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ポスターセッション　第 1 日目　7 月 2 日（水）ポスターセッション　第 1 日目　7 月 2 日（水）

 ポスター会場（メイフェアー・チェルシー）
  9：00～12：30
  P-001 ミトコンドリア呼吸鎖酵素複合体 1 欠損症と診断された心内膜線維弾性症の 1 例

  秋田大学医学部小児科　小山田　遵
  P-002 学校内で心室細動を来しBLSとAEDにより救命された非閉塞性肥大型心筋症の 1 例

  旭川医科大学小児科　真鍋　博美
  P-003 蘇生に成功した心臓振とうの 1 例

  国立病院機構長崎医療センター小児科　吉岡可奈子
  P-004 剖検で初めて左冠動脈右バルサルバ洞起始症が明らかになった，突然死の 1 男児例

  済生会宇都宮病院小児科　高橋　　努
  P-005 家庭用AEDを導入した（予定している）致死性心室性不整脈の 2 乳幼児例

  高知大学医学部小児思春期医学教室　高杉　尚志
  P-006 心室中隔欠損を有する肺動脈弁閉鎖に合併し，右肺動脈に開口部を有した左冠動脈肺動脈起始症冠動脈再建例

  昭和大学横浜市北部病院循環器センター　黒子　洋介
  P-007 大動脈後壁再建後に冠動脈移植を行う動脈スイッチ手術

  京都大学医学部心臓血管外科　池田　　義
  P-008 心内修復術を施行した心室中隔欠損・肺高血圧を伴ったダウン症候群症例の検討̶手術の施行時期，術後経過

  北海道大学病院小児科　上野　倫彦
  P-009 Fontan型手術対象となったDown症候群の検討

  静岡県立こども病院循環器科　増本　健一
  P-010 肺小動脈中膜の肥厚が自然軽快した高度肺高血圧を伴うVSD，PDA，Down症の本邦初報告例

  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科心臓血管外科　金光　仁志
  P-011 手術適応判断時肺高血圧が問題となったDown症候群の成人後の循環動態

  北里大学医学部小児科　安藤　　寿
  P-012 外来管理中の心臓腫瘍の背景

  あいち小児保健医療総合センター循環器科　足達　武憲
  P-013 膜電位依存性カリウムチャネル複合体の酸化還元状態による変化

  東京女子医科大学国際統合医科学インスティテュート　羽山恵美子
  P-014 Marfan症候群，Loeys-Dietz症候群両者の臨床的特徴を備えたTGFBR2遺伝子異常症の 1 例

  信州大学医学部小児医学講座　赤澤　陽平
  P-015 Five novel mutations in elastin gene（ ELN ）associated with supravalvular aortic stenosis （SVAS）

  東京女子医科大学国際統合医科学インスティテュート　Tran Yenha

  P-016 A novel mutation in elastin gene（ ELN ）causing different phenotype in two siblings with supravalvular aortic stenosis（SVAS）
  東京女子医科大学国際統合医科学インスティテュート　新井　正一

  P-017 肺動脈絞扼術後に肺動脈拡大が急速に進行したLoeys-Dietz症候群の新生児例
  名古屋第一赤十字病院小児医療センター循環器科　永田　佳絵

  P-018 当院における18トリソミーの表現型，外科手術と予後
  慶應義塾大学医学部小児科　前田　　潤

  P-019 複数の弁に異型性狭窄を認めたNoonan症候群の 1 家族例
  天理よろづ相談所病院小児循環器科　吉村真一郎

  P-020 18トリソミーに対する心臓手術の適応
  倉敷中央病院小児科　原　　茂登

  P-021 肺動脈近位部の狭窄性病変に対して外科的解除術を施行し，肺動脈の発育を認めたAlagille症候群の 1 男児例
  愛媛大学大学院医学系研究科小児医学　松田　　修
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  P-022 小児期に生体部分肺移植術を受けた原発性肺高血圧患児の遠隔期管理の問題点
  鹿児島大学病院小児科　櫨木　大祐

  P-023 Eisenmenger症候群における肺血管拡張療法の有用性
  東邦大学医療センター大森病院小児科　嶋田　博光

  P-024 著明な肺高血圧を来した色素失調症の 2 カ月女児例
  島根大学医学部小児科　南　　憲明

  P-025 Bosentanを継続投与できなかった症例の検討
  東邦大学医療センター大森病院小児科　池原　　聡

  P-026 当院でのボセンタンの臨床使用と効果
  社会保険中京病院小児循環器科　西川　　浩

  P-027 先天性心疾患の治療計画におけるsildenafi lの有用性（第 2 報）̶non-PH群での中期成績
  三重大学大学院医学系研究科小児発達医学　三谷　義英

  P-028 ベラプロスト内服中に間質性肺炎（IP）を合併した機能的単心室に関する検討
  長野県立こども病院循環器科　梶村いちげ

  P-029 大血管転位に新生児遷延性肺高血圧を合併した 1 例
  埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科　岩本　洋一

  P-030 デクスメデトミジンによる小児肺高血圧クリーゼの予防
  慶應義塾大学医学部小児科　福島　裕之

  P-031 重症門脈肺高血圧患者に対する肝移植適応について
  京都大学医学部小児科　馬場　志郎

  P-032 酵素補充療法を行っている乳児型Pompe病の治療経過
  昭和大学横浜市北部病院こどもセンター　松岡　　孝

  P-033 経管栄養中の児に発症し，カルニチン欠乏症ならびにセレン欠乏症が原因と思われた拡張型心筋症の 1 例
  九州厚生年金病院小児科　米田　　哲

  P-034 成分栄養剤長期使用によるセレン欠乏が原因と考えられた心不全の 1 例
  千葉大学医学部小児病態学　建部　俊介

  P-035 新生児・乳児期に発症した心内膜線維弾性症の 2 例̶病理組織診断の重要性
  宮崎大学医学部小児科　久保　尚美

  P-036 心室性不整脈を契機に診断された新生児急性心筋炎の 2 例
  山梨大学医学部小児科　戸田　孝子

  P-037 腎血管性高血圧による二次性心筋症の 1 乳児例
  久留米大学医学部小児科　岸本慎太郎

  P-038 巨大心室憩室を合併したと考えられる拡張型心筋症の 1 乳児例
   ̶組織ドプラおよび心筋ストレインによる心室壁内の残存心筋の評価

  大阪医科大学小児科　奥村　謙一
  P-039 著明な心不全症状で発見された褐色細胞腫による二次性心筋症の 2 例

  九州厚生年金病院小児科　熊本　愛子
  P-040 当院で経験した左冠動脈肺動脈起始 5 例の心電図変化

  倉敷中央病院小児科　豊田　直樹
  P-041 心筋炎：劇症化の予測̶LVEDD×EF値の有用性

  広島市民病院小児循環器科　鎌田　政博
  P-042 ノロウイルス（GII/4）によると考えられる心筋炎を合併した急性脳症の 1 例

  社会保険紀南病院小児科　南　　孝臣
  P-043 拘束型血行動態による肺高血圧を合併した心筋緻密化障害の幼児例

  弘前大学医学部小児科　北川　陽介
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  P-044 ミトコンドリア心筋症の 3 例
  九州大学医学部小児科　金谷　能明

  P-045 小児好酸球性心筋炎の 1 例
  慶應義塾大学医学部小児科　古道　一樹

  P-046 心房・心室頻拍のコントロールに，ニフェカラントでtorsade des pointes（TdP）が誘発され，
 アミオダロンに変更した乳児心筋炎の 1 例

  社会保険中京病院小児循環器科　大橋　直樹
  P-047 乳児期早期に発見されたエプスタイン奇形を合併した心筋緻密化障害の 1 例

  自治医科大学小児科　平久保由香
  P-048 小児体外循環症例におけるcarperitide（HANP）のサイトカインに対する効果の検討

  東京慈恵会医科大学心臓外科　宇野　吉雅
  P-049 本邦における肺血流増加型先天性心疾患に対する低酸素濃度ガス吸入療法の実態
   ̶厚生労働省成育医療研究委託事業アンケート調査

  国立循環器病センター小児循環器診療部　吉敷香菜子
  P-050 さまざまなPLE発症要因と治療̶Fontan術後PLE治療指針解明のために

  徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部循環機能制御外科　吉田　　誉
  P-051 肺動脈絞扼術後の大動脈弁下狭窄に対して，塩酸ランジオロール投与が有効であった 1 例

  静岡県立こども病院CCU　中田　雅之
  P-052 Fontan循環が術後肝機能に及ぼす影響の検討

  弘前大学医学部胸部心臓血管外科　大徳　和之
  P-053 術中心エコーは小児開心術の成績向上にどのように貢献するか

  岩手医科大学循環器医療センター小児科　佐藤　陽子
  P-054 多脾症候群，左心低形成症候群に胆道閉鎖を合併し治療方針決定に苦慮した 1 例

  太田西ノ内病院小児科　朝海　廣子
  P-055 小児心臓手術後心タンポナーデの検討

  筑波大学附属病院循環器外科　金本　真也
  P-056 Aubert-Imai変法にて動脈位スイッチ術を施行したTGA shaher5A 2 例の報告

  横浜市立大学附属病院小児循環器科　西澤　　崇
  P-057 血友病Bを合併した女児に対する心房中隔欠損症根治術の経験

  大垣市民病院心臓血管外科　小坂井基史
  P-058 胎児診断され，出生直後に緊急BASを必要としたTGAの 3 例

  神奈川県立こども医療センター循環器科　関根　佳織
  P-059 小児心臓外科手術後における超短時間作用型 � 遮断薬の効果

  聖隷浜松病院心臓血管外科　杉浦　唯久
  P-060 総肺静脈還流異常症を合併した無脾症候群̶新生児緊急手術の 2 例

  東京都立八王子小児病院心臓血管外科　厚美　直孝
  P-061 在胎中に心囊内腫瘍を指摘され，上大静脈症候群を呈して出生した 1 例

  京都大学医学部小児科　浅田　　大
  P-062 Jatene手術における単回心筋保護法の妥当性

  北海道大学病院循環器外科　夷岡　徳彦
  

  13：30～18：00
  P-063 川崎病後遺症例に施行した冠動脈内血管内エコーについて̶冠動脈病変の時間経過による内中膜変化

  新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野　沼野　藤人
  P-064 難治性川崎病に対するシクロスポリンの効果

  県立広島病院小児科　木下　義久
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  P-065 川崎病ステロイド併用療法の適応と問題点について̶1 施設29症例よりの検討
  佐々総合病院小児科　清原　鋼二

  P-066  � グロブリン不応例に対してのinfl iximabの使用経験
  九州厚生年金病院小児科　岸本小百合

  P-067 両側巨大冠動脈瘤で発見され後日血清診断で確定したエルシニア感染症の男児例
  佐賀大学医学部小児科学　阿部　　淳

  P-068 日齢35に発症しシクロスポリンが有効であった難治性川崎病の 1 例
  富山大学附属病院小児科　伊吹圭二郎

  P-069 最近 1 年間に経験した先天性心疾患に合併した川崎病の 3 例
  東京慈恵会医科大学附属病院小児科　飯島　正紀

  P-070 川崎病急性期のBNP

  久留米大学医学部小児科　岸本慎太郎
  P-071 川崎病に対する � グロブリン大量療法不応例の検討

  横須賀市立うわまち病院小児科　佐藤　　大
  P-072 不全型川崎病に伴う房室弁逆流により，著明な心不全症状を呈した
   fenestrated-total cavopulmonary connection（f-TCPC）術後の 1 男児例

  大阪医科大学小児科　尾崎　智康
  P-073 64列multislice CTによる川崎病冠動脈瘤の検討

  福島県立医科大学小児科　青柳　良倫
  P-074 川崎病急性期における単球の活性化のマーカーとしての血清resistinの有用性

  佐賀大学医学部小児科学　田代　克弥
  P-075 全身に動脈瘤を合併し，14歳時に 3 枝病変の冠動脈バイパス術を施行した川崎病の 1 例

  聖マリアンナ医科大学小児科　水野　将徳
  P-076 体重30kg以上の年長児川崎病患者に対する � グロブリン投与量の検討

  済生会宇都宮病院小児科　高橋　　努
  P-077 免疫グロブリン1g/kg投与では効果が不十分な川崎病急性期患者の予測について

  東邦大学医療センター大橋病院小児科　二瓶　浩一
  P-078 遠隔期川崎病に対するrapid protocolによる運動負荷心筋SPECTの試み

  日本大学医学部小児科学系小児科学分野　松村　昌治
  P-079 肺静脈狭窄に対して薬剤溶出ステントを留置した無脾症，総肺静脈還流異常症の 1 例

  聖隷浜松病院小児循環器科　中嶌　八隅
  P-080 大動脈弁狭窄症に対するバルーン弁形成術後の手術的介入のリスクファクター

  千葉県こども病院循環器科　本間　　順
  P-081 MD-CTによる動脈管開存の形態診断̶コイル閉鎖術の適応診断における有用性

  昭和大学横浜市北部病院こどもセンター　澤田まどか
  P-082 1 歳未満の動脈管開存に対するコイル閉鎖術

  昭和大学横浜市北部病院循環器センター　富田　　英
  P-083 Amplatzer duct occluderを用いた動脈管閉鎖術
   ̶Institut Jantung Negara（IJN），Kuala Lumpur，Malaysiaにおける21症例の経験

  兵庫県立こども病院循環器科　田中　敏克
  P-084 乳児における動脈管コイル塞栓術̶その意義と問題点

  広島市民病院小児循環器科　木口　久子
  P-085 経皮的心房中隔欠損閉鎖術におけるストップフロー法を用いた閉鎖栓サイズ決定に影響を及ぼす因子の検討

  戸田中央総合病院小児循環器科　松永　　保
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  P-086 心臓カテーテルの反復が必須な乳幼児の腸骨
   ̶大腿静脈高度狭窄に対する経カテーテル的再建術：Express® vascular LDステントを用いて

  昭和大学横浜市北部病院こどもセンター　西岡　貴弘
  P-087 房室副伝導路と心房－束枝副伝導路（atrio-fascicular Mahaim fi ber）を合併した 1 例

日本赤十字社  和歌山医療センター心臓小児科　福原　仁雄
  P-088 10歳未満で大動脈基部置換術を施行した 3 例

  山形大学医学部小児科　仁木　敬夫
  P-089 Complete AVSDに対するmodifi ed one patch法に関する早期成績の報告

  北海道大学病院循環器外科　橘　　　剛
  P-090 VSD/high fl ow PH症例に対する手術治療成績

  岩手医科大学附属循環器医療センター心臓血管外科　小泉　淳一
  P-091 家族性異所性再発性心臓粘液腫の 1 例

  大垣市民病院胸部外科　石本　直良
  P-092 成人期に診断された不完全型重複大動脈弓の 1 手術例

  横浜市立大学附属病院心臓血管外科　長　　知樹
  P-093 頻発する上室性頻脈に対し開心術と同時にCARTOによる
   electro-anatomical mapping法およびアブレーションを施行した 2 例

  東京大学医学部附属病院心臓外科　吉井　　剛
  P-094 術前診断できなかった左冠動脈口閉鎖症に対し冠動脈再建術を施行した 1 例

  埼玉医科大学国際医療センター小児心臓外科　岩崎　美佳
  P-095 小児心臓外科における総括的低侵襲化の恩恵

  東邦大学医療センター大森病院心臓血管外科　小澤　　司
  P-096 小児僧帽弁位におけるSt. Jude Medical Regent弁の使用経験

  新潟大学大学院医歯学総合研究科呼吸循環外科学分野　渡辺　　弘
  P-097 部分肺静脈還流異常症に対するdouble decker法による右上肺静脈再建の3D-CTによる評価

  新潟大学大学院医歯学総合研究科呼吸循環外科学分野　若林　貴志
  P-098 感染性動脈瘤に対するハイブリッド治療

  静岡県立こども病院心臓血管外科　城　麻衣子
  P-099 先天性心疾患手術におけるホモグラフト使用例の検討

  東北大学医学部心臓血管外科　河津　　聡
  P-100 当院でのASDに対する治療状況̶surgeon versus Amplater septal occluder ?

  社会保険中京病院心臓血管外科　加藤　紀之
  P-101 地方小児病院における三心房心の臨床像

  長野県立こども病院心臓血管外科　西野　貴子
  P-102 右室－肺動脈間病変に対する再（々）手術症例の検討

  兵庫県立尼崎病院心臓センター心臓血管外科　今井　健太
  P-103 大動脈弁逸脱を合併した心室中隔欠損の手術適応とその成績

  兵庫県立尼崎病院心臓血管外科　小田　基之
  P-104 超音波イメージングによる再生血管評価法の開発

  東京女子医科大学心臓血管外科　松村　剛毅
  P-105 心内膜線維化（EFE：endocardial fibroelastosis）を合併した重度大動脈弁狭窄症（critical AS）に対する治療経験

  静岡県立こども病院心臓血管外科　廣瀬　圭一
  P-106 乳児期に発症したfibrous strandの断裂による急性大動脈弁閉鎖不全の 1 例

  北海道大学病院小児科　武田　充人
  P-107 ファロー四徴症とPAIVSにおける大動脈基部拡張の比較

  千葉県こども病院循環器科　中島　弘道
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  P-108 Fontan術後患者の発育・発達状態の評価
  東京慈恵会医科大学小児科　藤原　優子

  P-109 無名動脈圧迫による気管狭窄の検討
  北海道立子ども総合医療・療育センター循環器科　横澤　正人

  P-110 心室中隔欠損症における左室後負荷，左室収縮能の検討
  脳神経疾患研究所附属総合南東北病院小児心臓外科　森島　重弘

  P-111 Long RP頻拍を呈し，アデノシン感受性とリエントリー機序を認めた小児期心房頻拍の 3 例について
  弘前大学医学部小児科　佐藤　　工

  P-112 心房間交通の開存に難渋した左心低形成症候群の 3 例
  横浜市立大学附属病院小児循環器科　渡辺　重朗

  P-113 先天性心疾患患者における動脈血ガス分析̶チアノーゼ症例，Fontan術後，ファロー四徴術後の血液ガスの特徴
  大阪大学大学院医学系研究科小児科　岡田　陽子

  P-114 新生児期に診断し得た，心室中隔欠損に合併する大動脈弁逸脱
  昭和大学横浜市北部病院循環器センター　山邊　陽子

  P-115 消化器疾患を合併した先天性心疾患症例の検討
  倉敷中央病院小児科　柴田　　敬

  P-116 当院ならび関連施設における胎児心臓病外来の現況
  札幌医科大学小児科　長谷山圭司

  P-117 Torsade de pointesを来した先天性QT延長症候群の新生児例
  聖マリアンナ医科大学小児科　有馬　正貴

  P-118 髄膜炎を契機に発見された肺炎球菌性心内膜炎の 1 例
  沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　加藤　温子

  P-119 重度の僧帽弁閉鎖不全を合併した左房憩室の 2 症例
  埼玉県立小児医療センター循環器科　菅本　健司

  P-120 当院で経験した乳児心房頻拍症の検討
  土浦協同病院小児科　細川　　奨

  P-121 機能的単心室に合併する頻脈性不整脈の検討
  近畿大学医学部奈良病院小児科　武野　　亨

  P-122 心臓横紋筋腫に合併したWPW症候群で，腫瘍の縮小に伴いδ波の消退を認めた 1 例
  土浦協同病院小児科　梶川　優介

  P-123 高心拍出性心不全の胎児血行動態̶原因による比較
  筑波大学臨床医学系小児科　高橋　実穂

  P-124 鉄過剰による不整脈を呈した 2 例
  国立成育医療センター循環器科　金子　正英
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