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理事長あいさつ

日本小児循環器学会理事長　

安河内　聰
2015年8月から立候補制選挙により選出された
理事による日本小児循環器学会の新体制が始まり
ました。まず、はじめにこれから2年間理事長と
して会員の皆様から本学会の発展のために働く
チャンスをいただいたことに感謝申し上げます。

　 皆様もご存じの通り今年は、本学会が創立されて
から51年目となります。今までの50年間に私たちの素晴らしい先達が創
りあげ蓄積してきた知的･人的財産の歴史を基本に、新たな50年の歴史を
拓く始まりの年でもあります。
　その節目に重ねた訳ではありませんが、学会事務局も今までのメディカ
ルトリビューン社から新しく国際文献社に移転しました。事務局移転にと
もない今までの学会が所有している資料の整理をした上で、新しい事務局
で今まで出来なかった学会からの情報発信などさまざまな試みを展開した
いと考えております。
　これからの2年間の学会のテーマは「世代を超えたチャレンジ」とした
いと思います。学会としての次の50年に向けたビジョンを会員の皆様の一
人一人の声を基に創りあげていきたいと思います。自分たちの知的財産の
向上ばかりではなく、学会から社会への情報発信を通して心臓病の子供た
ちとその家族の方々が､ よりよい素晴らしい人生が送れるように、また「未
病」の方々が病気にならなくて済むように提言し現実化できるように、み
なさまのお力をかりて一歩ずつ進んで行けたらと強く願っております。
　この50年の節目に、日本小児循環器学会として新たな挑戦を一緒にしよ
うではありませんか？
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理 事 紹 介
副理事長

角　秀秋
福岡県立こども病院

日本小児循環器学会は、創立50年を経て次の
50年に向け新たな旅立ちを迎えようとしてい
ます。2期目となる安河内理事長を外科の立場
から支え、今学会の更なる発展に貢献できるよ
う努力したいと思います。

理　　事

市川　肇
国立循環器病研究センター

小児循環器領域における最新治療に対する適切
な診療報酬のシステム構築へのお手伝い、デバ
イスや薬品の西欧諸国との格差の是正などに尽
力したい所存でございます。

市田　蕗子
富山大学医学部附属病院

先天性心疾患や川崎病でも、成人への移行期医
療が問題になっています。このため、日本小児
循環器学会と日本循環器学会のかけ橋となり、
今後も頑張りたいと思います。

岩本　眞理
済生会横浜市東部病院

内科系と外科系で構成されるこの貴重な学会の
発展のために力を尽くせる機会をいただきあり
がとうございます。専門医制度・学校心臓検
診・男女共同参画を中心に学会の発展に貢献し
たいと思います。

小山　耕太郎
岩手医科大学附属病院

人口減少・少子超高齢社会に対応した復元力の
ある医療、研究、教育のシステムを構築し、次
世代の小児循環器学へとつないでいくため、理
事として全力を尽くしてまいります。

賀藤　均
国立成育医療研究センター

主に、社会制度関係を担当いたします。先天性
心疾患の一部は難病指定となりました。しか
し、幾つかの福祉・医療制度は必ずしも現場の
実態と合っておりません。行政とのパイプを生
かして貢献したいと思います。

鎌田　政博
広島市立広島市民病院

引き続き教育委員会担当です。患者さんを診な
がら、また当科の若いDr.を見ながら、教育セ
ミナーに適切な内容は何か、病態生理・機序を
わかりやすく伝えるにはどうすれば良いか、な
どと考えるようになりました。

坂本　喜三郎
静岡県立こども病院

小児循環器科医、小児心臓外科医、そして看護
師を中心に小児循環器医療に携わるコメデイカ
ル』が一同に会する学術集会を持つ日本小児循
環器学会。チームのハーモニーが大事な外科手
術の経験を生かして、和の貢献をしていきたい
と思います。何でも相談してください。

白石　公
国立循環器病研究センター

理事としてこの先２年間も安河内理事長を支え
るとともに、学会員のみなさまの学術、臨床、
研究活動のご支援を精一杯させていただきたい
と思います。とりわけ電子化した日本小児循環
器学会誌をさらに充実させ英文誌の発刊を目指

すこと、診療体制の確立が急務である移行医療の問題を厚生労働
省とともに取り組むこと、以上を最重要課題として取り組んでい
きたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
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鈴木　孝明
埼玉医科大学国際医療センター

この度理事に就任させていただきましたこと、
誠に光栄に存じます。小児循環器学会は小児科
医と外科医が協力して発展してきた学会であり
ます。外科医ならではの貢献ができますよう努
めて参りますのでよろしくお願い申し上げます。

住友　直方
埼玉医科大学国際医療センター

事務局の移転は無事済んだようですが、今後
ホームページの充実、学会誌の英文化、特定非
営利活動法人から一般社団法人への移行、小児
循環器専門医の維持、学会の収支の改善など多
くの問題を解決すべく努力したいと思います。

土井　庄三郎
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

このたび前期に引き続き2期目の理事を拝命致
しました。今後日本専門医機構による新しい専
門医制度の整備が実施される中、専門医制度委
員会委員長として、小児循環器専門医の更なる
充実を図っていきたいと思います。

富田　英
昭和大学横浜市北部病院

不寛容が蔓延した厳しい社会情勢の中で、次世
代を担う若手医師、医療を目指す学生が誇りを
もって小児循環器医療に取り組むようになるた
めには、日本小児循環器学会が活力あるチャー
ミングな学会にならなければならないと考えて
おります。会員諸氏のご助力をお願いします。 

野村　裕一
鹿児島市立病院

地方で勤務する小児循環器医の立場からの視線
が反映されるように活動していきたいと考えま
す。第一線の施設と紹介施設との患児の紹介や
若手の研修等の連携体制構築支援などの活動に
かかわりたいと考えます。

檜垣　高史
愛媛大学大学院医学系研究科

カリキュラム委員長として、充実した修練がで
きるようなカリキュラムを整備していきます。
また、社会保障制度、移行期医療、突然死予防
など多くの課題に対して、患者さんはもちろ
ん、携わるスタッフみんなの笑顔が増えるよう
に努力していきたいと思います。

朴　仁三
東京女子医科大学

この度本学会の理事という大任を仰せつかりま
した。大変光栄であるとともに身の引き締まる
思いもいたします。皆様の御意見も拝聴しなが
ら精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願い申
し上げます。

三谷　義英
三重大学附属病院

この度、データベース委員長を拝命致しまし
た。これまでの調査研究、専門分野、地方での
活動経験を生かして、微力ながらお役に立てれ
ば幸いです。また、若手の育成に関われればと
思います。

山岸　敬幸
慶應義塾大学病院

財務担当として、すべての活動を支援しながら
勉強します。学術・基礎研究・科学論文も発展
させましょう。理事会では若輩です。若手学会
員の皆様も気軽に声をかけて下さい。理事会に
伝えていきたいと思います。

山岸　正明
京都府立医科大学

外科系理事として3期目を務めさせていただき
ます。学会として小児心臓外科医の教育・育成
を進めるとともに、内科・外科のより綿密な協
調により学術集会の更なる充実と発展を目指し
たいと考えております。

庶　　務

深澤　隆治
日本医科大学付属病院

庶務を担当いたします。日本小児循環器学会
で、現在何が問題視され、どのように解決して
いこうとしているのか、わかりやすい議事録を
作成し、会員にお知らせし、会員の皆様が問題
を共有できるように努力します。

藤原　優子
東京慈恵会医科大学附属病院

女性会員の学会活動は増加しています。しかし
女性会員の意見は学会総会・評議員会でもなか
なかありません。庶務として皆さんのご意見を
反映させていきたいと思います。よろしくお願
いします。

監　　事

佐地　勉
東邦大学医療センター大森病院

佐野　俊二
岡山大学附属病院

中西　敏雄
東京女子医科大学
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委 員 会 紹 介

日
本
小
児
循
環
器
学
会

総務委員会 庶務委員会

学術委員会 顕彰委員会

教育委員会

多領域専門職委員会

プログラム委員会

国際交流委員会

専門医制度委員会 認定委員会

カリキュラム委員会

プログラム小委員会

試験委員会

データベース委員会 心血管疾患の遺伝子疫学委員会

形態登録委員会

臓器移植委員会 人工臓器/補助循環制度委員会

社会制度委員会 小児慢性疾患事業対策委員会

学校心臓検診委員会

蘇生科学委員会

成人移行医療検討委員会

男女共同参画検討委員会

保険診療/臨床試験委員会 薬事委員会

医療材料・機器委員会

臨床試験委員会

内保連担当

外保連担当

学会雑誌編集委員会

倫理委員会

利益相反委員会

医療安全委員会
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総務委員会　　 � 委員長：富田英　　副委員長：岩本眞理、山岸敬幸（財務担当）

1． 事務局移転を迅速に遂行し、新事務局での業務を起動に乗せる。新事務局と協議のうえ、学会事務、会員
管理システムの効率化をはかる。

2． 新事務局と協議のうえ、web siteの刷新、情報発信の促進に務める。
3． AHA、AEPCなどとの交流を深め、本学会の国際化に務める。
4． 地方会組織の整理、充実に取り組む。
5． 学会法人格変更について新事務局との協議を開始する。
6． 新専門医制度に向けて、専門医制度委員会と連携し、循環器を専門とするサブスペシャリティー領域学会

（日本循環器学会、日本心臓病学会、日本胸部外科学会）と基盤整備について協議する。
7． 6を通じて小児循環器医の役割を明確にするとともに、地位向上に努める。
8． 6、7を通して小児循環器医を目指す若手医師のリクルート、育成体制を充実する。
9． 全体をとおして本会財務体力の強化に取り組む。

学術委員会　　 � 委員長：小山耕太郎　　副委員長：先崎秀明、高橋健、山岸正明

1． 研究委員会に関する規約の整備　
2． 国際交流委員会に関する規約の整備
3． 分科会における学術活動の支援　
4． ガイドラインの整備
5． 会員・非会員に対する教育事業の推進　
6． 学術集会の中長期的運営方法に関する検討
7． 顕彰事業の推進　
8． 多領域専門職との連携　
9． データベース委員会との連携　

専門医制度委員会　　 � 委員長：土井庄三郎　　副委員長：山岸正明

現行専門医制度における小児循環器専門医、修練施設等および修練施設等の指導責任者等の認定・更新作業
を行う。また日本専門医機構の新専門医制度における小児循環器専門医の在り方に沿った専門医を育成する
ために、現行制度から新制度への円滑な移行を目標として活動する。
1． 第6、7期専門医認定試験の実施と8期専門医認定試験の準備
2． 専門医制度の財政改善に関する検討
3． 新制度における小児循環器専門医の在り方に沿った修練目標の検討と作成
4． 新制度における小児循環器専門医の修練目標を達成するためのカリキュラムとプログラムの検討と作成
5． 新制度における専門医認定試験の準備

データベース委員会　　 � 委員長：三谷義英　　副委員長：平田康隆、山岸敬幸

学会または分科会の小児循環器に関連するデータベースの統合、構築についての制度設計と広報（遺伝子疫
学、形態登録、稀少疾患、学校心臓検診、蘇生科学、先天性心疾患外科手術、小児循環器領域のカテーテル
治療、移行期診療、保険制度、DPC臨床データ等）。情報収集と学会HPへのリンク作成、広報により疾患登
録を推進する。既に行っている遺伝子疫学、形態登録、稀少疾患の検討、継続を審議し、実務を行う。各登
録システムの一部統合、効率的登録を検討し、制度設計を行う。データベースの2次利用を含めたデータベー
ス利用の規約設定、マニュアル作成、データベースの効率的な収集、統計、学会としてのデータベースのま
とめと結果報告。

臓器移植委員会　　 � 委員長：福嶌教偉　　副委員長：小野稔、小垣滋豊、佐野俊二

1． 全国心臓・肺移植患者の予後調査（新規・継続）
2． 移植医療推進の活動（市民公開講座、学校などでの命・移植に関する授業、学内での研修）
3． 所属病院における臓器提供体制整備の調査と協力
4． 小児心臓移植施設・VAD施設の体制整備、施設認定基準の制定、CHDに対する心臓移植適応基準の検討
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社会制度委員会　　 � 委員長：賀藤均　　副委員長：坂本喜三郎、白石公

身体障害者診断書、特別児童扶養手当診断書などの診断書記載内容が実態に合っているかの検討、今後の難
病指定の動きへの対応、また、小児慢性特定疾病の新しい動きなどへの対応を図っていく。特に、2016年の
学術集会時に患者団体代表にも加わってもらい、患者団体の視線から何に困っているのかなどを話し合う場
を設定したい。小児慢性特定疾病については別途これを扱う委員会において厚労省研究班での検討事項の情
報の共有を行う。成人移行期問題については、厚労省モデル事業、成人先天性心疾患学会、日本循環器学会
とも連携しつつ、移行期医療を行うにあたっての実際の患者用移行計画作成、移行先の成人先天性心疾患を
扱う施設整備などを成人移行医療検討委員会を中心に検討していく。男女共同参画においては、2016年学術
集会において託児所設置を実現する。時短就業、ワークライフバランスのあり方について検討していく。他、
学校心臓検診、蘇生科学は当該委員会の従来の活動を拡大する。

保険診療 / 臨床試験委員会　　 � 委員長：三浦大　　副委員長：岩本眞理、益田宗孝

1． 診療報酬改定：平成28年度（2016年度）、平成30年度（2018年度）改定の見直しと要望調査
2． 未承認・適応外の薬品・機器の治験推進：学会主導の制度の設計
3． 臨床研究の質の向上：新規臨床試験の立案
4． 臨床試験に関する啓発活動：講演・シンポジウムの開催

学会雑誌編集委員会　　 � 委員長：白石公　　副委員長：住友直方、芳村直樹

1． 学会誌電子化元年のこれまでの検証と改善点の検討。
2． 査読過程を厳格かつ迅速に行い、学術誌としての学会誌の内容充実に最善の努力を払う。
3． Images in Pediatric and Congenital Heart DiseaseやCase Challengeなど、若手医師が投稿しやすい新

しいコーナーを開設する。
4． ニュースレターには、学会員が知りたい情報を簡潔に迅速に掲載し、内容の充実を図る。
5． 総説シリーズなど、学会主導による印刷書籍の発刊を実現する。
6． 英文雑誌発刊のための準備を推し進める。

倫理委員会　　 � 委員長：掛江直子　　副委員長：山岸敬幸、土井庄三郎

1．倫理審査申請に対する迅速な審査をおこなう
2． わが国の倫理指針に則り、学会倫理指針を策定・改定する
3． 学会員に対して国および学会倫理指針を周知・徹底する
4． 学会員が倫理指針を遵守するための教育・啓発について考える

利益相反委員会　　 � 委員長：野村裕一　　副委員長：市川肇、三谷義英

1． 医学研究の利益相反（COI）に関する共通指針（日本小児循環器学会）の試行期間の2年目として、試行
状況を確認し、問題点についての解決策を検討することで、2016年7月の利益相反（COI）に関する共通
指針の改定へ進める。

2． 学会雑誌投稿論文におけるCOIマネージメントシステム、小児循環器学会・学術集会におけるCOIマネー
ジメントシステム構築を進めていく。倫理委員会との連携も行う。

3． 役員のCOIマネージメントの確立を進めていく。
4． 適切なCOIマネージメントについての啓発活動を進める。

医療安全委員会　　 � 委員長：鈴木孝明　　副委員長：檜垣高史

1． 医療事故調査制度への支援団体としての制度設計
2． 事故調査依頼システムの構築
3． 医療安全講習会のシステム化
4． 医療安全に関わる情報の収集と発信を適切に行うシステムの構築
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第52回 日本小児循環器学会学術集会 演題募集開始！
平成28年7月6日から8日の会期で開催されます第52回
日本小児循環器学会学術集会の演題募集を12月1日より 
開始させて頂きます。
　一般演題へのご応募はもとより、シンポジウム・パネ
ルディスカッションへのご応募も併せてご検討頂きたく存
じます。なお、シンポジウム・パネルディスカッションの
テーマや座長につきましては先日開催されました日本小児
循環器学会プログラム委員会におきましてお決め頂きまし
た。シンポジウム・パネルディスカッションの内容等につ
きましては

学術集会Home page
http://web.apollon.nta.co.jp/jspccs52/

に掲載しておりますので、ご参照の上、公募が予定されて
おりますセッションにはどしどし演題をご応募くださいま
すようお願い申し上げます。

　また、ポスターセッションの充実を図るべく、約1時間
のposter viewingの時間を設け、すべての口演を中止し、
ポスターセッションでの発表に集中して頂く予定でござい
ます。
　例年700題を超します演題のご応募があります。今回の
学術集会におきましても例年を凌駕する演題数のお申し込
みをお待ち申し上げております。

第52回日本小児循環器学会学術集会会長

小川　俊一
日本医科大学小児科

演 題 募 集 要 項
1. 演題募集期間（予定）
登録開始：2015年12月 1日（火）
締  切：2016年 1月29日（金）

2. 募集発表形式
A. シンポジウム
B. パネルディスカッション 
C. 会長要望演題
D. 一般演題（口演）
E. 一般演題（ポスター）

3. シンポジウム、パネルディスカッション、会長要望演題のテーマ
【A. シンポジウム】
A-01  Berlin Heart導入後の小児重症心不全治療と心臓移植（仮題）（指定）
A-02  Current Advance in Pediatric Interventional Cardiology; from Bench to Cath lab 

（一部指定、一部公募）
A-03  小児心不全の水分管理―利尿剤を中心に―（指定）
A-04  最新の不整脈診断と治療（一部指定、一部公募） 
A-05  画像診断（仮）（一部指定、一部公募）
A-06  胎児診断のピットホールから学んだこと（一部指定、一部公募）
A-07  Failing subaortic RV（指定）
A-08  左側房室弁の外科治療 （ビデオシンポジウム）（公募）
A-09  先天性心疾患を合併した患児に対する周術期から術後遠隔期の精神・神経発達評価 

（一部指定、一部公募）
A-10  小児の肺動脈性肺高血圧へのアプローチ：最近のエビデンス（指定）
A-11  新生児複雑心奇形に対する二心室修復を目指した治療戦略（公募）
A-12  小児循環器医療におけるシミュレーション医学の最前線（一部指定、一部公募）

【B. パネルディスカッション】
B-01  長期予後を見据えたFontan児童・生徒の運動・学校・日常生活管理 

（一部指定、一部公募）
B-02  右心バイパス手術の適応と限界：up to date（公募）
B-03  左心低形成症候群：現状把握から今後を見据える（一部指定、一部公募）
B-04  「患者・家族支援を考える」（指定）
B-05  小児心筋炎をめぐる基礎と臨床のクロストーク（一部指定、一部公募）
B-06  学校心臓検診の意義：各心疾患毎のアウトカムから探る（一部指定、一部公募）
B-07  小児循環器領域の集中治療（一部指定、一部公募）

【C. 会長要望演題】
C-01  川崎病
C-02  重症心不全の病態・治療
C-03  カテーテル治療
C-04  Ebsteinの病態と外科治療
C-05  妊娠・出産
C-06  Heterotaxy
C-07  小児生活習慣病
C-08  男女共同参画
C-09  画像診断の進歩
C-10  集中治療と周術期管理
C-11  修正大血管転位
C-12  MAPCA
C-13  不整脈のカテーテル治療
C-14  蘇生教育
C-15  染色体・遺伝子診断
C-16  運動機能
C-17  体外循環・心筋保護
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受 賞 の こ と ば
日本小児循環器学会では平成27年より公益財団法人宮田心臓病研究振興基金からの寄付を受け、

「Miyata�Foundation�Award�日本小児循環器学会研究奨励賞」を設立しました。多数の応募の中か
ら、記念すべき第1回Miyata Foundation Award日本小児循環器学会研究奨励賞を廣野恵一先生（富
山大学）、石崎怜奈先生（慶應義塾大学） が受賞され、7月の学術集会時に表彰式が開催されました。

各 種 学 会 賞 募 集 に つ い て
高尾賞、YIA賞、Case Report Award、Miyata Foundation Award 日本小児循環器学会研究奨励賞を募集い
たします。募集要項は来年1月下旬以降に学会ホームページに掲載される予定ですので、ぜひご応募下さい。

	 廣 野 恵 一 先生	 富山大学

　この度、平成27年度Miyata Foundation Award 
日本小児循環器学会研究奨励賞という身に余る光栄
に浴し、大変感謝しております。ご推薦くださいま
した日本小児循環器学会の先生方を始め、公益財団
法人宮田心臓病研究振興基金の理事長、理事、評議
員、選考委員の皆様に心より御礼申し上げます。
　本研究では、これまでの心筋緻密化障害の臨床遺
伝学的研究の集大成として、次世代シーケンサーを
用いて、胎児心筋の発達や不整脈にかかわる遺伝子
に関して網羅的解析を行い、さらには、患者由来の
iPS細胞から誘導した心筋細胞を用いて機能解析を
行い、心筋緻密化障害の病態や高率に合併する致死
性不整脈の発症機序を明らかにすることを目的に、
研究を進めて参る予定です。
　この研究を通じて循環器疾患の患者様が将来幸福
になりますように微力ではありますが貢献したいと
思っています。　
　最後になりましたが、貴財団のますますのご発展
を祈念いたしております。

	 石 崎怜奈先生	 慶應義塾大学

　この度は、栄えある第1回宮田賞をいただき、誠
にありがとうございます。
　応募テーマである、Noonan症候群の肥大型心筋
症に関する研究は、小児循環器学会・遺伝子疫学委
員会の調査の集計を担当させていただき、自験例を
解析中に、異なる遺伝子変異では肥大型心筋症の病
型に違いがあるのでは、と興味を抱いたことから始
まりました。そのような素朴な興味を、山岸敬幸先
生をはじめとする慶應小児科心臓班の皆様や、大阪
大学の小垣滋豊先生、慶應循環器内科の湯浅慎介先
生にご指導頂き、研究という形に発展させる事がで
きました。今はまだ研究の途中ですが、今後一層努
力し、肥大型心筋症の病態解明の一助となるよう追
求していきたいと思います。
　今回の受賞は、大変光栄であり、励みに感じてお
ります。これからも臨床上の疑問を探求し、先天性
心疾患の子どもたちが少しでも過ごしやすくなるよ
うな病態解明を目指して研究していきたいです。

写真左から：	宮田和子様（宮田心臓病研究振興基金理事）、佐地勉先生（第51回会長）、石崎怜奈先生、安河内聰先生（理事長）、
廣野恵一先生、三谷義英先生（顕彰委員会委員長）、宮田宏章様（宮田心臓病研究振興基金理事長）
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日本小児循環器学会雑誌　http://jpccs.jp/

日本小児循環器学会雑誌　第３１巻第4号　　

Review  疾患特異的iPS細胞を用いた先天性心疾患の病態解明
10.9794/jspccs.31.138

2007年にヒト人工多能性幹（induced pluripotent stem: iPS）
細胞の樹立に成功して以来，疾患特異的iPS細胞の研究が進め
られてきた．病態発生過程をin vitroで再現できる疾患特異的
iPS細胞は，新たな疾患モデルとして病態解明や創薬のための
利用が期待される．疾患特異的iPS細胞は心疾患モデルとして
も多数樹立されてきたが，これまでは主に遺伝性の不整脈性疾
患や心筋症から樹立されており，形態異常を伴う先天性心疾患
からは樹立されてこなかった．最近，我々は左心低形成症候群

（hypoplastic left heart syndrome: HLHS）由来の疾患特異的
iPS細胞の樹立に成功した．遺伝子異常のみならず，遺伝子発
現の低下やエピジェネティック制御の異常など，多数の因子が
複雑に関与すると考えられる先天性心疾患の病態解明にも，疾
患特異的iPS細胞は有用である可能性がある．本総説では，疾
患特異的iPS細胞を用いた心疾患モデルの経緯を概説し，また
疾患特異的iPS細胞による先天性心疾患の病態解明への可能性
を検討する．

小林 純子 1） 佐野 俊二 1） 王 英正 2）

1）岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　心臓血管外科
2）岡山大学病院　新医療研究開発センター　再生医療部

Review  心臓カテーテル検査によって得られた結果をどう解釈するか
10.9794/jspccs.31.148

心エコー，CT，MRIなどの非侵襲的検査法の進歩に従い，心
臓カテーテル造影検査はカテーテル治療の目的で施行されるこ
とが多くなり，多くの先天性心疾患（以下CHD）の術前のルー
チンの検査として施行していた時代と比較してその適応は大き
く変わった．現在の診断カテーテルの適応は，1）大動脈弁，
僧房弁狭窄の重症度やFontan型手術適応など，より正確な血
行動態評価が必要な時，2）心奇形の形態異常が非侵襲的検査
法では充分に描出されず評価できない時，3）カテーテル治療

を計画し，その前に施行する場合，4）肺動脈閉塞性病変の有
無を決定するなど，血行動態評価が治療方針の決めてとなる
時，5）電気生理学的検査，または生検が必要な時，などであ
る．このように以前と診断カテーテルの適応は変わったが，未
だCHDの，特に複雑心奇形の形態，血行動態を評価する“Gold 
Standard”な検査として施行されている．このReviewでは酸
素飽和度，圧などから計算される血行動態の指標や造影所見な
どをいかに得て，どう解釈するかについて概説した．

森 善樹
聖隷浜松病院小児循環器科

平成4年9月8日学術刊行物認可 ISSN 0911-1794

Vol. 31 No. 4 July 2015
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Review  小児期肺動脈性肺高血圧の正しく的確な治療戦略
10.9794/jspccs.31.157

小児期PAHの薬物療法を行うにあたって，臨床医は小児は成
人と異なり様々な特色があることを再認識しなければならな
い．すなわち，代謝酵素活性（p450など），受容体の濃度（密
度）や感受性，器官の機能発達（特に腎臓と肝臓，心筋代謝），
体脂肪の容積，蛋白（アルブミン）結合率，血中蛋白濃度，分
散容積，薬物動態PKや薬力学PD，一定の年齢だけ反応する臓
器（動脈管など），薬理遺伝子的背景，　遺伝子多型などによる
個人差，特異体質，薬物相互作用，生体内活性物質（サイトカ
イン，ホルモン，伝達物質，カテコラミンなど）の影響である．
特に小児期の重症疾患に対しては，“Right drug for the Right 
patient at Right time”という諺に準じて，その個人に見合っ
た慎重なcase by caseの薬剤選択を心掛けなくてはいけない．
小児期の肺高血圧治療薬には，NO-cGMP経路，PGI2-cAMP

経路，エンドセリン受容体拮抗薬（ERA）の三大肺血管作動薬
を使用する．小児では，世界的にもほとんどがoff-labelの状態
で使用されている．しかし肺血管拡張作用以外の，細胞増殖抑
制作用，線維化・肥大抑制作用，抗酸化ストレス・抗炎症作用
を秘め，長期にわたって血管壁に抗リモデリン作用を発揮する
薬剤を選択したい．また特発性（遺伝性，家族性）と二次性肺
高血圧（左心不全，膠原病関連，呼吸器関連，肺血栓塞栓関連，
そして新生児期肺高血圧など）では，3大治療薬が持つPDE5
阻害作用，PGI2産生促進作用，エンドセリン受容体拮抗作用
などの有効性もそれぞれ異なると予想される．本稿では，治療
薬の小児期でのエビデンスを紹介しながら，最適の治療法を推
奨したい．

佐地 勉 中山 智孝 高月 晋一 池原 聡
嶋田 博光 直井 和之 佐藤 真理 松裏 裕行

東邦大学医療センター大森病院小児医療センター小児科

原 著  遠隔期成績からみた完全房室中隔欠損症に対する術式選択の検討
10.9794/jspccs.31.184

目的：完全型房室中隔欠損（cAVSD）に対する各術式の術後
遠隔期成績ならびに術式選択について検討すること．
対象と方法：対象は，2000年1月から2012年12月の間に，
当院で2心室修復術を施行したcAVSD 29例（21 trisomy 24
例）．房室弁形態はRastelli type A 20例，type C 9例で，two-
patch法を17例（T群），simplified single-patch法を12例（S
群）に施行．各群における術前ならびに術中の患者因子ならび
に術後心エコー検査による左側房室弁逆流（lt AVVR）を比較
し評価した．
結果：S群はT群に比し，心室中隔欠損（VSD）の深さ（8.2±
2.0 vs. 5.6±2.3 mm, p=0.001）は浅かった．術後10年でのlt 
AVVRに対する再手術回避率はT群76％，S群68％で有意差な

し（p=0.931）．T群の再手術症例は，lt AVVRに対する弁形成
術1例，弁置換術3例で，S群は，lt AVVRに対する弁形成術1
例，弁置換術1例，左室流出路（LVOT）膜様狭窄解除術1例
であった．またT群2例で術中simplified single-patch法から
two-patch法へ移行し，1例はRastelli type AでVSDは7 mm
と深く，simplified single-patch法施行後に共通前後尖が落ち
込み，1例はtype CでVSDが前上方進展しており，simplified 
single-patch法施行後LVOTOを認めた．
結論：cAVSDに対する術後遠隔期成績は両術式とも差はなく，
術式選択に関しては，弁尖形態，VSDの深さのみならずその進
展方向も考慮すべきと考えられた．

石丸 和彦 1） 西垣 恭一 1）

金谷 知潤 1） 荒木 幹太 1） 中村 香絵 2） 佐々木 赳 2）

藤野 光洋 2） 平野 恭悠 2） 川崎 有希 2） 江原 英治 2）

吉田 修一朗 3） 吉田 葉子 3） 鈴木 嗣敏 3） 村上 洋介 2）

1）大阪市立総合医療センター　小児医療センター　小児心臓血管外科
2）大阪市立総合医療センター　小児医療センター　小児循環器内科
3）大阪市立総合医療センター　小児医療センター　小児不整脈科

http://doi.org/10.9794/jspccs.31.157
http://doi.org/10.9794/jspccs.31.184
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原 著  当センターにおける消化管閉鎖合併の先天性心疾患の現状と今後の課題
10.9794/jspccs.31.192

背景：消化管閉鎖に先天性心疾患（CHD）を合併する場合に
は，先行手術，術式の選択など外科的治療戦略が重要になる．
当センターにおける消化管閉鎖合併の先天性心疾患の現状と今
後の課題を明らかにするために，自験例を後方視的に検討し
た．
方法：1979年1月から2011年12月までの32年間に当セン
ターに入院し，治療を受けた消化管閉鎖442例を対象とし，消
化管閉鎖合併のCHDを検討した．
結果：CHDを合併したのは76例であり，食道閉鎖，十二指

腸閉鎖，重複合併疾患で合併率は高い傾向にあった．また，
CHD合併群は非合併群より死亡率が高かった．CHD合併群に
対する外科的治療戦略として，心臓手術よりも消化管手術を先
行する例が多かった．食道閉鎖にCHDを合併した場合は，低
出生体重児や18トリソミーの合併が多く，現在も予後不良で
あった．
結語：CHDを合併した消化管閉鎖の治療成績は向上している
が，食道閉鎖のCHD合併例は現在も予後不良である．

名和 智裕
横澤 正人 和田 励 長谷山 圭司 髙室 基樹

北海道立子ども総合医療・療育センター　循環器科

症例報告  �良性心室期外収縮として長期経過観察中に発症した特発性多形性右室流出路起源�
心室頻拍の1男児例

10.9794/jspccs.31.199

患者は特記すべき既往歴や家族歴のない11歳男児．6歳時の
学校心臓検診で心室期外収縮と診断され，運動負荷による消失
を確認後，年1回経過観察されていた．9歳頃から動悸を自覚，
11歳時に頻度が増加し，検診時に自覚症状が初めて明らかと
なった．Holter心電図で心室期外収縮は全心拍数の25％，最
長50秒の持続性心室頻拍を認め，治療目的で紹介され入院と
なった．入院時偶発的にリンパ節炎で発熱を認めた．心エコー
上，基礎心疾患なく心機能は正常だった．多発する多形性非持
続性心室頻拍は，強い動悸の症状を伴った．Landiolol持続静

注開始により二段脈まで改善，感染症の治癒後に電気生理検査
およびカテーテルアブレーション治療を施行した．右室流出路
肺動脈弁直下の不整脈起源に対する高周波通電で不整脈は消失
した．術後1年半の経過観察期間で再発はない．小児の心室期
外収縮・心室頻拍は単形性の右室流出路起源のものが多く，自
然予後は良好である．しかしながら，極めてまれに多形性心室
頻拍や心室細動にいたる一群が潜在する．多形性心室頻拍の早
期発見のためには，学校検診後の経過観察中であっても，自覚
症状の出現に特に注意して問診を行う必要がある．

菅 敏晃 1） 吉田 葉子 1）

吉田 修一朗 1） 鈴木 嗣敏 1） 佐々木 赳 2） 藤野 光洋 2） 平野 恭悠 2）

川崎 有希 2） 江原 英治 2） 村上 洋介 2） 中村 好秀 1, 3）

1）大阪市立総合医療センター　小児不整脈科
2）大阪市立総合医療センター　小児循環器科

3）近畿大学　小児科

http://doi.org/10.9794/jspccs.31.192
http://doi.org/10.9794/jspccs.31.199
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症例報告  英国における成人期肺動脈弁置換の現況
10.9794/jspccs.31.205

英国の肺動脈弁置換（PVR）の実状を，1）National database
（2000年以降），2）一つの主要施設（2004年以降），3）一人
のConsultant Surgeon，の3段階の観点から俯瞰する．
1）総計7,028例の成人先天性心疾患手術例のうち25％がPVR

（1年生存率98％）で，過去10年間に著増した．
2）PVRを393例に施行，平均32±12歳．ファロー四徴修復
術後（242例）および肺動脈狭窄の解除手術後（78例）が主
要な病変であった（手術死亡率1.6％）．PVRに使用した弁は，
生体弁227例，homograftが133例，生体弁付き導管33例で
あった．

3）117例の成人期PVR例のうち109例が生体弁．先行修復術
において肺動脈弁輪が温存されていた31例では弁輪切開後症
例に比べて術前心胸郭比は小さい傾向があった（p=0.009）．
同時術式として，三尖弁手技29例，外科的抗不整脈処置13例，
左・右肺動脈起始部拡大を11例に施行した．88例では心拍動
下にPVRを行った．8例では大腿動脈カニュレーションを行っ
た．2例が早期死亡（高度右心不全・心室性不整脈）．遠隔死
亡はなく，再手術を2例に要した．側弯症を30例に認めた．
以上より，英国におけるPVRの現況を，全体像とともに，一
部において具体的な臨床要因まで提示した．

上村秀樹 1, 2）

1）Royal·Brompton·Hospital,·London,·United·Kingdom
2）奈良県立医科大学先天性心疾患センター

症例報告  �門脈体循環シャントによる肺高血圧症及び肺内シャントを合併した�
Noonan症候群の1例

10.9794/jspccs.31.212

門脈肺高血圧と肝肺症候群の病態はそれぞれ肺血管拡張と血
管収縮を特徴とし，病態として対極に位置する．今回我々は，
両者の合併を呈した非常に稀な症例で，これまで報告のない
Noonan症候群も合併していた症例を経験した．症例は4歳
8 ヶ月，男児．3歳時に遺伝子検査でNoonan症候群が確定し
た．出生時から軽症肺動脈弁狭窄と卵円孔開存のため心エコー
による経過観察をしていた．4歳2 ヶ月時の心エコーで肺高血
圧や肺動脈の拡大は認めなかったが，その後門脈腎静脈シャン
トが急速に顕在化し，肺高血圧及び肝肺症候群を合併するに
至った．ボセンタン，シルデナフィル，在宅酸素療法併用で自

覚症状は改善したが，肺高血圧に関するエコー所見は改善しな
かった．肝生検と造影CT検査で肝内門脈が確認され，先天性
肝外門脈体循環シャントType 2と診断が確定した．シャント
結紮術後も肺高血圧は遷延し，半年経過した現在も内服治療を
継続しているが，術後肝機能及び肝肺症候群は改善し，運動能
も改善を示している．本症例は先天性肝外門脈体循環シャント
Type 2への門脈肺高血圧と肝肺症候群合併例に，外科的結紮
術を初めて行ったものであり，本病態での肺循環の異常に対す
る治療を確立する上で重要な意義を持つものと考え，詳細を報
告する．

永田 佳敬 1）

加藤 太一 2） 牧田 智 3） 池田 麻衣子 1） 深澤 佳絵 2）

岸本 泰明 2） 沼口 敦 4） 長井 典子 1）

1）岡崎市民病院　小児科
2）名古屋大学大学院医学系研究科　小児科学
3）名古屋大学大学院医科学研究科　小児外科

4）名古屋大学医学部附属病院　救急・内科系集中治療部

http://doi.org/10.9794/jspccs.31.205
http://doi.org/10.9794/jspccs.31.212
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原 著  抗凝固，抗血小板療法中に梗塞，出血のイベントを起こしたフォンタン術後患者の検討
10.9794/jspccs.31.229

背景：従来フォンタン術後患者に血栓塞栓予防目的で抗凝固，
抗血小板治療が行われているが，薬剤使用にあたっての基準が
存在しない．
目的：抗凝固，抗血小板治療の現状を把握し，フォロー中に梗
塞，出血のイベントを起こした患者の特徴を調べること．
方法：1998 ～ 2012年に当科にて外来フォローしたフォンタ
ン術後患者49名を後方視的に検討した．性別は男性34名，女
性15名，平均年齢16.3±7.7歳，TCPC手術時年齢4.5±3.7歳，
平均術後経過59.1±45 ヶ月であった．
結果：ワーファリンは全員，アスピリンは48名が内服してい

た．梗塞例は脳梗塞3名，腎梗塞1名に認めたが，幸い早期治
療で後遺症なく治癒していた．出血例は肺出血3名中1名が死
亡，消化管出血を3名で6回経験，5回は緊急輸血が必要であっ
た．他に皮下出血，肉眼的血尿，卵巣出血，過多月経があり，
出血イベント時の平均PT-INRは1.9±0.5であった．各々でア
スピリン中止やワーファリン減量で対処されていた．
結論：アスピリン，ワーファリン併用が良好なフォンタン循環
を保つのかどうかを含め，今後根拠に基づく戦略が必要であ
る．ただし治療にあたっては，出血合併症へ最大限の配慮をし
て個別に薬物選択を検討しなければならない．

田中 裕治
国立病院機構鹿児島医療センター小児科

原 著  学校管理下における肥大型心筋症による心事故発生状況の変化
10.9794/jspccs.31.240

背景：肥大型心筋症（HCM）は学校管理下突然死の主要な原
因の一つであるが，救急蘇生による救命例が報告され始め，予
後が改善している可能性が予想される．
方法：2004年から2011年に学校災害共済給付制度に報告され
た心事故例中，原因がHCMと判断された例を検討した．
結果：調査期間中，HCMが原因の突然死は29例，蘇生後生
存例は15例あった．生存例中，ICD埋込後1例を除く14例で
AEDが使用された．死亡，生存例ともに男子が多かった．死

亡例では幼稚園生や小学生を認めたが，生存例は中学・高校生
のみであった．死亡例の48％，生存例の20％が事前にHCM
と診断されていた．心事故は死亡，生存例とも運動中に多かっ
た．
結論：非医療従事者によるAEDの使用が普及し，2007年以
降はHCMによる学校管理下心停止の救命事例が報告され始め
た．心臓系突然死予防のため，さらなるAED普及とICD適応
の検討が重要と考えらえる．

阿部 百合子 1） 鮎沢 衛 1） 加藤 雅崇 1） 渡邉 拓史 1）

趙 麻美 1） 小森 暁子 1） 大熊 洋美 1） 市川 理恵 1）

神山 浩 1） 住友 直方 2） 伊東 三吾 1） 高橋 昌里 1）

1）日本大学医学部　小児科学系　小児科学分野
2）埼玉医科大学国際医療センター　小児心臓科
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原 著  �重症川崎病における持続的血液濾過透析併用緩徐血漿交換療法の有効性と安全性について
10.9794/jspccs.31.246

背景：当施設で施行した重症川崎病に対する持続的血液濾過透
析併用緩徐血漿交換療法（SPE＋CHDF）の有用性と安全性に
ついて報告する．
方法：当施設でIVIG不応性重症川崎病に対してSPE＋CHDF
を施行した12例を後方視的に検討する．
結果：SPE＋CHDFを12例13コース施行した．SPE＋CHDF
施行前の心機能検査所見は，ANP値，BNP値，心胸郭比がす
べて高値であった．SPE＋CHDF施行前と比較した施行1時間
後，3時間後の心拍数の変化率，収縮期血圧の変化率は共に有
意差はなかった．SPE＋CHDFを施行中に，強心剤の使用例
や血管内カテーテル感染，人工呼吸器関連肺炎合併例はなかっ

た．全例でSPE＋CHDF開始後1 ～ 4日（中央値1日）で解熱
した．SPE＋CHDF施行前に冠動脈病変を認めた7例は，1年
以内に全例で退縮した．
結論：重症川崎病には血漿交換療法（PE）が有効である．し
かし，重症川崎病は循環動態不良例が多く含まれている．この
ため，重症川崎病に対して安全にPEを行うためには，SPE＋
CHDFが有用な方法の一つである．

小泉 敬一 1, 2）

勝又 庸行 1） 星合 美奈子 1, 2） 戸田 孝子 1, 2） 喜瀬 広亮 1, 2）

長谷部 洋平 1） 森口 武史 3） 松田 兼一 3） 杉田 完爾 1）

1）山梨大学医学部小児科
2）山梨大学医学部附属病院新生児集中治療部

3）山梨大学医学部救急集中治療医学講座

原 著  先天性心疾患に対して手術介入を行った18トリソミーの検討
10.9794/jspccs.31.254

背景：18トリソミーでは先天性心疾患を高率に合併するが，そ
の生命予後から従来は積極的な治療は行われてこなかった．
目的：先天性心疾患に対して手術介入を行った18トリソミー
において，心不全症状の改善や在宅移行への効果および予後を
検証すること．
対象と方法：対象は1994年から2012年までに当院で治療し
た18トリソミー 46例．このうち，先天性心疾患に対して手術
介入を行ったのは16例で，14例はNICU入院中に在宅移行を
目的に姑息術を行い（A群），2例は手術介入なしで退院後，心
内修復術を行った（B群）．手術介入を行わなかったのは30例

（C群）．A群，B群の心疾患の内訳，手術術式や成績，在宅移
行率，退院後の予後を検討した．また在宅移行率，生命予後に
ついては，C群と比較検討を行った．
結果：A群14例で，周術期死亡はなかった．全例で術後心不全
症状の改善が得られ，10例（71％）は在宅移行した．退院時，
経腸栄養は全例で確立されており，在宅人工呼吸管理を要した
例はなかった．在宅移行できた10例中3例は現在生存中である
が，残り7例は，退院後呼吸器感染等を契機に死亡した．A群

の在宅移行率は71％，C群は23％であった．経時的生存率はA
群では生後1, 3, 6, 12 ヶ月で100, 86, 71, 29％，C群では47, 
37, 13, 3％であった．生存期間の中央値は，非手術例（C群）
で24日に対し手術例（A群）で234日であった．B群2例（心
室中隔欠損＋肺動脈弁狭窄，心室中隔欠損）は生後7, 5 ヶ月に
心内修復術を行い経過良好で，明らかな肺高血圧の所見もない．
結論：心疾患以外の重大な合併疾患のない18トリソミーでは，
心疾患の姑息術により在宅移行率の向上が見られた．心内修復
術を行った例では，心不全症状の改善が得られ，比較的長期生
存の可能性も示唆された．18トリソミーの心疾患に対する手
術介入は，症例によっては治療の選択肢となりうる．家族との
十分な話し合いのうえ，手術介入を含め，個々の症例の状況に
応じた対応を行うことが重要である．

江原 英治 1）

村上 洋介 1） 中村 香絵 1） 佐々木 赳 1） 藤野 光洋 1） 川崎 有希 1）

吉田 修一朗 2） 吉田 葉子 2） 鈴木 嗣敏 2） 渡邊 卓次 3） 荒木 幹太 3）

石丸 和彦 3） 西垣 恭一 3） 市場 博幸 4）

1）大阪市立総合医療センター　小児医療センター　小児循環器内科
2）大阪市立総合医療センター　小児医療センター　小児不整脈科

3）大阪市立総合医療センター　小児医療センター　小児心臓血管外科
4）大阪市立総合医療センター　小児医療センター　新生児科
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症例報告  感染性腕頭動脈瘤に対してカバードステント留置術を行った乳児例
10.9794/jspccs.31.271

感染性動脈瘤は破裂の可能性が高く，敗血症を合併することが
多いため重篤な病態である．今回，先天性心疾患術後のMRSA
縦隔炎に合併した感染性腕頭動脈瘤の乳児例を経験した．縦隔
炎再燃の際に胸部造影CTで腕頭動脈瘤が判明した．動脈瘤が
腕頭動脈を後方に圧排し，気管圧迫も認めていた．動脈瘤破裂
の危険もあり準緊急でカバードステント留置を行った．カバー
ドステントはバルーン拡張型の金属ステントにePTFEシート
をロール状に縫着し作成した．右内頸動脈から計2個のカバー
ドステントを留置し，動脈瘤は消失し気管圧迫も改善した．長

期にわたる抗MRSA薬の併用で縦隔炎も寛解した．手技の合併
症として右ホルネル徴候を術後に認めた．破裂の危険が迫る感
染性動脈瘤に対してのカバードステント留置は治療の選択肢の
一つとなりうる．

菅本 健司 1）

藤本 義隆 1） 斎藤 千徳 1） 菱谷 隆 1） 星野 健司 1） 小川 潔 1）

保科 俊之 2） 山本 裕介 2） 篠原 玄 2） 野村 耕司 2）

1）埼玉県立小児医療センター循環器科
2）埼玉県立小児医療センター心臓外科

症例報告  �大動脈弓離断症術後に重度の左肺動脈狭窄を合併したCrossed�pulmonary�arteriesの2例
10.9794/jspccs.31.278

Crossed pulmonary arteries（CPAs）は，左肺動脈が右肺動
脈の右上方より起始する稀な肺動脈奇形である．CPAs自体は
通常無症状で，合併する心奇形の周術期にも問題となることは
少ない．今回，大動脈弓離断症術後に重度の左肺動脈狭窄を合
併した22q11.2欠失症候群の2例を経験した．左肺動脈狭窄に
対し経皮的バルーン拡大術を行ったが，すぐにrecoilするため
効果は乏しく，外科的に肺動脈形成術を施行した．CPAsの左
肺動脈は起始部が大動脈弓に近く，形成後の大動脈弓による圧

迫や，肺動脈周囲の形態変化に伴う捻れにより，狭窄を生じや
すいと考えられた．CPAsを合併した大動脈弓離断症では，術
後合併症として左肺動脈狭窄を念頭に置く必要がある．

佐藤 智幸 1）

南 孝臣 1） 古井 貞浩 1） 岡 健介 1） 横溝 亜希子 1） 松原 大輔 1）

片岡 功一 1） 山形 崇倫 1） 前川 慶之 2） 宮原 義典 2） 河田 政明 2）

1）自治医科大学とちぎ子ども医療センター　小児科
2）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

症例報告  心室中隔欠損症を合併した総肺静脈還流異常症2例の経験
10.9794/jspccs.31.284

内臓心房錯位症候群を除き，総肺静脈還流異常症（TAPVC）
に心室中隔欠損症（VSD）が合併することは比較的稀である．
術前診断を怠った場合は極めて術後管理に難渋する．術前診断
の有無は極めて重要であり，今回，異なった経過を呈した2症
例を報告する．

渕上 泰 1）

坂本 貴彦 1） 小坂 由道 1） 島田 勝利 1） 安河内 聰 2）

瀧聞 浄宏 2） 田澤 星一 2） 原田 順和 1）

1）長野県立こども病院　心臓血管外科
2）長野県立こども病院　循環器小児科

http://doi.org/10.9794/jspccs.31.271
http://doi.org/10.9794/jspccs.31.278
http://doi.org/10.9794/jspccs.31.284
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事務局からのお知らせ
日 本 小 児 循 環 器 学 会 事 務 局 移 転 に つ い て

2015年11月1日より日本小児循環器学会事務局
が株式会社国際文献社内へ移転しました。
　会員番号・学会ホームページURLの変更はござ
いません。何卒、よろしくお願い申し上げます。

日本小児循環器学会事務局
〒162–0801東京都新	宿区山吹町358–5　	

アカデミーセンター　株式会社国際文献社内
TEL：03–5937–6467（事務局直通）／FAX：03–3368–2822
Email：	jspccs-post@bunken.co.jp（学会に関するお問い合わせ）	

jspccs_sp@bunken.co.jp（専門医に関するお問い合わせ）

学会予定・分科会予定
� 学 会 ・関 連 学 会 � 分 科 会

第52回日本小児循環器学会総会・学術集会
日時：2016年7月6日（水）～ 8日（金）　
会場：東京ドームホテル（東京）
会長：小川　俊一　　日本医科大学

第53回日本小児循環器学会総会・学術集会
日時：2017年7月7日（金）～ 9日（日）　
会場：アクトシティ浜松（静岡）
会長：坂本　喜三郎　　静岡県立こども病院

第80回日本循環器学会学術集会
日時：2016年3月18日（金）～ 20日（日）　
会場：仙台国際センター 他（宮城）

第119回日本小児科学会学術集会
日時：2016年5月13日（金）～ 15日（日）　
会場：ロイトン札幌 他（北海道）

第14回心臓血管発生研究会
日時：2015年12月18日（金）～ 19日（土）　
会場：磐梯熱海温泉 ホテル 華の湯（福島）
当番幹事：山岸　敬幸　　慶應義塾大学医学部小児科

第18回日本成人先天性心疾患学会総会・学術集会
日時：2016年1月16日（土）～ 17日（日）　
会場：大阪国際会議場（大阪）
会長：市川　肇　　国立循環器病研究センター

第27回日本Pediatric�Interventional�Cardiology 学会学術集会
日時：2016年1月28日（木）～ 30日（土）　
会場：広島国際会議場（広島）
会長：鎌田　政博　　広島市立広島市民病院

第22回日本小児肺循環研究会
日時：2016年2月6日（土）　
会場：笹川記念館（東京）
当番世話人：土井　庄三郎　　東京医科歯科大学

第22回日本胎児心臓病学会学術集会
日時：2016年2月19日（金）～ 20日（土）　 
会場：北里大学薬学部1号館・新2号館（東京）
会長：石井　正浩　　北里大学医学部

編 集 委 員 会
委 員 長： 白 石 　 公　　

委 員：
市 川 　 肇　　犬 塚 　 亮　　河 田 政 明　　高 橋 　 健　　
土井庄三郎　　豊 原 啓 子　　宮 地 　 鑑　　山 岸 敬 幸　　副委員長： 住 友 直 方　　芳 村 直 樹
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