
第 6 回 Informal JPIC 関東甲信越研究会 

プログラム 
  

 

 10:00 〜 11:00 世話⼈会 

  

 

 11:00 

 開会挨拶︓森 浩輝（東京女子医科大学 循環器小児科） 

 

 11:05 〜 11:50 

 ⼀般演題① ステント、コイル 

  座    ⻑︓朝貝 省史（東京女子医科大学 循環器小児科） 

  コメンテーター︓小林 俊樹（埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓科） 
 

 11:50 〜 12:35 

 ⼀般演題② 動脈管 

  座    ⻑︓池田 健太郎（群馬県立小児医療センター 循環器科） 

  コメンテーター︓矢崎 諭（榊原記念病院 小児循環器科） 

 

 12:45 〜 13:45  

  特別講演（ランチセッション） 

 「Device closure of VSD(仮)」 

  演者︓Dao AnhNH Quac 

（University Medical Center at HCMC, Vietnam） 

  座⻑︓杉山 央（東京女子医科大学 循環器小児科） 

 

13:45 〜 14:00 世話⼈会決定事項の説明 

 

 

2019 年 12⽉1⽇（⽇）11:00〜17:20 

会場︓東京女子医科大学病院 総合外来センター ５F 大会議室 

     

 

14:10 〜 14:55 

⼀般演題③ バルーン 

 座    ⻑︓喜瀬 広亮（山梨大学 小児科 ） 

 コメンテーター︓安河内 總（⻑野県立こども病院 循環器小児科） 

 

14:55 〜 15:25 

教育講演 

「先天性心疾患への ICE」 

 演    者︓杉山 央（東京女子医科大学 循環器小児科） 

 

15:35 〜 16:35 

⼀般演題④ ASD 

 座    ⻑︓武井 黄太（⻑野県立こども病院 循環器小児科） 

 コメンテーター︓藤井 隆成（昭和大学病院 小児循環器・成⼈先天性心疾患センター） 

 

16:35 〜 17:15 

⼀般演題⑤ 合併症 

 座    ⻑︓岡 健介（自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児科） 

 コメンテーター︓富田 英（昭和大学病院 小児循環器・成⼈先天性心疾患センター） 

 

17:15 閉会挨拶︓森 浩輝（東京女子医科大学 循環器小児科） 

 次期会⻑挨拶︓東 浩二（千葉県こども病院 循環器科） 

 

 



 

【⼀般演題】 

  

①－1 セルフエキスパンダブルステント留置時の位置決めは難易度が高い？  

 演者︓葭葉 茂樹（埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓科） 

①－2 体肺動脈側副血管コイル塞栓術における POD®Packing coil の有用性  

 演者︓奥主 健太郎（千葉県こども病院 循環器科） 

①－３ 肺動脈完全閉塞のため ECMO 離脱困難となった乳児例         

    〜乳幼児への肺動脈ステントを行う上での問題点〜 

 演者︓河野 洋介（山梨大学 小児科） 

②－1 Amplatzer duct occluderⅠの留置を断念した動脈管開存症 

 演者︓浅田 大（京都府立医科大学 小児科）  

②－２ BT シャント後の PAVSD に対する PDA stenting の⼀例 

 演者︓伊吹 圭二郎（富山大学 小児科） 

②－３ 動脈管ステント留置後の管理に難渋した 1 例 

 演者︓鈴木 康太（静岡県立こども病院 循環器科） 

③－１ 有効な BAS ができなかった 1 例 

 演者︓阿部 忠朗（新潟大学医歯学総合病院 小児科） 

③－２ 小口径超高耐圧バルーンを使用したカテーテルインターベンションの  

    2 例 

 演者︓多喜 萌（埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓科） 

③－３ 経皮的肺動脈形成術のまれな合併症 －LPA-LAA fistula !?－ 

 演者︓柿本 久子（昭和大学病院 小児循環器・成⼈先天性心疾患センター） 

 

 

④－１ 経食道エコー所見を以って ASD のデバイス閉鎖術を見送った症例の 

 検討  

 演者︓島田 空知（榊原記念病院 小児循環器科） 

④－２ 房室結節動脈障害が原因と考えられた経皮的心房中隔欠損閉鎖術後 

 完全房室ブロック  

 演者︓大木 寛生（東京都立小児総合医療センター 循環器科） 

④－３ 2D 経食道心エコーでは正確な術中評価が困難であった多孔性 ASD の 

 1 症例  

 演者︓古井 貞浩（自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児科） 

④－４ Balloon sizing 時に sinus arrest を来し, ASO を断念した 1 例 

 演者︓鈴木 詩央（埼玉県立小児医療センター 循環器科）  

⑤－１ 心房穿孔の 1 例 

 演者︓池田 健太郎（群馬県立小児医療センター 循環器科） 

⑤－２ 皮下植え込み型ポートが離断し血管内に遺残したカテーテルに対する 

 経皮的回収術 

 演者︓高見澤 幸⼀（国立成育医療研究センター 循環器科） 

⑤－３ マスタードルート狭窄に対して、経皮的バルーン拡張術施行後に心肺 

 停止に陥った⼀例 

 演者︓小木曽 正隆（東京女子医科大学 循環器小児・成⼈先天性心疾患科） 



 
 

～第 6 回 Informal JPIC 関東甲信越研究会 参加者へのご案内～ 

 

 

日 時：2019 年 12 月 1 日（日） 

    11：00～17：20（受付開始 10：30） 

 

場 所：東京女子医科大学病院 総合外来センター５F 大会議室 ※別紙交通案内参照 

 

会 費：2000 円（当日受付にてお支払いください。現金のみ） 

 

昼 食：事前申し込みを頂きました方にはお弁当を用意します。 

  11/24（日）までに事務局へお申し込みください。 

  Mail : informaljpic@gmail.com  FAX：03-3784-8714 

 

駐車場：◆ 平置き駐車場（Ｐ１／Ｐ２／Ｐ４／Ｐ５） 

  最初の６０分 ５００円 以降３０分ごと２００円 

          ◆ 機械式駐車場（Ｐ３） 

  最初の８０分 ５００円 以降３０分ごと２００円 

     ※割引はありません。公共交通機関の利用をお薦めします。 

 

単 位：日本小児循環器学会が認めるその他の研究会として 3 単位認定されます。 

 

ご注意とお願い： 

  ・クロークはございません。お手荷物は各自管理お願いします。 

  ・館内はすべて禁煙です。 

  ・口演会場内では携帯電話の呼び出し音、電子機器のアラームなど鳴らされ       

 ないようご注意ください。 

 

当日の連絡先: 東京女子医科大学病院 代表：03-3353-8111 

  主催  森 携帯：WEB では省略 

  事務局 金子携帯：WEB では省略 

 

 



 

～交通案内～ 
 
【地下鉄】 
 
 都営大江戸線 若松河田駅下車、若松口より徒歩約 5 分 
   牛込柳町駅下車、西口より徒歩約 8 分 
 
 都営新宿線 曙橋駅下車、A2 出口より徒歩約 12 分 
 
 
【バス】 
 
 都営バス 宿 74 系統 新宿駅西口 → 東京女子医大前 

 都営バス 宿 75 系統 ・新宿駅西口 → 東京女子医大前 
    ・三宅坂 → 四谷駅前 → 東京女子医大前 
 都営バス 早 81 系統 ・早大正門 → 馬場下町（早稲田駅）→ 東京女子医大前 
    ・渋谷駅東口 → 原宿駅 → 千駄ヶ谷駅 → 四谷三丁目 
     → 東京女子医大前 
 都営バス 高 71 系統 ・高田馬場駅前 → 東京女子医大前 
    ・九段下 → 市ヶ谷駅 → 東京女子医大前 
 

 
←駅からの経路 
↓敷地内見取り図 

 
 

 
 
 

詳しくは東京女子医科大学病院の HP をご覧ください。 

http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/access.html


☆第 6 回 Informal JPIC 関東甲信越研究会 概要☆ 

日   時：2019 年 12 月 1 日（日）11：00～17：20 

場   所：東京女子医科大学病院 外来棟 5F 大会議室（東京都新宿区） 

参 加 費：1 人 2,000 円 

アクセス：公共交通機関の利用をおすすめします。 

  都営大江戸線 若松河田駅下車、若松口より徒歩約 5 分、 

   牛込柳町駅下車、西口より徒歩約 8 分 

  都営新宿線 曙橋駅下車、A2 出口より徒歩約 12 分 

参加申込書 

当日ご参加ご希望の方（演題登録者含む）は、施設単位で人数をお知らせください。 

（当日参加も可能ですが、お弁当希望の方は必ず申し込みをお願いします！） 

下記内容をメールまたは FAX（03-3784-8714）にて 11/24（日）までに Informal JPIC 事務局  

金子までお送りください。 

【貴施設名】 

                                            

  【部署名】 

                                            

  【代表者名】 

                                            

  【当日の連絡先】 

                                            

  【メールアドレス】 

                                            

  【参加予定人数】（おおよそで結構ですので、ご記入ください） 

                 名 

一般参加お待ちしております！！ 


