国こどもとおとなの医療センター 小児循環器内科1),愛媛大学医学部附属病院 小児科2) 

  大西 達也1),寺田 一也1),奥貫 幸1),福留 啓祐1),宮城 雄一1),太田 明1),檜垣 高史2) 

（２）未熟児TGAにおける低酸素性呼吸管理の功罪 

  愛媛大学医学部附属病院 小児科1),同 心臓血管呼吸器外科2) 

森谷 友造1),檜垣 高史1),浦田 啓陽1),高橋 昌志1),伊藤 敏恭1),Nurzed Bayarmaa 1),宮田 豊寿1),田代 良1), 

山内 俊史1),千阪 俊行1),高田 秀実1),太田 雅明1),石井 榮一1), 小嶋 愛2),打田 俊司2),泉谷 裕則2) 

（３）PTAV後も肺高血圧が残存するcritical ASの1例 

  大阪市立総合医療センター 小児循環器内科1),同 小児不整脈科2) 

  中村 香絵1),江原 英治1),押谷 知明1),數田 高生1),川崎 有希1),村上 洋介1),加藤 有子2),吉田 葉子2),鈴木 嗣敏2) 

（４）肝臓のnodular regenerative hyperplasiaに肺高血圧症を合併した1例 

  大阪大学大学院医学系研究科 小児科1),大阪府立母子保健総合医療センター 小児循環器科2) 

石田 秀和1),成田 淳1),鳥越 史子1),杉辺 英世1),髭野 亮太1),廣瀬 将樹1),那波 伸敏1),馬殿 洋樹1), 

桂木 慎一1),石垣 俊1),三原 聖子1),小垣 滋豊1),大薗 恵一1),高橋 邦彦2) 
 

 

６）特別講演（ 講演50分 質疑10分 16:29～17:29 ）                座 長  愛媛大学医学部附属病院 小児科 檜垣 高史 
  

『 血液ガスから見た最近の話題 』 
 

東邦大学医療センター大森病院 麻酔科 教授 落合 亮一 先生 
 

 

７）閉 会 の 辞 （ 17:29 ）                       国立循環器病研究センター 小児循環器科 大内 秀雄 

 

● 本研究会は，日本小児学会認定医制度研修単位として４単位，日本小児循環器学会認定地方会として８単位の認定を 

受けております。 

● 当日12:00より幹事会，12:15より世話人会を，同ビル17階にて開催致しますので，幹事，および世話人の先生方は， 

お集まりください。 

● 動画を使った発表や，Macでの発表は，パソコンの持参をお願いします。 

  ● Tea Timeにて軽食をご用意いたします。研究会終了後の情報交換会はありません。 

 

 
  

 

  【第34回研究会会長】 檜垣 高史（愛媛大学医学部附属病院 小児科） 

  【代表世話人】      大内 秀雄（国立循環器病研究センター 小児循環器診療部門） 
 

 
共  催  西日本小児呼吸循環ＨＯＴ研究会 

帝人在宅医療株式会社 


