
日本小児循環器学会 近畿中四国地方会 会員各位 

 

 

平成２７年３月８日（日）開催の 第２９回日本小児循環器学会 近畿中四国地方会に

多くの演題をご応募頂きありがとうございました。学会プログラム抄録集は２月下旬ま

でに会員の皆様に送付予定です。このたび 前もってプログラム PDF版を配信させてい

ただきます。発表時間など学会運営にご協力をお願い申しあげます。多くの会員のご参

加をお待ちしております。 

 

 

 

第２９回 日本小児循環器学会 近畿中四国地方会 

会長 藤原 慶一（兵庫県立尼崎病院 心臓センター 心臓血管外科） 



 

 

 

 

  

 

 日 時：平成２７年３月８日(日)    

       午前８時５０分〜午後７時１０分 

 会 場：大阪市立総合医療センター ３F 「さくらホール」 

         〒534-0021  大阪市都島区都島本通2丁目13番22号     

                TEL:06-6929-1221(代表) 

 

＊ 会場案内図は 最終の頁に掲載してあります  

 

 

 

 

会 長： 藤 原 慶 一 

(兵庫県立尼崎病院 心臓センター 心臓血管外科) 

 

      事務局 兵庫県立尼崎病院 心臓センター 心臓血管外科 

     〒660-0828   兵庫県尼崎市東大物町1丁目1番1号 

            TEL: 06-6482-1521    FAX: 06 6482 743

 

第２９回 日本小児循環器学会 

近畿•中四国地方会 

 



 

 

【演者、座長、参加者の皆さまへ】 

１．	 参加費：３,０００円  

２．	 演題発表： 

      一般演題  ： 口演 ５分、討論 ３分  

      シンポジウム ： 口演 ８分、討論 ５分    

(時間厳守に ご協力ください) 

３．	 PCプレゼンテーション：発表はPCプレゼンテーションのみでお願い

  いたします。発表者は必ずご自身のコンピュータ、ACアダプタ、映像

  出力端子(VGA:miniDsub-15pin) を御持参下さい。 

  発表用コンピュータは用意しません。USBやCO-ROM等のメディア

  による発表は受付いたしません。 

４．	 日本小児科学会専門医制度研修単位  ：４単位   

５．	 日本小児循環器学会専門医制度研修単位  ：８単位                       

                         (演者または座長は３単位加算) 

 

【運営委員会】  

 

 時  間 ：１２時１０分〜１３時００分  

 場  所 ：大阪市立総合医療センター  ３階大会議室  

 昼食代 ：２,０００円



 

【日程表】 
 

 

  



 

開会のあいさつ 

 会 長 ： 藤原 慶一 （兵庫県立尼崎病院 心臓センター 心臓血管外科） 

 

０９：００ 〜 ０９：３５ 

第１セッション                 

座長：武内  崇（和歌山県立医科大学 小児科） 

 

１） 冠動脈瘤破裂により死亡した川崎病の１乳児例 

兵庫県立こども病院	 	 循環器内科１、心臓血管外科２	 

	 
上村	 和也１、雪本	 千恵１、富永	 健１、祖父江	 俊樹１、三木	 康暢１、古賀	 千穂１、	 	 	 	 	 	 	 	 
亀井	 直哉１、小川	 禎治１、佐藤	 有美１、藤田	 秀樹１、田中	 敏克１、城戸	 佐知子１、	 	 	 	 	 	 	 	 	 
大嶋	 義博２ 
	 
	 

２） 出生時より VSD、ASD, CoA, PDA に心拡張能障害を合併し拡張型心筋症  
(RCM)と収縮性心外膜炎(CP)の鑑別が困難であった１例 

天理よろづ相談所病院	 	 小児科１、小児循環器科２、大和郡山病院３	 

	 
谷村	 一輝１、吉村	 真一郎２、福島	 正大１、芝	 剛１、土井	 拓２、前田	 真治１、	 	 	 	 	 	 
三木	 直樹１、山中	 忠太郎１、南部	 光彦１、松村	 正彦３	 

 
 

３ ）  急激な循環不全を呈し、慢性期に拡張型心筋症へ移行した急性壊死性  
好酸球性心筋炎の１例 

徳島大学病院	 小児科１、心臓血管外科２	 

	 
阪田	 美穂１、早渕	 康信１、近藤	 朝美１、永井	 隆１、岡村	 和美１、	 	 	 	 	 	 	 
杉本	 真弓１、伊藤	 弘道１、漆原	 真樹１、近藤	 秀治１、渡辺	 浩良１、	 	 	 	 	 	 
香美	 祥二１、木下	 肇２、北市	 隆２、北川	 哲也２	 

 

 

４）  非典型的なグラム染色所見を呈した Abiotrophic defective（AD）による    
右心系感染性心内膜炎  

広島市立広島市民病院	 循環器小児科	 

	 
岡本	 健吾、森藤	 祐次、石口	 由希子、中川	 直美、鎌田	 政博	 

 

  



 

９：３５ ～ １０：１０ 

第２セッション              

座長：圓尾 文子（兵庫県立こども病院 心臓血管外科） 

 

５） Norwood 手術における補填物を用いない大動脈弓再建術（主肺動脈後壁
縦縫合による有効主肺動脈長延長法）の 1 例 

京都府立医科大学	 小児医療センター	 小児心臓血管外科	 

	 
浅田	 聡、山岸	 正明、宮崎	 隆子、前田	 吉宣、山本	 裕介、加藤	 伸康	 

 
 

６） 右側大動脈弓を伴う IAA に対する自己肺動脈壁ロール（Pulmonary 
Autograft Tube：PAT）を用いた大動脈弓再建術 

京都府立医科大学	 小児医療センター	 小児心臓血管外科	 

	 
加藤	 伸康、山岸	 正明、宮崎	 隆子、前田	 吉宣、山本	 裕介、浅田	 聡	 

	 
	 

７） 乳児 Ebstein 奇形に Starnes 手術を施行した１例 

愛媛大学医学部付属病院	 心臓血管外科１、小児科２	 

	 
小嶋	 愛１、岡村	 達１、浪口	 謙治１、泉谷	 裕則１、檜垣	 高史２、高田	 秀実２、	 	 	 	 	 
太田	 雅明２、森谷	 友造２、千坂	 俊行２、山内	 俊史２、鎌田	 ゆきえ２、	 	 	 	 	 
宮田	 豊寿２、山口	 洋平２	 

 
 

８） RCA ならびに LCx の低形成を伴った、Shaher 2b 型冠動脈形態を有した 
体重 1.7kg の TGA 症例に対するセニング手術 

島根大学	 小児心臓外科１、心臓血管外科２、小児循環器科３	 

	 
藤本	 欣史１、末廣	 章一２、和田	 浩巳２、織田	 禎二２、安田	 謙二 3、	 	 	 	 	 	 	 
中嶋	 滋樹３、田部	 有香３、山口	 清次３	 

  



 

１０：１０ ～ １０：４５ 

第３セッション         

座長：鈴木 嗣敏（大阪市立総合医療センター 小児不整脈科） 

 

９） WPW 症候群と診断された Mahaim 束の心室早期興奮の 1 例 

近畿大学医学部付属病院	 小児科学教室１	 近畿大学医学部奈良病院	 小児科２	 	 

	 
上嶋	 和史１、武野	 亨１、中村	 好秀１、三宅	 俊治２、竹村	 司１	 
 
 

１０）心房頻拍、心房粗動を呈し RIT1 遺伝子変異を認めたヌーナン症候群の  
乳児例 

 三重大学医学部付属病院	 小児科	 	 

	 
大森	 あゆ美、澤田	 博文、大橋	 啓之、大槻	 祥一郎、淀谷	 典子、早川	 豪俊、	 	 	 	 
駒田	 美弘、三谷	 義英	 

 
 

１１）ベータブロッカーの導入に難渋した日齢０発症の重症急性心不全の１例 

奈良県立医科大学	 周産期医療センター１、小児科２	 

	 
利根川	 仁１、林	 	 環１、中川	 隆１、釜本	 智之１、内田	 優美子１、西久保	 敏也１、	 	 	 	 	 	 
高橋	 幸博１、吉澤	 弘行２、嶋緑	 倫２	 

 
 

１２）ファロー四徴症根治術後にカテコラミン感受性心室頻拍を発症し ICD 埋込み
と右室流出路形成術を施行した１例 

 岡山大学医歯薬学総合研究科	 心臓血管外科	 

	 
上野	 洋資、川畑	 拓也、小谷	 恭弘、堀尾	 直裕、樽井	 俊、黒子	 洋介、	 	 	 	 
川畑	 拓也、吉積	 功、新井	 禎彦、笠原	 真悟、佐野	 俊二	 

	 

  



 

１０：４５ 〜 １２：１０ 

シンポジウムⅠ 「成人先天性心疾患 ファロー四徴と単心室：  

        内科から、外科から」 

 座長：上野 高義（大阪大学大学院医学系研究科  先進心血管治療学）   

 座長：坂崎 尚徳（兵庫県立尼崎病院 心臓センター 小児循環器内科） 

 

１３）当院での成人期チアノーゼ性先天性心疾患(adult CCHD)の予後 

天理よろづ相談所病院	 	 先天性心疾患センター	 	 

	 
吉村	 真一郎、三宅	 誠、廣瀬	 圭一、土井	 拓、山中	 一朗	 	 
	 
	 

１４）成人先天性心疾患(ACHD)に対する外科治療 ～ファロー四徴と単心室～ 

兵庫県立尼崎病院	 心臓センター	 心臓血管外科１	 	 小児循環器内科２	 

	 
吉澤	 康祐１、藤原	 慶一１、大野	 暢久１、岡田	 達治１、石道	 基典１、	 	 	 	 	 	 
植野	 剛１、夫津木	 綾乃１、川崎	 有亮１、村山	 友梨１、坂崎	 尚徳２、	 	 	 	 	 	 
鷄内	 伸二２、石原	 温子２、松岡	 道生２、稲熊	 洸太郎２	 

	 
	 

１５）ファロー四徴術後遠隔期における右室流出路再手術の現状と課題 

大阪大学大学院医学系研究科	 心臓血管外科	 

	 
小澤	 秀登、上野	 高義、平	 将生、松長	 由里子、金谷	 知潤、荒木	 幹太、	 	 	 
戸田	 宏一、倉谷	 徹、澤	 芳樹	 
	 
	 

１６）成人期右室流出路再手術に伴う合併症 

兵庫県立こども病院	 心臓血管外科１、循環器科 2	 

	 
松久	 弘典１、大嶋	 義博１、圓尾	 文子１、長谷川	 智巳１、野田	 怜１、	 	 	 	 	 	 
岩城	 隆馬１、松島	 峻介１、田中	 敏克 2、城戸	 佐知子 2	 
	 
	 

１７）ファロー四徴症術後心房頻拍に対するカテーテルアブレーションとその予後 

国立循環器病研究センター	 小児循環器科	 

	 
根岸	 潤、宮﨑	 文、羽山	 陽介、坂口	 平馬、津田	 悦子、大内	 秀雄、山田	 修	 

	 
	 	 



 

１８）本院における成人先天性心疾患術後症例に対する不整脈カテーテル   
アブレ-ション治療の検討 

 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１、小児循環器内科 2	 

	 
鈴木	 嗣敏１、中村	 好秀１、吉田	 葉子１、吉田	 修一朗１、中村	 香絵 2、	 	 	 	 
佐々木	 赳 2、藤野	 光洋 2、川崎	 有希 2、江原	 英治 2、村上	 洋介 2	 

	 	 
	 
	 

 

１２：１０ 〜 １３：１０  休憩・昼食     

 

１２：１０ 〜 １３：００  運営委員会  （３階大会議室） 

  



 

１３：１０ 〜 １４：２５ 

シンポジウムⅡ 「成人先天性心疾患 ファロー四徴と単心室：  

        内科から、外科から」 

   座長：大内 秀雄（国立循環器病研究センター 成人先天性心疾患科） 

   座長：笠原 真悟（岡山大学医歯薬総合研究科 心臓血管外科） 

 

１９）フォンタン型手術後の長期予後を、遠隔期カテーテル検査結果を中心に  
読み解く 

 兵庫県立こども病院	 循環器科	 

	 
城戸	 佐知子、田中	 敏克、藤田	 秀樹、富永	 健太、佐藤	 有美、小川	 禎治、	 	 	 	 	 	 	 	 	 
亀井	 直哉、古賀	 千穂、雪本	 千恵、三木	 康暢、祖父江	 俊樹	 
	 
	 

２０）当院における単心室循環成人例の予後と QOL 

 兵庫県立尼崎病院	 心臓センター	 小児循環器内科１、心臓血管外科２	 

	 
坂崎	 尚徳１、鷄内	 伸二１、石原	 温子１、松岡	 道生１、稲熊	 洸太郎１、	 	 	 	 	 
藤原	 慶一２、大野	 暢久２、岡田	 達治２、石道	 基典２、吉澤	 康祐２、植野	 剛２、
夫津木	 綾乃２、川崎	 有亮２、村山	 友梨２	 

 
 

２１）成人期 TCPC conversion の成績 

 岡山大学医歯薬総合研究科	 心臓血管外科	 

	 
黒子	 洋介、新井	 禎彦、上野	 洋資、堀尾	 直裕、小林	 順子、樽井	 俊、	 	 	 	 
川畑	 拓也、小谷	 恭弘、吉積	 功、笠原	 真悟、佐野	 俊二	 
	 
	 

２２）フォンタン術後遠隔期の肝臓超音波所見 

 大原記念倉敷中央医療機構	 倉敷中央病院	 小児科	 

	 
荻野	 佳代、松本	 祥美	 水戸守	 真寿、横田	 恵里子、鷲尾	 真美、川上	 秀征、	 	 	 	 	 	 
松尾	 康司、林	 知宏、脇	 研自、新垣	 義夫	 

	 
	 

２３）フォンタン術後成人例における精神疾患合併例の検討 

 大原記念倉敷中央医療機構	 倉敷中央病院	 小児科	 

	 
林	 知宏、松本	 祥美、水戸守	 真寿、川上	 秀征、松尾	 康司、荻野	 佳代、	 	 	 	 
脇	 研自、新垣	 義夫	 

	 

  



 

１４：２５ ～ １５：２５ 

第４セッション                   

座長：藤本 欣史（島根大学 小児心臓外科） 

 

２４）左肺動脈閉塞・右肺高血圧の成人期ファロー四徴に対し心内修復術を行った

１症例 

 大阪大学大学院医学系研究科	 心臓血管外科１、小児科学２	 

	 
金谷	 知潤１、上野	 高義１、小澤	 秀登１、平	 将生１、松長	 由里子１、	 	 	 	 	 	 
小垣	 滋豊２、戸田	 宏一１、倉谷	 徹１、澤	 芳樹１	 
	 
	 

２５）術後３５年経過した Hancock composite graft の再手術の経験 

 近畿大学医学部付属病院	 心臓血管外科	 

	 
西野	 貴子、佐賀	 俊彦、北山	 仁士、金田	 敏夫、中本	 進、井村	 正人、	 	 	 	 	 
札	 琢磨、藤井	 公輔、湯上	 晋太郎、宮下	 直也	 
	 
	 

２ ６ ） チ ア ノ ー ゼ の 進 行 に 対 し ADL 改 善 目 的 に 姑 息 的 に カ テ ー テ ル 治 療 を    
行った外科的修復不能の成人先天性心疾患の２例 

 国立循環器病研究センター	 小児循環器科１、小児心臓外科２、麻酔科３	 

	 
谷口	 由記１、岩朝	 徹１、根岸	 潤１、矢崎	 諭１、大内	 秀雄１、山田	 修１、	 	 	 	 
市川	 肇２、	 
	 
	 

２７）成人期に感染性心内膜炎を発症した心室中隔欠損症の１手術例 

 奈良県立医科大学	 先天性心疾患センター	 

	 
福場	 遼平、吉田	 昌弘、上村	 秀樹	 

 
 

２８）右室低形成による右胸水貯留に対し、経皮的心房中隔開窓術を施行した 

１例 

 兵庫県立尼崎病院	 心臓センター	 小児循環器内科	 
	 
石原	 温子、稲熊	 洸太郎、松岡	 道生、鷄内	 伸二、坂崎	 尚徳	 

	 
	 

２９）心腔内エコーガイドによる AMPLATZER™ Duct Occluder 動脈管閉鎖術 

 大原記念倉敷中央医療機構	 倉敷中央病院	 小児科	 

	 
川上	 秀征、林	 知宏、松本	 祥美、水戸守	 真寿、松尾	 康司、荻野	 佳代、	 	 	 	 
脇	 研自、新垣	 義夫	 

 



 

１５：２５ 〜 １５：４０  事務報告 

 

１５：４０ ～ １６：４０ 

第５セッション 

座長：盤井 成光（大阪府立母子保健総合医療センター 心臓血管外科） 

 

３０）胎児期発症の特発性乳糜心膜症の 1 例 

 大阪府立母子保健総合医療センター	 小児循環器科１、心臓血管外科 2	 

	 	 
平野	 恭悠１、青木	 寿明１、豊川	 富子１、金川	 奈央１、田中	 智彦１、	 	 	 	 
河津	 由紀子１、濱道	 裕二１、稲村	 昇１、萱谷	 太１、富永	 佑児 2、小森	 元貴 2、
小渡	 亮介 2、奥田	 直樹 2、盤井	 成光 2、川田	 博昭 2	 
	 
	 

３１）Unguarded mitral orif ice の１例 

 大阪医科大学付属病院	 小児科１、小児心臓血管外科 2	 

	 
岸	 勘太１、小田中	 豊１、尾崎	 智康１、片山	 博視１、玉井	 浩１、根本	 慎太郎 2	 
	 
	 

３２）側開胸下に大動脈縮窄バルーン拡張術を行った 530g の超低出生体重児 

症例 

  大阪府立母子保健総合医療センター	 心臓血管外科１、小児循環器科２	 

	 
富永	 佑児１、盤井	 成光１、奥田	 直樹１、小渡	 亮介１、小森	 元貴１、	 	 	 	 	 	 
萱谷	 太２、稲村	 昇２、濱道	 裕二２、川田	 博昭１	 	 
	 
	 

３３）左心不全を伴った純型肺動脈閉鎖（右室低形成）の対策 

 三重大学	 小児科 1、胸部心臓血管外科２	 

	 
花木	 良１、大橋	 啓之 1、澤田	 博文 1、近藤	 真理 1、淀谷	 典子 1、	 	 	 	 	 	 	 	 
大槻	 祥一郎 1、早川	 豪俊 1、駒田	 美弘 1、三谷	 義英 1	 、小林	 晶２，	 	 	 	 	 	 	 
真栄	 城亮２、小沼	 武司２、新保	 秀人２	 
	 
	 

３４）VT/VF storm と LV dysfunction を来した Large sinusoidal communication
を伴う PA/IVS の 1 例 

 大阪医科大学	 小児心臓血管外科１、心臓血管外科２、小児科３	 

	 
本橋	 宜和１、根本	 慎太郎１、島田	 亮１、打田	 裕明１、小澤	 英樹１、	 	 	 	 	 	 
勝間田	 敬弘２、尾崎	 智康３、岸	 勘太３、片山	 博視３	 

	 
	 

 



 

３５）重度総動脈幹弁逆流を合併した総動脈幹症に対する 1 手術例  

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

	 
渡邊	 卓次１、西垣	 恭一１、石丸	 和彦１、熱田	 祐一１、中村	 香絵２、	 	 	 	 	 	 
佐々木	 赳２、藤野	 光洋２、川崎	 有希２、吉田	 修一朗３、吉田	 葉子３、	 	 	 	 	 
鈴木	 嗣敏３、江原	 英治２、村上	 洋介２	 
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第６セッション      

座長：吉澤 康祐（兵庫県立尼崎病院 心臓センター 心臓血管外科） 

 

３６）Shone complex の大動脈弁下狭窄に対する１手術例 

 大阪府立母子保健総合医療センター	 心臓血管外科１、小児循環器科２	 

	 
小渡	 亮介１、川田	 博昭１、盤井	 成光１、奥田	 直樹１、小森	 元貴１、	 	 	 	 	 	 
富永	 祐児１、萱谷	 太２、稲村	 昇２、濱道	 裕二２、河津	 由紀子２、青木	 寿明２、
田中	 智彦２、平野	 恭悠２、金川	 奈央２、豊川	 富子２	 
	 
	 

３７）心尖部-上下大静脈同側例に対して、心外導管型 TCPC を施行した 1 例 

 京都大学	 心臓血管外科１、小児科２	 

	 
渡辺	 謙太郎１、池田	 義１、中田	 朋宏１、南方	 謙二１、山崎	 和裕１、	 	 	 	 	 	 
阪口	 仁寿１、坂本	 和久１、西尾	 博臣１、平尾	 慎吾１、瀧本	 真也１、熊谷	 基之１、
小泉	 慈樹１、坂田	 隆造１、馬場	 志郎２、豊田	 直樹２、田口	 周馬２	 
	 
	 

３８）修正大血管転位症に対する hemi-Mustard を併用したダブルスイッチ手術 

 京都大学	 心臓血管外科１、小児科２	 

	 
中田	 朋宏１、池田	 義１、南方	 謙二１、山崎	 和裕１、阪口	 仁寿１、坂本	 和久１、	 	 	 	 	 	 	 	 
西尾	 博臣１、平尾	 慎吾１、瀧本	 真也１、熊谷	 基之１、渡辺	 謙太郎１、小泉	 慈樹１、	 	 	 	 
坂田	 隆造１、馬場	 志郎２、豊田	 直樹２、田口	 周馬２	 
	 
	 

３９）左上肺静脈無名静脈還流型の PAPVR 

三重大学大学院医学系研究科	 胸部心臓血管外科 1、小児科 2 

	 
阪本	 瞬介 1、小沼	 武司 1、山本	 直樹 1、真栄	 城亮 1、金光	 真治 1、	 	 	 	 	 	 	 
新保	 秀人 1、花木	 良 2、近藤	 真理 2、大橋	 啓之 2、澤田	 博文 2、三谷	 義英 2	 
	 
	 

４０）突然の右心不全症状で発症した Valsalva 洞動脈瘤破裂の 1 例 

近畿大学医学部	 	 小児科学教室	 
	 
今岡	 のり、上嶋	 和史、武野	 亨、中村	 好秀、篠原	 徹、竹村	 司	 
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第７セッション           

座長：中川 直美（広島市立広島市民病院 循環器小児科） 

 

４１）大阪市の学校心臓検診体制の改革 

大阪府医師会学校心臓検診委員会、大阪府医師会	 

	 
村上	 洋介、萱谷	 太、小垣	 滋豊、篠原	 徹、武内	 克郎、寺口	 正之、松下	 享、	 	 	 	 	 	 
松本	 圭、山田	 修、片山	 博視、吉村	 健、武本	 優次、田中	 英高、	 	 	 	 	 	 	 	 
福田	 弥一郎、中尾	 正俊、伯井	 俊明	 
	 
	 

４２）下咽頭・喉頭軟化症を合併した肺高血圧症の２例 

 大原記念倉敷中央医療機構	 倉敷中央病院	 小児科	 

	 
水戸守	 真寿、松本	 祥美、松尾	 	 康司、荻野	 佳代、林	 知宏、脇	 研自、	 	 	 	 	 	 
新垣	 義夫	 
	 

	 

４３）治療に対する反応性は良好であったが原因の確定が困難な年少期発症 

肺高血圧(PH)の２例 

国立循環器病研究センター	 小児循環器科	 

	 
嶋	 侑里子、岩朝	 徹、羽山	 陽介、北野	 正尚、黒嵜	 健一、大内	 秀雄、	 	 	 	 	 
津田	 悦子、山田	 修	 
	 
	 

４４）TCPC 術後 PLE に対するステロイド療法後に合併した高度低身長は    

改善するか？ 

 広島市立広島市民病院	 循環器小児科１、小児科２	 

	 
松扉	 真祐子１、岡本	 健吾１、森藤	 祐次１、石口	 由希子１、中川	 直美１、	 	 	 	 
鎌田	 政博１、越智	 英明２	 

	 
	 

４５）深在性真菌症の治療に難渋した左肺動静脈低形成を伴う無脾症候群の  

１例 

 和歌山県立医科大学	 小児科１、心臓血管外科２、紀南病院	 小児科３	 

	 
末永	 智浩１、鈴木	 啓之１、垣本	 信幸１、武内	 崇１、吉川	 徳茂１、	 	 	 	 	 	 	 
打田	 俊司２、本田	 賢太朗２、湯崎	 充２、渋田	 昌一３	 
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第８セッション             

座長：宮崎 隆子（京都府立医科大学 小児医療センター 小児心臓血管外科） 

 

４６）左冠動脈口閉鎖症の１例 

大原記念倉敷中央医療機構	 倉敷中央病院	 小児科	 

	 
松本	 祥美、水戸守	 真寿、松尾	 康司、荻野	 佳代、林	 知宏、脇	 研自、新垣	 義夫	 
	 
	 

４７）術中に判明した単冠動脈肺動脈起始の 1 例 

兵庫県立こども病院	 心臓血管外科	 

	 
岩城	 隆馬、大嶋	 義弘、圓尾	 文子、長谷川	 智巳、松久	 弘典、野田	 怜、	 	 	 
松島	 峻介	 
	 
	 

４８）心雑音を契機に診断しえた右冠動脈肺動脈起始症の 1 歳女児例 

 大阪大学大学院医学系研究科	 小児科学	 	 

	 
廣瀬	 将樹、高橋	 邦彦、成田	 淳、三原	 聖子、髭野	 亮太、那波	 伸敏、	 	 	 	 
馬殿	 洋樹、市森	 裕章、岡田	 陽子、小垣	 滋豊、大薗	 恵一	 
	 
	 

４９）左右冠動脈－右室瘻に対し右室内腔より瘻孔閉鎖を施行した 1 例 

和歌山県立医科大学	 第一外科１、小児科２	 

	 
和田 	 卓三１、打田	 俊司１、本田	 賢太朗１、湯崎	 充１、山本	 暢子１、	 	 	 	 	 	 
西村	 好晴１、岡村	 吉隆１、垣本	 信幸２、末永	 智浩２、武内	 崇２、鈴木	 啓之２	 

 
 

５０）高校の心臓検診で発見された冠静脈洞に開口する右冠動静脈瘻の 1 例 

兵庫県立尼崎病院	 心臓センター	 心臓血管外科１、循環器内科２	 

	 
村山	 友梨１、川崎	 有亮１、夫津木	 綾乃１、植野	 剛１、吉澤	 康祐１、	 	 	 	 	 	 
石道	 基典１、岡田	 達治１、大野	 暢久１、藤原	 慶一１、宮本	 忠司２	 
	 
	 

１９：１０ 

閉会のあいさつ   

  会 長：藤原 慶一（兵庫県立尼崎病院 心臓センター 心臓血管外科） 

  次期会長： 檜垣 高史  

           （愛媛大学 大学院医学系研究科 小児科学  

                       小児総合医療センター 小児循環器部門） 



 

 

会場案内図 

 

 

大 阪 市 立 総 合 医 療 センター ３F  「さくらホール」 

  〒 5 3 4 - 0 0 2 1   大 阪 市 都 島 区 都 島 本 通 2 丁 目 1 3 番 2 2 号   

T E L : 0 6 - 6 9 2 9 - 1 2 2 1 ( 代 表 )  

 

 

 

 

 

●	 地 下 鉄 谷 町 線 「 都 島 」 駅 下 車  ２ 番 出 口 西 へ 約 ３ 分   

●	 市 バ ス 「 総 合 医 療 セ ン タ ー 前 」 バ ス 停 下 車  

●	 J R 大 阪 環 状 線 「 桜 ノ 宮 」 駅 下 車  東 北 へ 約 ７ 分  

  （ 東 で 出 口 を 出 て 右 へ 約 １ ０ m 進 ん で 左 折 ）  

●	 駐 車 場 あ り （ 有 料 ）  

 

 


