2018 年 11⽉4⽇（⽇）11:00〜17:30

第 5 回 Informal JPIC 関東甲信越研究会

会場︓神奈川県⽴こども医療センター本館２F 講堂

プログラム

10:00 〜 11:00 世話⼈会
（世話⼈の先⽣⽅は講堂に集合後移動しますので５分前にお集まりください）

13:45 〜 14:00 世話⼈会決定事項の説明

11:00
開会挨拶︓柳

貞光（神奈川県⽴こども医療センター

循環器内科）
14:10 〜 15:10

11:05 〜 11:50
⼀般演題①
座

⼀般演題③

ASD PDA 閉鎖栓
⻑︓⼩島

コメンテーター︓⽮崎

拓朗（埼⽟医科⼤学国際医療センター ⼩児⼼臓科）
諭（榊原記念病院

⼩児循環器科）

座

コメンテーター︓葭葉

⻩太（⻑野県⽴こども病院 循環器⼩児科）
茂樹（埼⽟医科⼤学国際医療センター ⼩児⼼臓科）

⼩児科 ）

浩（JCHO 中京病院

⼩児循環器科）

座

治療戦略
⻑︓鉾碕

コメンテーター︓⾦

⻯範

（横浜市⽴⼤学

成海（静岡県⽴こども病院

⼩児科）
循環器科）

16:05 〜 17:20

12:45 〜 13:45
特別講演（ランチセッション）
「Update of Pulsta valve (new self-expandable knitted
pulmonary valve) from bench to bedside」
演者︓Gi Beom Kim（Department of Pediatrics Seoul
National University Childrenʼs Hospital）
座⻑︓富⽥

広亮（⼭梨⼤学

コメンテーター︓⻄川

⼀般演題④

ステント
⻑︓武井

⻑︓喜瀬

15:10 〜 15:55

11:50 〜 12:35
⼀般演題②

座

バルーン・コイル・プラグ

英（昭和⼤学病院 ⼩児循環器・成⼈先天性⼼疾患センター ）

⼀般演題⑤

approach の⼯夫

⼀般演題⑥

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︓藤井
17:20

閉会挨拶︓柳

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）
貞光（神奈川県⽴こども医療センター

次期会⻑挨拶︓森

浩輝（東京⼥⼦医科⼤学

循環器内科）

循環器⼩児科）

③－４

【⼀般演題】

三尖弁置換術後の⼈⼯弁周囲逆流(paravalvular leakage: PVL)に対し 、
経カテーテル的 PVL 閉鎖術を施⾏した、fontan 術後左⼼低形成症候群の 1 例

①－1

演者︓沼⽥ 隆佑（⻑野県⽴こども病院

ASO 留置を断念した⼀例
演者︓⽯川 悟（埼⽟県⽴⼩児医療センター）

①－2

④－１ 重症⼤動脈弁狭窄, 境界型左室低形成症例で経カテーテル的姑息術を

FFⅡ留置後 detach できなかった 1 例

施⾏した 1 例

演者︓阿部 忠朗（新潟市⺠病院

演者︓⽯垣 瑞彦（静岡県⽴こども病院

⼩児科）

①－３ 両側⼤腿静脈閉塞のため右内頚静脈からアプローチした Amplatzer
演者︓⼤⽊ 寛⽣（東京都⽴⼩児総合医療センター

循環器科）

先天性横隔膜ヘルニアを合併した両⼤⾎管右室起始症・⼤動脈離断症
に対して動脈

循環器科）

演者︓喜瀬 広亮（⼭梨⼤学

⼩児科）

④－３ 上⼤静脈・左肺動脈に⾎栓性閉塞を繰り返し、治療に難渋している
演者︓浅⽥ ⼤（京都府⽴医科⼤学⼩児科）
⑤－１ 下⼤静脈閉塞に対しステントを留置した TAPVD 術後 PVO の 1 例

②－２ 低出⽣体重児の PDA ステント
―最適な穿刺部位・アプローチ⽅法は︖―
演者︓伊吹 圭⼆郎（昭和⼤学病院 ⼩児循環器・成⼈先天性⼼疾患センター）
②－３ 重度低形成左肺動脈に対する術中ステント留置術
演者︓⻑⽥ 洋資（埼⽟医科⼤学国際医療センター ⼩児⼼臓科）
③－１ 当院における NSE PTA バルーンの使⽤経験
演者︓⼩林 匠（榊原記念病院

④－２ Retained stented ductus patch による modified arch

左⼼低形成症候群

管ステントを留置した⼀例

演者︓⽥中 健佑（群⾺県⽴⼩児医療センター

循環器科）

reconstruction を施⾏した左⼼低形成症候群の１例

Duct OccluderⅠによる経⽪的動脈管開存閉鎖術

②－1

循環器⼩児科）

⼩児循環器科）

③－２ フォンタン⼿術 16 年後に発症した多発性肺動静脈瘻に対する塞栓術
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）
③－３ 肺動静脈瘻(PAVM)塞栓術後に胸膜炎を発症した 1 症例
演者︓森⽥ 裕介（⾃治医科⼤学とちぎ⼦ども医療センター ⼩児科）

演者︓杉⼭ 隆朗（神奈川県⽴こども医療センター

循環器内科）

⑤－２ 冠動脈⽤ガイドワイヤー(X-treme XT-R)を⽤いて再疎通を⾏った
左肺動脈閉塞症例
演者︓真⽥ 和哉（静岡県⽴こども病院

循環器科）

⑤－３ ガイディングシースとガイディングカテを⽤いてアプローチした術後
左肺動脈狭窄の 1 例
演者︓加藤 温⼦（JCHO 中京病院

⼩児循環器科）

⑥－１ coil 塞栓術後、広範なくも膜下出⾎を⽣じた 1 例
演者︓柳 貞光（神奈川県⽴こども医療センター

循環器内科）

⑥－２ ⼼筋⽣検にて⼼室穿孔をきたした拡張型⼼筋症
演者︓中野 克俊（東京⼤学医学部附属病院

⼩児科）

〜第 5 回 Informal JPIC

⽇

関東甲信越研究会

参加者へご案内〜

時︓2018 年 11 ⽉ 4 ⽇（⽇）
11︓00〜17︓30（受付開始

10︓30）

場

所︓神奈川県⽴こども医療センター

本館２F

講堂

※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。

駐⾞場︓駐⾞場の割引はありませんので、公共交通機関をご利⽤ください。

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: 神奈川県⽴こども医療センター代表 045-711-2351
携帯︓WEB では省略

〜座⻑・演者の先⽣へのご案内〜

■

発表形式
勝⼿ながら発表形式を下記の通りとさせていただきたく存じます。
演者の先⽣⽅にご連絡をお願いいたします。
①

発表時間は 1 演題 15 分（発表 8 分、討論 7 分）

②

冒頭に COI を開⽰してください

③

実際の⼿技を振り返れるような画像を⼊れて下さい

④

使⽤した器具を明⽰して下さい

⑤

最後に討論希望事項か take home message を必ず⼊れて下さい

⑥

事前に頂いた抄録（200 字程度）に変更がなければそのまま⼆次抄録と
させていただきます。変更がある場合は事務局までご連絡ください。

★ 発表 20 分前には受付を済ませ、10 分前には会場内に居て下さいますようご協⼒お願
いいたします
★ すべて PC 発表形式とさせていただきます。Windows、Macintosh 本体をお持ちくだ
さい。また、Mini D-sub 15pin への接続に必要なアダプターをお持ちください。

〜交通案内〜
JR 東⼾塚駅東⼝ 神奈川中央交通４番のりば
★井⼟ヶ⾕下町⾏（所要時間 20 分程度）
8:09 8:59 9:19 9:41 10:11 10:38

京急弘明寺駅下⾞ 徒歩２分 神奈川中央交通
★こども医療センター⾏(所要時間１５分程度)
8:22 9:10 9:49 10:41 11:29
★⼾塚駅東⼝⾏き（こども医療センター経由）
8:27 9:31 10:33 11:28

11:11

11:43

弘明寺⼝バス停

詳しくは神奈川県⽴こども医療センターの HP をご覧ください。

