
第第３３３３回回   西西日日本本小小児児呼呼吸吸循循環環ＨＨＯＯＴＴ研研究究会会   

 

 

 

■ 日  時：２ ０ １ ５ 年６ 月６ 日(土) １ ２ ： ４ ０ ～１ ７ ： ３ ０   

 

■ 会  場：帝人ビル２ 階会議室 

  大阪市中央区南本町１ －６ －７  
 

  地下鉄「 堺筋本町駅」  

  ２ 号出口よ り 専用通路あり  
 

■ 参加費：２ ， ０ ０ ０ 円 
 

 

 

１）開 会 の 辞 （ 12:40 ）                   福岡市立こども病院 循環器科 石川 司朗 

 

２）一般演題Ⅰ（ 発表8分 質疑4分 12:45～13:45  ）          座 長 京都府立医科大学 小児循環器・腎臓科 糸井 利幸 

3  中京病院 小児循環器科 大橋 直樹 

 （１）｢Unbalanced pulmonary hypertensionに対する一側肺動脈閉鎖試験の有用性｣ 

  金沢医科大学 小児科 

  中村 常之,清水 陽,土岐 真,高 儀容,秋田 千里,小林 あずさ ,犀川 太 

（２）｢TAPVC repair後にPHを発症した2乳児例～肺生検結果を踏まえて～｣ 

  岡山大学 小児循環器科 

  栄徳 隆裕,大月 審一,馬場 健児,近藤 麻衣子,栗田 佳彦,福嶋 遥佑,重光 祐輔,平井 健太 

 （３）｢MRIを用いたOne and a half repair術後血行動態評価｣ 

  福岡市立こども病院 循環器科1),同 心臓血管外科2),心臓画像ク リ ニッ ク 飯田橋3) 

福永 啓文1),牛ノ 濱 大也1),中村 真1),佐川 浩一1),石川 司朗1),中野 俊秀2),角 秀秋2),石川 友一3)  

 （４）｢術後に改善/再発した肺動脈性肺高血圧症に対しcombination therapyで管理している 

重症横隔膜ヘルニアの1女児例｣ 

  大阪大学 小児科 

  桂木 慎一,高橋 邦彦,髭野 亮太,成田 淳,三原 聖子,廣瀬 将樹,鳥越 史子,那波 伸敏,馬殿 洋樹 

  市森 裕章,小垣 滋豊,大薗 恵一 

（５）｢右肺動脈絞扼術が奏功した先天性横隔膜ヘルニア、左肺低形成を合併したファロー四徴症の一例｣ 

  九州大学 小児科 

鵜池 清,山村 健一郎,村岡 衛,白水 優光,寺師 英子,中島 康貴,平田 悠一郎,永田 弾,森鼻 栄治,原 寿郎 

 

  

３）教育講演 Series①（ 講演30分 質疑10分 13:45～14:25  ）                 座 長  大阪大学 小児科 小垣 滋豊 
 

 

『肺の発生異常と先天性呼吸器疾患』 
 

大阪府立母子保健総合医療センター 小児外科 主任部長  臼井 規朗 先生 

 

 

**************** Tea time（ 20分 14:25～14:45  ） **************** 

 

 

４）一般演題Ⅱ（ 発表8分 質疑4分 14:45～15:45  ）     座 長 大阪府立母子保健総合医療センター 小児循環器科 萱谷 太 

徳島大学 小児科 早渕 康信 

    （１）｢生後に肺静脈狭窄と肺高血圧の進行を認めた一絨毛膜二羊膜双子の同胞例｣                                                                                                  
  国立循環器病研究センター 小児循環器科 

三宅 啓,岩朝 徹,黒嵜 健一,坂口 平馬,大内 秀雄,山田 修,白石 公 

 （２）｢新生児期から持続する間質性肺炎のために肺高血圧をきたした女児例｣ 

  徳島大学 小児科 

早渕 康信,阪田 美穂,小野 朱美,香美 祥二 

 （３）｢乳児期に高度肺高血圧を呈したsmall ASD／Down症候群3例の検討｣ 

  三重中央医療センター 新生児科1),三重大学 小児科2),同 麻酔集中治療学3) 

大槻 祥一郎1),山下 敦士1),盆野 元紀1),大橋 啓之2),澤田 博文2),三谷 義英2),丸山 一男3) 

 （４）｢心疾患に気道病変を合併した症例の検討～気道病変管理を中心に～｣ 

  倉敷中央病院 小児科 

徳増 智子,横田 恵里子,鷲尾 真美,松尾 康司,荻野 佳代,林 知宏,脇 研自,新垣 義夫 

（５）｢急速にエポプロステノールを増量し肝移植を行った胆道閉鎖葛西術後肺高血圧の一例｣ 

  京都大学 小児科 

馬場 志郎,豊田 直樹,吉永 大介,平田 拓也,平家 俊男 

 

****************  Tea time（ 15分 15:45～16:00  ） **************** 

 ５）一般演題Ⅲ（ 発表8分 質疑4分 16:00～16:24  ）                座 長 長崎医療センター 小児科 手島 秀剛 

 （１）｢小児循環器領域における携帯型酸素濃縮器「ハイサンソポータブルα」の使用経験｣ 

  広島市民病院 循環器小児科 

  岡田 清吾,鎌田 政博,中川 直美,石口 由希子,森藤 祐二,松扉 真由子 

 （２）｢ダウン症心疾患術後児に在宅高流量酸素療法を施行した一例｣ 
 金沢医療センター 小児科1),同 診療部 臨床工学技士2) 

   千田 裕美1),山宮 麻里1),山田 真平1),中村 太地1),篠崎 絵里1),井上 巳香1),前馬 秀昭1),酒詰 忍1),太田 和秀1)

   木下 雄司2) 
 

 

６）特別講演（ 講演50分 質疑10分 16:24～17:24  ）                座 長  福岡市立こども病院 循環器科 石川 司朗 
  

『小児循環器疾患と気道病変』 
 

東京女子医科大学東医療センター 新生児科 臨床教授  長谷川 久弥 先生 
 

 

７）閉 会 の 辞 （ 17:24 ）                       国立循環器病研究センター 小児循環器科 大内 秀雄 

 

● 本研究会は， 日本小児学会認定医制度研修単位と して４ 単位， 日本小児循環器学会認定地方会と して８ 単位の認定を  

受けており ます。  

● 当日11:30よ り 幹事会， 11:45よ り 世話人会を， 同ビル17階にて開催致しますので， 幹事、 および世話人の先生方は、 
お集まり く ださい。  

● ご発表の先生は， 当日抄録をお持ちく ださ い。 日本小児循環器学会雑誌投稿規定に準じ文字数の制限はあり ません。 

動画を使った発表や， Macでの発表は， パソ コンの持参をお願いします。  

  ● Tea Timeにて軽食をご用意いたします。 研究会終了後の情報交換会はあり ません。  

 

※ 施設名、 所属名の記載方法を統一させていただきました。 ご了承く ださい。  
  

 

  【 第33回研究会会長】  石川 司朗（ 福岡市立こ ども病院 循環器科）  

  【 代表世話人】       大内 秀雄（ 国立循環器病研究センター 小児循環器診療部門）  
 

 
共  催  西日本小児呼吸循環ＨＯＴ研究会 

帝人在宅医療株式会社 


