Japanese Society of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery

No.

3

2017
2018年2月10日発行

TABLE OF CONTENTS
理事長あいさつ ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1
理事紹介 ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2
委員会紹介 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4
分科会レポート ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5
第 53 回日本小児循環器学会学術集会を振り返って ·· · · · · · · 7
受賞のことば ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8
第 54 回日本小児循環器学会学術集会 ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9

会員の皆様への
挨拶と所信表明

第 9 回教育セミナー Advanced Course 報告 · · · · · · · · · · · 10

Journal of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery Vol.1, No.1 ·· ·
日本小児循環器学会雑誌 第 33 巻第 4 号 ·· · · · · · · · · · · · · ·
日本小児循環器学会雑誌 第 33 巻第 5 号 ·· · · · · · · · · · · · · ·
事務局からのお知らせ ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
学会予定・分科会予定 ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

11
15
18
10
20

私はスーパー理事長にはなれないと思います。が、私の信頼す
る理事会、委員会の協力を得て、チーム力でより良い学会運営を
目指せると信じています。

点を繋げて、生命の線を引く
昨年 7 月、この言葉をメインテーマに第 53 回学術集会を主催さ
せていただき、会長講演で現在の心境を以下の言葉に纏めました。

日本小児循環器学会理事長  ·

坂本

喜三郎

これから 2 年間、宜しくお願いします。
これから 2 年間、理事長を務めさせていただくことになりました
坂本です。
“循環器疾患を持つこども達と成人に移行した方々、そしてその
家族に貢献する”ことを第一義とし、そのうえで小児循環器学会
のさらなる発展を目指したいと思っております。そのための第一歩

『30 余年の医師人生を経て“ひとりの限界とひとりの可能性”
を実感している。人生の（起承転・・）結に向かうにあたり、“ 今
から私が引くべき線は何なのか”を自問自答する毎日である。
』
私はひとりの“ただの外科医”ですが、
“ひとりの可能性”に賭
ける覚悟で、理事長職を引き受けました。多くの尊敬する先輩方
に 53 年の長きに渡り紡ぎ繋いで来ていただいた小児循環器学会の
線、この線を未来に向けてさらに太く繋げていくのが私の使命だ
と思っています。

小児循環器学会の未来に繋がる線を、より良く・より太
く繋げるために

として、私自身の抱える課題を皆様にご理解いただき、そのうえ

この目的を遂げるために、理事長として最初に取り組みました

で御協力をお願いすべく文章をしたためましたので、ご一読いた

委員会体制の一新（キーワードは委員会運営のスリム & 効率化と

だければ幸いです。

スムーズな次世代継承）について、所信表明の一部としてご報告

何を隠そう、私は心臓外科医です。

申し上げます。スリム & 効率化の観点では、基本委員会を９つの

小児循環器学会 53 年の歴史のなかで、外科医が理事長になる

常置委員会（学術、移植、保険診療・臨床試験、社会制度、チー

のは初めてのことと聞いております。私は、30 余年間外科治療を

ム医療、編集、医療安全、利益相反、倫理）と専門医制度委員会

通して先天性心疾患を持つ子供達と向き合って来ました。そして、

に集約し、各委員会の委員構成については“常置委員会所属部会

この一点を通して学会にも貢献して来たと自負しております。し

の部会長を充て職として委員に登用することで、役割の明確化と

かし私が手術を中心にやって来られたのは、小児循環器医、新生

委員数削減”に配慮しました。またスムーズな次世代継承という

児科医、集中治療医、麻酔医、産科医、人口心肺技師、そして多

観点では、
“委員の概ね半数は 55 歳未満で構成、内１名以上を副

くの看護師に支援（お膳立て？）してもらったからこそと理解し

委員長に登用”
＋
“書記 2 名制（55 歳未満 1 名、50 歳未満 1 名）
”を

ております。小児循環器学会で対応を迫られている領域は幅広く、

基本方針とすることで委員構成の若返り化を明確にしました。こ

外科治療は大きな要素と思っていますが、あくまでも数ある中の

のニューズレターが掲載される頃には新委員会体制が動き出して

ひとつであるということは否めません。

いることと思います。ご確認をいただければ幸いです。

『外科医に、この学会の理事長が務まるのか。』

最後に・・・

誰もが抱く疑問だと思います。私自身もこの点が不安で、理事

この挨拶を通して課題の多い理事長であることは共有していた

長を受けるか否か迷いました。私が決断できたのは、選挙理事 12

だけたと思います。最後に、改めてお願いをさせていただきます。

名全員が私の背中を押してくれたからです。皆が。“ 手術以外の知

理事の皆様、評議員の皆様、全ての会員の皆様、そして小児循環

識が少ない外科医 ” であることを承知の上で、“ 一緒にやりましょ

器学会をサポートしてくれる全ての関係者の方々、ご支援・ご協

う”と言ってくれたからです。

力、そして叱咤激励、何卒宜しくお願い申し上げます。
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副理事長
安河内

聰

長野県立こども病院

今度は副理事長として、現在進行形の様々な学
会プロジェクトを坂本理事長の指揮の下、発展
開花させるべく働かせていただくことになりま
した。次の 50 年のために、会員皆様の建設的
なご意見を積極的に反映できるよう尽くしたい
と思います。

理

事
赤木

禎治

市川

肇

岡山大学病院

国立循環器病研究センター

小児期から成人期への移行期医療、さらに成人

理事として二期目を迎えさせていただきまし

先天性心疾患診療体制の確立に力を注ぎたいと

た。心臓外科医として重症心不全患者の治療の

思います。また本学会がアジア地域でリーダー

普及、また常に進化する心臓外科の術式に応じ

シップとり新たなエビデンスの確立・学術交流

た保険点数の改正を目指し小児循環器に携わる

の推進に力を発揮できるよう、各国との協力も

努力が正当に評価される体制作りのために努力

進めたいと思います。

していきます。

岩本

小山

眞理

耕太郎

済生会横浜市北部病院

岩手医科大学附属病院

内科系と外科系で構成されるこの貴重な学会の

学術委員会を担当いたします。本委員会は、教

発展に貢献する機会をいただきありがとうござ

育、研究・ガイドライン、学術集会企画、国際

います。チーム医療・男女共同参画・専門医制

渉外、顕彰、データベース・レジストリの 6 部

度・学校検診を中心に活動させていただくこと

会により、学会が行う診療・研究・教育活動を

になりました。やるべきことは満載です。よろ

持続可能でレジリエンスのあるシステムへと発

しくお願いします。

展させることを目指します。

賀藤

白石

均

公

国立成育医療研究センター

国立循環器病研究センター

教育推進部・小児循環器部

引続き社会制度関係、特に小児慢性特定疾病事

理事として坂本喜三郎理事長を支え、学会員の

業、難病関係、移行期医療について担当します。

皆様の学術、臨床、研究活動のご支援をさせて

今後、法律で規制されていく臨床研究体制の整

頂くとともに、若手医師の教育・育成に精一杯

備、電子カルテ情報を応用したビッグデータ関

力を注ぎたいと思います。また編集委員長とし

係においても、学会・行政との橋渡しで貢献で

て、英文誌和文誌の更なる充実、初の教科書発

きればと思います。

刊に向けて最善を尽くす所存です。どうぞよろ
しくお願いいたします。

鈴木
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孝明

住友

直方

埼玉医科大学国際医療センター

埼玉医科大学国際医療センター

外科系理事として 2 期目を務めさせていただく

今回倫理委員会の担当理事として、推薦されま

こととなり誠に光栄に存じます。小児循環器学

した。委員会の活動を通じて、学会に貢献した

会の更なる発展を目指すとともに、引き続き医

いと思います。また再来年の本学術集会を担当

療安全担当として、社会と学会員のために貢献

することとなりました。学会員のご協力を仰ぎ

できるよう努力して参りますので宜しくお願い

是非成功させたいと思いますので、皆様のご協

いたします。

力をお願いいたします。

先崎

土井庄三郎

秀明

北里大学病院

東京医科歯科大学大学院小児・周産期地域医療学

世界のトップレベルの臨床、研究活動の確立維

理事就任 3 期目となります。サブスペ領域にお

持、その継続性の原動力となる若手の育成、先

ける新専門医制度開始に向けて、専門医制度委

達への敬意、そして社会奉仕、を視野に、広い

員長として全国の小児循環器専門医が活躍でき

見地で多くの方の意見が吸い上げられ、活躍の

る体制を構築したいと思います。また小児の稀

場が作られる開かれた活力ある学会としてさらに

少心疾患診療の集約化を、全国各地で実現でき

発展するよう微力ながら尽力したいと思います。

るよう取り組みたいと思います。
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英
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裕一

昭和大学病院

鹿児島市立病院

私が主催させていただく第 54 回日本小児循環器

2 期目を拝命しました。利益相反の重要性につ

学会・学術集会も、特定非営利活動法人 日本

いては理解していても、その実際についてはよ

小児循環器学会も、テーマは次世代育成です。

く分からないという場合は多いようです。本学

若手医師が充実した時間を過ごせる環境整備が

会活動における会員の方々の利益相反に関する

喫緊の課題であり、理事としての残りの任期は

支援体制を更に充実させたいと考えます。

このことを考えて取り組みたいと思っています。

檜垣

高史

三浦

大

愛媛大学医学部附属病院

東京都立小児総合医療センター

主に、社会制度関連について担当いたします。

私のミッションは、小児循環器領域における

かわりゆく小慢・難病などの社会保障制度をわ

第 1 に臨床研究の質の向上、第 2 に薬剤・医療

かりやすく示し、移行期医療、学校心臓検診、

機器の適応取得、第 3 に保険診療報酬の改善で

突然死予防など多くの課題に対して、子どもた

す。坂本理事長を支え、皆様のご協力をいただ

ちの健康を守れるように努力していきたいと思

いて、新たなエビデンスを生み出す体制の構築

います。

をめざします。

三谷

山岸

義英

敬幸

三重大学医学部附属病院

慶應義塾大学病院

国内外の学際的研究の進歩と専門医制度など社

財務担当として、学会のすべての活動が最大限

会制度の変化には目まぐるしいものがあります。

の効率を発揮し、心臓病の患者さんがより良い

医療現場からの提案、橋渡し研究、登録研究、

人生を送る手助けができるように尽力します。

国際交流と共に、日循との橋渡し役として微力

学会費を納めて下さる学会員の皆さまに感謝

ながら働ければと思います。地域で頑張る若手

し、学術・診療・研究・教育を発展させ、会員

のご活躍を期待しています。

の皆さまに還元するのが目標です。理事会では
若輩ですので、若手学会員の皆様も気軽に声を
かけて下さい。共に頑張りましょう。

山岸

正明

芳村

直樹

京都府立医科大学

富山大学附属病院

外科系理事として、坂本新理事長を支えつつ小児

この度は理事に選出していただき有難うござい

科と外科の融和を心がけていきたいと思います。

ました。全国的に人手不足が叫ばれる小児心臓

次世代を担う小児科医・小児心臓外科医の育成

外科医、小児循環器科医をオールジャパンの体

は差し迫った問題です。学会主導での教育体制

制で育成していけるよう力を尽くしたいと考え

を構築できればと考えております。また学術集会

ます。

の方向性も議論させていただきたいと思います。

庶

務
犬塚

監
市田

塩野

淳子

茨城県立こども病院

若輩者ですが、庶務として理事会の議事進行を

庶務として理事会のお手伝いをさせていただき

サポートしながら、小児循環器学会が取り組ん

ます。これまでの勉強不足を痛感しています

でいるさまざまな問題について勉強させていた

が、勉強しながら理事会と会員の先生方の橋渡

だきます。また学術委員・編集委員として学会

しをしていきたいと思います。どうぞよろしく

の学術活動を推進していきたいと思います。

お願いします。

事
蕗子

富山大学

中西

亮

東京大学医学部附属病院

角

秀秋

福岡市立こども病院

敏雄

東京女子医科大学
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委員会紹介
学術委員会

教育部会（外科系・内科系）
研究・ガイドライン部会
学術集会企画部会
国際渉外部会
顕彰部会
データベース・レジストリー部会

心血管疾患の遺伝子疫学委員会
形態登録委員会

移植委員会

人工臓器・補助循環部会
重症心不全治療検討部会

日本小児循環器学会

保険診療 / 臨床試験委員会

保険診療部会
臨床試験部会
医療材料・機器部会
薬事部会

社会制度委員会

移行医療部会
学校検診部会
蘇生科学・教育部会
小児慢性疾患・難病部会

チーム医療委員会

多領域部会
男女共同参画部会

編集委員会
医療安全委員会
利益相反委員会
倫理委員会
専門医制度委員会

専門医認定委員会
専門医カリキュラム委員会
専門医試験委員会
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分科会レポート
■ 第 22 回 日 本 小 児 心 電 学 会 学 術 集 会
早渕
大会長

講演を賜りました。教育講演では徳島大学循環器内科

康信
·

徳島大学大学院

添木

武先生から「心房細動の New Strategy」をお話し頂きまし
医歯薬学研究部

た。さらに、今回は新たな企画として「会長要望講演」とい

小児科

第 22回日本小児心電学会学術集会を、2017 年11月24 ～
25日、阿波観光ホテルを会場としてお世話させて頂きました。
「心電現象を究める。小児循環器学を深める。
」をメインテーマ
に掲げ、各演題に対して活発な討議が行われました。日本小
児心電学会会員、日本小児循環器学会会員の先生方には多大
なご協力、ご支援を賜りましたことを心から御礼申し上げます。
本学術集会では、特別講演に日本医科大学多摩永山病院
井川修先生「正常右心系構造と刺激伝導系」
、国立循環器病
研究センター心臓血管内科

相庭武司先生「心不全と不整

脈：電気的リモデリング、イオンチャネル、遺伝子異常」の

うセッションを設定し、日本小児循環器学会会員の中から先
進的な診断治療を行っておられる先生方 3 人（新潟大学
木博先生、天理よろづ相談所病院

鈴

宮崎文先生、富山大学

廣野恵一先生）にもお話し頂くというような欲張りな構成を
試みました。いろいろな角度から心電現象と小児循環器疾患
に対する議論を深めたいと考えてメインテーマを掲げました
が、所期の目的を達成することができました。
また、懇親会では会員の親睦を深め、皆で会場狭しと阿波
踊りを楽しく踊りました。多くの先生方に助けられながら盛
況のうちに無事に会を終えることができました。この場をお
借りしまして皆様方に深く感謝申し上げます。

■ 第 37 回 日 本 小 児 循 環 動 態 研 究 会 学 術 集 会
豊野

お話し頂きました。呼吸器内科医である塩谷教授から小児循

学朋

環器医に向けた内容として御講演頂き、講演終了後には数多

大会長·

秋田大学大学院医学系研究科
機能展開医学系

小児科学講座

医学専攻

·

くの質問が会場から寄せられました。
1日目の終了後に行われた懇親会には多数の御参加を頂き、
当初は準備させて頂いた会場が手狭であったことを後悔しまし

2017 年10 月28 ～ 29日に第 37 回日本小

た。ところが、スペースが少なかったことが幸いし、会場内に

児循環動態研究会学術集会を秋田県総合保

は多くの人の輪ができ、wallflowerは見当たらず、全ての参加

健センターで開催させて頂きました。
「負

者が郷土料理と地酒を手に親睦を深め続けていらっしゃいまし

荷試験で分かること」を会長要望テーマと

た。その後も多くの方が会場を変えて語らい続けていました。

させて頂き、医師 89 名の参加のもと41 題

本研究会は「小児心機能血行動態研究会」と「小児運動循

の口演発表がありました．前週の大型台風

環器研究会」とが発展的に統合し「発展途上及び小児期発症

に続き、本会開催中も西日本を台風が通過

心疾患の心機能及び血行動態に関する最新の情報を交換し、

したため、旅程の変更を余儀なくされた方もいらっしゃると伺

会員相互の知識向上を図ることによって、広くこの分野の発

いましたが、優れた発表と活発な討論により、会場はエネル

展に寄与すること」を目的として、2005 年に発足しています。

ギーに満ちた雰囲気で 2日間の日程を終了しました。御参加

この研究会の歴史を支えてくださった諸先輩方の意志を心に

頂いた皆様と本会幹事の皆様に心より感謝申し上げます。

留め、会の目的を果たすよう、努めさせて頂きました。今回の

特別講演は秋田大学大学院医学系研究科 保健学専攻 理学

学術集会を通じて、参加された皆様の診療や研究に新たなア

療法学 塩谷 隆信教授に「遺伝性出血性末梢血管拡張症の診

イディアが加わり、更には新たな人間関係が構築されたことと

断と治療 ―小児肺循環障害の話題に関連して―」について

感じております。これこそ会長が願っていた会の成果でした。
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■ 第 20 回 日 本 小 児 心 血 管 分 子 医 学 研 究 会
加藤

太一

当番世話人

·

名古屋大学医学部附属病院小児科

第 20 回日本小児心血管分子医学研究会は第 53 回日本小児

野仁裕先生に、循環器希少難病に対する疾患ゲノム解析のお
話をいただきました。また、同じく特別講演として、国立感
染症研究所病原体ゲノム解析研究センター長の黒田誠先生
に、心筋炎などの実例も交えながら、感染症にかかわる次世

循環器学会学術集会の期間中、7 月 7 日
（金）に開催されまし

代シークエンサーの応用についてのお話をいただきました。

た。今回はテーマを「次世代シークエンサーから見えてくる

どちらのご講演についても、活発な議論が行われ、多くの参

循環器疾患の病態」として、この技術が今後の小児心血管医

加者の方々から非常に興味深かったとのご感想をいただきま

学研究にどのように活用されうるかという視点で議論する場

した。充実した会にできたことは、演者の先生方、参加者の

を目指しました。幸い、例年とほぼ同様の 46 名にご参加い

皆様のおかげと、この場をお借りしまして心より感謝申し上

ただきました。特別講演としては、大阪大学循環器内科の朝

げます。

■ 第 8 回 高 尾 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム・第 16 回 日 本 心 臓 血 管 発 生 研 究 会
内田
事務局長

敬子
·

慶應義塾大学医学部小児科・保健管理センター
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研究者を招いて、熱い議論が交わされてきました。今回は肺
循環と動脈管をメインテーマとして、海外から 20 題、国内
から 4 題の最先端の招待講演、そして国内から心臓血管発生

2017 年 10 月 6 日から 8 日の 3 日間、島根県松江市「くに

研究に関する 40 数題の一般演題を集め、約 140 名の参加者

びきメッセ」において開催されました。中西敏雄会長（東京

を数えました。肺循環・動脈管の基礎研究をまとめた学会は

女子医科大学）
・山岸敬幸会長（慶應義塾大学）による合同

これまでに例がなく、ハイレベルな成果を一度に学んだ参加

開催でした。高尾国際シンポジウムは、故高尾篤良東京女子

者は、皆喜んでいました。会長が趣向を凝らした懇親会では、

医科大学名誉教授により、我が国の先天性心疾患の疫学・成

ご当地の料理とお酒、宍道湖の夕日、安来節、怪談、美術館

因・形態学に関する基礎および臨床研究の発展を目指して、

など企画満載で、とても楽しい国際交流の場となりました。

1978 年に初めて開催されました。以来、毎回世界第一線の

新たな国際共同研究も生まれ、益々の発展が期待されます。
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2017

第 53 回日本小児循環器学会総会・学術集会を振り返って
事務局長  田中

靖彦 静岡県立こども病院循環器科·

皆様の御協力により第 53 回日本小児循環器学会学術集会

屋に通い、見つけるたびに 1 本ずつ集めていきました。静岡

が無事終了いたしましたことに深く感謝いたします。今回は

県に接した山梨県はワインの産地として有名で、甲州種のぶ

3 年ごとの 3 カ国フォーラムとの同時開催でしたので坂本会

どうを使った甲州ワインは ｢和食にも合うワイン｣ として

長は大変苦労されていたようでした。事務局長として私が貢

海外でも高評価を受けています。そのなかでも私のチョイス

献できたことは、学会の学術的なことよりも、ランチョン、

で、普段自宅ではなかなか飲めないクラスのワインを用意さ

広告、寄付などによる集金および懇親会に関することでし

せていただきました。

た。お金のことはこの場では触れないことにして、懇親会の
ことを中心に書かせていただきます。

もうひとつの企画は、｢PCCS フィル｣ でした。音楽の街
である浜松市で開催された学会であることから、皆様に御参

今回の懇親会では S-1 グランプリと称して、皆様から各地

加いただきオーケストラを結成し懇親会で演奏いたしまし

の自慢のお酒を提供いただき、海外からのゲストを含めた数

た。事前の練習ができなかったにも関わらず息の合った演奏

名で投票してグランプリを決めるという企画を行いました。

で、聴衆も演奏者も楽しませていただきました。

お酒を提供いただいた方には懇親会の参加費を無料にさせて

事務局長としては、懇親会が盛り上がったことと学会で赤

いただきました。皆様の自慢のお酒に点数をつけるのは少し

字がでなかったことに関し、学会員の皆様、関係していただ

申し訳ない気もしたのですが、エンターテイメントのひとつ

いた全ての皆様に感謝しつつ、私の報告を終わらせていただ

としてご容赦下さい。いただいたお酒はそれぞれの地域の特

きます。

色のあるもので、私自身スタッフであることを忘れ、ほぼ全
種飲ませていただきました。S-1 グランプリ以外に、静岡の
日本酒と甲州ワインを準備させていただきました。静岡は温
暖な気候ではありますが、日本酒が美味しいところです。南
アルプスや富士山の伏流水などの美味しい水があることと静
岡酵母がポイントです。静岡酵母からは、｢静岡型吟醸｣ と
よばれる香り豊かな雑味のない酒が醸し出されます。数カ月
前からなじみの酒屋を回り、吟醸酒を中心に私の好みで日本
酒を用意させていただきました。洞爺湖サミットで提供され
た ｢磯自慢｣ は 1 人 1 本しか売ってくれないので、何度も酒
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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。3 回目とな
る本年度は安原潤先生（慶應義塾大学医学部小児科）
、小林徹先生（国立成育医療研究センター
臨床研究開発センター）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。

安原


小林

潤 先生
慶應義塾大学医学部小児科

この度、第 3 回 Miyata Foundation Award 日本小



徹 先生

国立成育医療研究センター臨床研究開発センター

こ の た び は 名 誉 あ る 第 3 回 Miyata Foundation

児循環器学会研究奨励賞の栄誉を賜り、誠にありが

Award 日本小児循環器学会研究奨励賞をいただき、

とうございます。このような身に余る賞をいただき、

関係各位に心より御礼申し上げます。

宮田宏章理事長ならびに公益財団法人宮田心臓病研

今回の受賞テーマはワルファリンの至適投与量を

究振興基金の皆様、また私の研究をご評価下さいま

遺伝薬理学的アプローチから予測するモデルを作成

した安河内聰理事長をはじめとする日本小児循環器

する事です。ワルファリンは血栓塞栓症の予防薬と

学会の先生方に心より御礼申し上げます。

して小児循環器領域で広く処方されておりますが、

私の受賞研究テーマは、
「心臓流出路発生に対する

出血合併症や血栓の発症等のイベントで苦慮する

DNA メチル化補酵素の作用機序の解明」です。これ

ことにしばしば遭遇します。近年、ワルファリンの

まで先天性心疾患の発症機構に関する基礎研究では、

吸収・代謝に関係する酵素（VKORC1、CYP2C9、

遺伝因子の解明に重点が置かれてきました。本研究

CYP4F2 等）の一塩基多型がワルファリン至適投与

の特色は、遺伝因子だけでなく、心臓幹細胞の機能

量に関連することが成人領域で明らかとなりました。

維持に関わる遺伝因子と環境因子の相互作用をテー

しかし小児領域では成長発達といった成人とは異な

マとして、心臓流出路発生異常の疾患モデルマウス

る背景が存在するためワルファリン至適投与量と感

と単離培養した心臓幹細胞を用いて、心臓流出路発

受性遺伝子の一塩基多型との関係について定まった

生異常に対する栄養素の影響を明らかにする点です。

見解は存在しておりません。特に日本人を含むアジ

心臓幹細胞の epigenetic な環境因子として影響を与

ア人では特にエビデンスとなる臨床研究が少なく、

える栄養素を解明し、将来的に先天性心疾患の環境

検証的な日本人小児のワルファリン至適投与量予測

因子による予防医学に発展することを目標としてい

モデル作成が必要と考えられます。

ます。

本研究は日本全国 20 施設以上の先生方にご協力を

今回の受賞を励みに、心臓病を持つ子どもたちと

いただき現在検体収集中です。日本から世界に向け

そのご家族のため、そして小児循環器学の発展に貢

て質の高いエビデンスを発信するため、本研究への

献できるよう鋭意努力する所存です。

ご協力をお願いいたします。

、小林徹先生、安原潤先生、宮田宏章様（宮田心臓病研究振興基金理事長）
写真左から：安河内聰先生（前理事長）
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伝 え育 てる 小 児 循 環 器

―20 年後のために今できること―
Mentoring and Raising in Pediatric Cardiology
—What We Can Do for the Next Generation—
第 54 回日本小児循環器学会・学術集会をお世話させてい

第 54 回 で は、“ 伝 え 育 て る 小 児 循 環 器 ―20 年 後 の た め

ただくことになりました昭和大学病院小児循環器・成人先天

に 今 で き る こ と ―、Mentoring and Raising in Pediatric

性心疾患センターの富田

Cardiology―What We Can Do for the Next Generation―”

英でございます。

私が医学部を卒業した頃は、M モード心エコーによる僧帽

をメインテーマに掲げさせていただきました。20 年後を担

弁狭窄の診断が医師国家試験のヤマと言われはじめた頃でし

う子どもたちのために、20 年後の小児循環器を担う若手医

た。卒後 3 年を経て国立循環器病センターにお世話になった

師が小児循環器の旬と出会う学会になればと考え、準備させ

頃は超音波ドプラ法の黎明期であり、ほどなくカラードプラ

ていただきたいと考えております。

が出現しました。札幌医科大学にもどり、1982 年の大流行

最新のトピックに関するシンポジウム・パネルディスカッ

で病棟が川崎病でいっぱいになった頃、バルーンによる肺動

ションのみならず、色々な視点からみたこの症例をどうする

脈弁狭窄のカテーテル治療が報告され、久留米大学のグルー

かシリーズ、ベーシックな教育講演、小児循環器専門医・心

プによりわが国にも導入されました。超音波診断やカテーテ

臓血管外科専門医を目指す若手医師のセッションなども取り

ル治療は、先天性心疾患の診断・治療における小児循環器医

入れ、日常臨床に直結するテーマから最先端までディスカッ

の役割を根本から変えるエポックでした。

ション出来る場になればと考えております。

物事には旬があると思います。超音波診断もカテーテル

ご参加いただくのを心よりお待ちしております。

治療も小児循環器病学における紛れもない旬の始まりでし
た。2 つの旬の始まり・発展・成熟に立ち会えたことで、私
は小児循環器病学にどっぷりと浸かることになりました。エ
コー、CT、MRI など画像診断の進歩にともなう3D imaging

第 54 回日本小児循環器学会総会・学術集会

や Image merging、各種カテーテル治療デバイス、肺高血圧
治療薬、分子遺伝学、再生医療、成人期への移行医学、心臓

会長

富田

英

昭和大学病院
小児循環器・成人先天性心疾患センター長

移植、人工心臓、複合心疾患に対する外科治療の進歩、ハイ
ブリッド治療などなど、小児循環器病学の旬は尽きません。

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-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
B-01
B-02
B-03
B-04
C-01
C-02
C-03

A．シンポジウム
妊娠ハイリスク疾患における可能性と限界、妊娠前カウンセリングの有
用性
児童生徒の心臓性突然死ゼロに向けての地域での蘇生対策
現在の術式の問題点
肺実質障害を伴った心疾患の呼吸循環管理
先天性心疾患における重症心不全治療
New imaging technology ―小児心臓病への臨床応用―
次世代育成プロジェクト2 日本での次世代育成プラン
B．パネルディスカッション
より良いフォンタンの生涯に向けて
小児期から行う移行支援―移行期をみすえて、小児期から子どもとどう
かかわるか―
胎児治療最前線：薬物治療／カテーテル治療
この症例をどうするか？：診断へのアプローチ
C．パネルディスカッション
小児循環器領域の社会貢献・国際協力
若手医師の育て方 私はこう育てた こう育てる
小児循環器専門医・心臓血管外科専門医を目指す若手医師からの演題

A-08 学校心臓検診で抽出された不整脈の管理：ボーダーライン症例をどうす
るか？
A-09 肺高血圧ガイドラインの解読と今後の課題
A-10 小児期（青年期を除く）の人工弁置換
A-11 先天性心疾患における機械的循環（呼吸）補助の適応と実際
A-12 小児循環器疾患の基礎研究から臨床への応用
A-13 使う？使わない？先天性心疾患に対する心保護薬
A-14 カテーテル治療 Taped Case1 〜 3
B-05
B-06
B-07
B-08

この症例をどうするか？：外科治療へのアプローチ
この症例をどうするか？：カテーテル治療へのアプローチ
この症例をどうするか？：病因、病態、血行動態評価へのアプローチ
この症例をどうするか？：妊娠、出産へのアプローチ

C-04 HLHS に対する一期手術 ノルウッドかハイブリッドか
C-05 Multi-imaging modalities 時代の診断カテーテルの役割
C-06 Bench-to-Bedside in Pediatric Cardiology
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第 9 回教育セミナー Advanced Course を終えて
村上

洋介 大阪市立総合医療センター 小児循環器内科·
次回は、2018 年 10 月 20日と21日、東京医科歯科大学の

2017年 10月 21日と 22日の 2日間、
大 阪 で 第 9 回 教 育 セ ミ ナ ー Advanced

土井庄三郎先生のお世話のもと「病態生理から診る小児心疾

Course を開催致しました。メインテー

患治療 ～明日からの診療に深みを～」というテーマで開催さ

マは「臨床に活かす画像診断 ―基礎と

れる予定です。会場は東京医科歯科大学構内。次回もまた多

進歩 そして pitfall を識る―」
。画像診断

くの方々の参加を期待しております。

のなかでも今回は心臓超音波以外の心臓
MRI、心臓 CT、心血管造影、核医学検査、

第10回 教育セミナー
Advanced Course

単純 X 線が主たるテーマでした。画像診断の基礎と進歩とと
もに放射線被曝、合併症・安全対策、右心機能評価、冠動脈・
心筋血流、右室流出路疾患、完全大血管転位、Ebstein 病、
Fontan 循環、心臓カテーテル治療、川崎病後遺症、心筋疾患、
気道病変、成人先天性心疾患などに焦点をあて19 の講演をし
て頂きました。台風情報を気にしながらの開催になりました
が参加者は125 名で、小児循環器経験年数は 5 年未満の方が
42%、10 年以上の方が 33％でした。経験年数にかかわらず

東京医科歯科大学

大いに知識を深められた 2日間であった思います。参加頂い

3号館 2階 講義室1

た先生方また多忙な日々のなかテキストを作成し講師を務め

当番世話人 | 土井 庄三郎
東京医科歯科大学
小児周産期地域医療学講座 教授
主催：日本小児循環器学会学術委員会・教育委員会

て頂いた先生方に篤く御礼を申し上げます。

事務局からのお知らせ
総会委任状ご提出のお願い

評議員の先生方へ 

2018 年 7 月 6 日
（金）に 2018 年度総会が開催される予定で

本年は評議員更新申請が必要な年ではありません。現在

す。総会の成立には会員総数の 50％以上を満たす出席者・

評議員の先生は全員、来年（2019 年）が更新申請となりま

委任状の提出が必要です。5 月中にお送り致します年会費振

す。近くなりましたら改めてご案内申し上げます。

込取扱票に総会出欠連絡欄・委任状欄がございますので、必
ずご記入の上、お早目にお振込頂けますようお願い申し上げ
ます。
（未記入の状態でお振込みされている場合は、委任状
として取り扱いが出来ません。ご協力の程、何卒よろしくお
願い申し上げます。
）

評議員立候補受付について
WEB

入会・各種変更手続き・申請書＞各種申請用紙＞評議員

定款第 20 条および定款施行細則第 9 条に則り、評議員立
候補申請を【5 月 4 日
（金）必着】まで受付致します。申請条

件は以下の通りです。

（1）小児循環器学に造詣が深いこと
（2）本会において活発な活動を行っていること
（3）引き続き 7 年以上本会の正会員であること
（4）日本循環器学会会員または日本心臓病学会会員であること
申請書類や詳細については学会 HP をご確認ください。
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各種学会賞募集について 
WEB



各種活動・報告＞顕彰・ 各種アワード＞
日本小児循環器学会 顕彰・表彰

高 尾 賞、YIA（ 英 文 ）、Case Report Award、Miyata
Foundation Award 日本小児循環器学会研究奨励賞を募集し
ております。積極的なご応募お待ちしております。
高尾賞

：2018 年 3 月 31 日
（土）
必着

その他の学会賞：2018 年 3 月 23 日
（金）
必着
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●●Review〈Education〉

1)

Center for Cardiovascular Research and The Heart Center, Nationwide

Pediatric Cardiology Training in the United States
10.24509/jpccs.170103
Daisuke Kobayashi, Robert D. Ross


Division of Cardiology, Children’s Hospital of Michigan, Carman and Ann
Adams Department of Pediatrics, Wayne State University School of Medicine

Children’s Hospital
2)

Departments of Pediatrics, The Ohio State University

3)

Molecular Genetics, The Ohio State University

Congenital heart disease (CHD) is the most common type of
birth defect. Malformations involving the cardiac outflow tract
and semilunar valves account for greater than 50% of CHD

The field of pediatric cardiology has made remarkable progress in

cases and are largely due to bicuspid aortic valve (BAV), which

the care of children with congenital heart disease. In the United

has a population prevalence of approximately 1%. Mutations

States, the services provided by cardiologists have become highly

in NOTCH1 were linked to BAV and aortic valve calcification

specialized, necessitating advanced subspecialty training. Along

in humans, consistent with the expression of Notch1 in the

with this evolution was a recent shift in medical education that

developing and adult aortic valves. With the use of cellular

focuses on a new framework of competency-based training. In

and murine model systems, we have begun to elucidate the

2015, the training guidelines for pediatric cardiology fellowship

molecular mechanisms by which deficiency in Notch1 signaling

were revised to meet the standards set by the Accreditation

results in BAV and aortic valve calcification. In vitro, loss of

Council for Graduate Medical Education. There were eight task

Notch signaling has been shown to contribute to aortic valve

force documents delineating the training guidelines for the

calcification via multiple pathways, including Runx2, Sox9, and

various subspecialties. After completion of a 3-year fellowship,

Bmp2, and appear to be responsive to endothelial nitric oxide

qualifying fellows are eligible to take the board examination for

signaling during the calcific process. We previously reported a

pediatric cardiology. The American Board of Pediatrics maintains

highly penetrant model of dysplastic aortic valves with aortopathy

the process for initial and subsequent pediatric cardiology

in Notch1 haploinsufficient adult mice backcrossed into a Nos3-

certification. In the United States, the challenge for graduating

null background. Analysis of Notch1 ;Nos3

fellows to find suitable positions after completion of training is

embryos has demonstrated a spectrum of congenital anomalies

now greater than in the previous years. To assess this situation,

involving both the left and right ventricular outflow tract; these

a workforce survey was performed which showed that the field

phenotypes are the result of loss of Notch1 in endothelial and

of pediatric cardiology is highly competitive and that maintaining

endothelial-derived cells. These congenital cardiac phenotypes are

the current number of fellowship positions in the United States

strikingly similar to the recently published NOTCH1 mutations

was advisable. More than half of the fellows pursued additional

in families with malformations in both left and right ventricular

subspecialty training after completion of the standard 3-year

outflow tracts. Thoracic aortic aneurysms are also associated with

core fellowship. To highlight the recent changes in the medical

+/−
−/−
BAV in humans; echocardiographic analysis of Notch1 ;Nos3

education, training guidelines, and work environment in pediatric

adult mice revealed an early evidence of ascending aortic

cardiology, we described the fellowship program at the Children’s

aortopathy. In summary, discovery of NOTCH1 mutations as a

Hospital of Michigan, including the key components, such as

cause of aortic valve disease in humans has been supported by

training rotation schedule, educational programs, and committees.

the development of cellular and mouse models, which are now

●●Review〈Basic Science: Molecular Genetics〉

Notch1 Signaling and Aortic Valve Disease: From
Human Genetics to Mouse Models
10.24509/jpccs.170104

+/−

−/−

compound mutant

beginning to shed light on the underlying mechanisms of BAV
and its associated diseases of calcification and aortopathy.
●●Review〈Basic Science: Molecular Genetics〉

Current Insights into Genetics of Congenital Heart
Diseases: GATA and T-box Cardiac Transcription
Factors as the Hotspot Pathogenesis
10.24509/jpccs.170105
Kazuki Kodo, Hiroyuki Yamagishi
Division of Pediatric Cardiology, Department of Pediatrics, Keio University

1)

Uddalak Majumdar ,

1,2,3)

Vidu Garg

School of Medicine

The molecular mechanisms underlying spatiotemporal regulation

11

of transcription during the cardiac development remain to be fully

long-term outcomes. Postoperatively, prolonged hospital stay and

understood. The association of huge number of modifier genes,

severity of illness were predictors of worse outcome. Provision of

contribution of multiple cell types and progenitors, and complex

a nurturing environment with good growth, loving touch, and

form of 3D-structural morphology needs to be clarified. The

supportive parents was less studied but probably very important.

intense investigations of cardiogenesis using in vivo models have

Future directions should focus on neurodevelopmental screening

revealed a cluster of transcription factors which have essential roles

and surveillance according to existing guidelines; these include

for cardiac development including GATA family of zinc finger

early intervention and neurorehabilitation of problems identified,

proteins, GATA4, 5, and 6; T-box factors, including Tbx1, Tbx2,

neuromonitoring in the perioperative period to optimize cerebral

Tbx3, Tbx5, Tbx18, and Tbx20; the homeodomain protein Nkx2.5;

blood flow and oxygenation, audit and quality improvement, and

MEF2 factors; the Hand family of bHLH transcription factors,

family education and support.

dHand and eHand; and the Lim-homeodomain protein Isl1. These
essential cardiac transcription factors interact each other and form
the complex core transcriptional circuit to regulate the framework
of cardiac development to establish the basic morphology of the
heart. In this review, we focus on GATA and T-box transcription

●●Review〈Clinical Science: Congenital Heart Disease〉

Tetralogy of Fallot Repair: Surgical Approach to
RVOTO
10.24509/jpccs.170107

factors as the hotspot pathogenesis of congenital heart diseases
with developmental background obtained from transgenic animal

Lorenzo Boni, Enrique García, Juan Miguel Aguilar,

studies.

Luis Miguel Nuila, Manuel Melo
Pediatric Heart Institute, Hospital Universitario “12 de Octubre”

●●Review〈Clinical Science: Congenital Heart Disease〉

Neurodevelopmental Outcomes of Congenital
Heart Disease: Impact, Risk Factors, and Pathophysiology
10.24509/jpccs.170106
Anne Synnes1,2,3)

of the high variability in the morphology of the right ventricular
outflow tract and pulmonary valve (RVOT-PV) and the surgical
technique that it entails. This review was prepared for pediatric
cardiac surgeons with the objective of describing our approach on
the correct assessment and operative technique for the repair of

1)

Tetralogy of Fallot based on a given RVOT-PV anatomy. A novel

2)

morphologic classification based on the RVOT-PV complex was

3)

provided.

Division of Neonatology, BC Women’s Hospital
Department of Pediatrics, University of British Columbia
BC Children’s Hospital Research Institute

In children with congenital heart disease (CHD), the chance
of survival exceeds 80%. In this review, the impact of the
neurodevelopmental challenges, risk factors, pathophysiology,
and future directions of the condition is discussed. The overall
outcomes of CHD are favorable. In particular, the rates of major
disabilities, such as intellectual disability, sensory loss, and cerebral
palsy were low. However, a characteristic pattern of feeding
problems, mild motor and cognitive delays, executive dysfunction,

●●Review〈Clinical Science: Heart Failure〉

Heart Failure as a Systemic Disease: Role of Inflammation
10.24509/jpccs.170108
Stefan Frantz
Department of Internal Medicine I, University Hospital Würzburg

impaired social interaction and communication skills, and behavior

Heart failure is a common disease that can usually affect the other

problems was observed to be common and may impact academic

organs. The presence of a common link between heart failure

performance, employability, lifelong earnings, and quality of

and its comorbidities, such as muscle wasting, renal failure, and

life. The risk factors for poor outcome include type of CHD;

major depression, remains to be elucidated. Heart failure leads

presence of genetic conditions; fetal and neonatal neuroimaging

to activation of the innate and adaptive immune responses. On

abnormalities; pre-, peri-, and postoperative factors associated

the other hand, the immune system cascades are important for

with hypoxia and hemodynamic instability; prematurity; male sex;

the development of most comorbidities. Herein, we discussed

and family socioeconomic status and resilience. In utero, CHD

the hypothesis that activation of the immune system in the early

may affect cerebral blood flow and oxygenation with resultant

phase of heart failure is relevant in the pathophysiology of the

slower brain growth, delayed brain maturation, and white matter

comorbidities that develop in the subsequent course of the disease.

vulnerability. Pre- and peri-operative instability may cause brain
injury, such as white matter injury, microhemorrhages, and stroke.
Operative factors, such as deep hypothermic cardiac arrest and
cardiopulmonary bypass, played a minor role in determining

12

Repair of Tetralogy of Fallot is a challenging operation because

No.3
●●Review〈Clinical Science: Sudden Cardiac Death〉

Screening for Sudden Cardiac Death in Children:
Useful Tool or Wishful Thinking?
10.24509/jpccs.170109

2017

pain or before having myocardial infarction. The pathological
outcomes of myocardial ischemia in children are significantly
different from those in adults with an atherosclerotic coronary
disease; thus, the early recognition and detection of preclinical
coronary anomalies and silent myocardial ischemia are essential.
The underlying mechanism that determines myocardial responses
to tissue ischemia involves complex processes, but it is plausible
that mitochondrial signaling plays a critical role in determining
these pathological paths. The involvement of the autonomic
nervous system and the degree of collateral vessel development
are contributing factors. In this review, pathobiology of myocardial

Jan Janoušek, Peter Kubuš
Children’s Heart Center, 2nd Faculty of Medicine, Charles University in

ischemia and subsequent events will be discussed. The current

Prague and Motol University Hospital

paradigm of “myocardial ischemia” needs to be revisited in the

The potential for screening young individuals for increased risk
of sudden cardiac death has been actively debated within the
medical community, as well as in the public. Different views from
both sides of the Atlantic on the feasibility and rationality of
such an approach are enriching the debate. Data from a Japanese

field of pediatric cardiology.
●●Original Article〈Clinical Science: Congenital Heart Disease〉

Hypoglycemia in Children with Tetralogy of Fallot
Treated with Beta-Blocker

nationwide electrocardiographic screening program on school
children provided further valuable insights into this topic. In the
following article, evidence on the utility of mass screening, with
the inclusion of electrocardiography, is critically discussed.
●●Review〈Clinical Science: Coronary Artery Disease〉

10.24509/jpccs.170111
1,2)

Reiji Ito

, Kiyoshi Ogawa1), Takuma Mori1),

Kenji Sugamoto1), Takashi Hishitani1), Kenji Hoshino1),
Koji Nomura3), Toshio Sekijima4), Hidetoshi Mezawa2),
Hiroyuki Ida2)
1)

Division of Cardiology, Saitama Children’s Medical Center

2)

Preclinical Coronary Artery Anomalies and Silent
Myocardial Ischemia in Children: How Can We
Identify the Potentially Life-Threatening Conditions?
10.24509/jpccs.170110
Takeshi Tsuda
Nemours Cardiac Center, Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children

Department of Pediatrics, Jikei University School of Medicine

3)

Division of Cardiovascular Surgery, Saitama Children’s Medical Center

4)

General Pediatrics, Saitama Children’s Medical Center

Background: In pediatric medicine, beta-blockers are primarily
used for treating cardiovascular disease. However, side effects
such as hypotension, bradycardia, and hypoglycemia can pose
a problem. In particular, while hypoglycemia can cause severe

Abnormalities of coronary artery, congenital or acquired, are

sequelae, its incidence and risk factors in children are unclear.

rare in the pediatric population, but they frequently present

Purpose: To clarify the relationship between the use of beta-

unexpectedly. They may result in life-threatening conditions

blockers and the onset of hypoglycemic attacks, as well as related

if unrecognized; however, in infants and children, preclinical

risk factors, in infants with tetralogy of Fallot.

coronary abnormalities usually do not present with the typical

Methods: Totally, 422 patients with tetralogy of Fallot who were

clinical manifestations seen in adults with myocardial ischemia.

examined between April 1983 and January 2011 were divided

Timely diagnosis of silent myocardial ischemia is frequently

into three groups (group with pulmonary atresia: 116 patients,

challenging in children. Myocardial infarction may occur

group using beta-blockers: 214 patients, and group not using

in anomalous left coronary artery from pulmonary artery

beta-blockers: 92 patients), and the relationship between the

(ALCAPA), right ventricle-dependent coronary artery seen in

use of beta-blockers and the onset of hypoglycemic attacks was

pulmonary atresia with intact ventricular septum (PA/IVS), and

examined.

coronary aneurysm complicated in Kawasaki disease. On the

Results: Hypoglycemia was observed in 16 patients, all of whom

other hand, some coronary artery abnormalities tend to present

were in the group using beta-blockers (16/214 patients: 7.5%).

with unexpected ventricular arrhythmia or sudden cardiac death

The mean blood glucose level at onset was 26.4 mg/dL, and the

(SCD). These include aberrant aortic origin of coronary artery

mean age at onset was 2.3 years. There were no gender-related

(AAOCA) and acquired coronary stenosis after arterial switch

differences, and all patients were using carteolol. The mean Kaup

operation (ASO) for transposition of the great arteries (TGA), and

index was 15.2, and no premature deliveries and babies with low

post-transplant cardiac allograft vasculopathy (CAV), in which

birth weight, severe hypoxemia, or heart failure were observed.

affected patients develop cardiac arrest or SCD without anginal

The causes of onset were poor oral ingestion due to common cold

13

and fasting in 14 of 16 patients (87.5%). Neurological sequelae
were observed in 3 patients.
Conclusions: Beta-blockers were used to prevent anoxia in 214 of
306 patients (69.9%) with tetralogy of Fallot, and hypoglycemia
was observed in 16 of these patients (7.5%). In many patients using
beta-blockers, hypoglycemia was caused by poor oral ingestion as
a result of infection. When using beta-blockers, due care should
be exercised with regard to the appearance of hypoglycemia.

●●Case Report

Successful Staged Fontan Completion for Doubleoutlet Right Ventricle with Intact Ventricular Septum
10.24509/jpccs.170113
1)

1)

Shintaro Okazaki , Koichi Nishida , Satoshi Tamura2),
Yasunori Ishihara3), Satoshi Taniguchi4), Masaaki Yamagishi5)
1)

Department of Pediatrics, Fukui Cardiovascular Center

2)

●●Original Article〈Clinical Science: Congenital Heart Disease〉

Thrombotic or Bleeding Complications in Patients
Undergoing the Fontan Procedure and Receiving
Prophylactic Anticoagulation and/or Antiplatelet
Therapy
10.24509/jpccs.170112
Yuji Tanaka
Department of Pediatrics, National Hospital Organization Kagoshima
Medical Center

Background: Although many patients undergoing the Fontan
procedure require anticoagulants or antiplatelet drugs, there is no
consensus regarding thromboprophylaxis after this procedure.
Methods: To clarify the incidence of thrombotic or bleeding
complications and their characteristics, we retrospectively studied
49 patients (34 male and 15 female) who underwent the Fontan
procedure between 1989 and 2012. Their average age was 16.3±7.7
years, the average age at which total cavopulmonary connection
surgery was performed was 4.5±3.7 years, and the mean duration
of postoperative observation was 59.1±45 months.
Results: All patients received warfarin and all but one received
aspirin. Three patients developed cerebral infarction, one of whom

Department of Pediatrics, Municipal Tsuruga Hospital

3)

Department of Pediatrics, Fukui Aiiku Hospital

4)

Department of Cardiovascular Surgery, Fukui Cardiovascular Center

5)

Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Children’s Medical
Center, Kyoto Prefectural University of Medicine

Double-outlet right ventricle with intact ventricular septum is
an extremely rare heart malformation. To our knowledge, only
42 cases have been reported, and there is no previous case
report achieving Fontan completion. The diagnosis was made
by echocardiography and contrast-enhanced cardiac computed
tomography. Our patient had additional interesting anomalies
such as sinusoidal communications. We describe a successful case
of staged Fontan completion for double-outlet right ventricle with
intact ventricular septum.
●●Case Report

Femoral Artery–Systemic-Pulmonary Shunt–Femoral Vein Wire Loop to Assist Balloon Pulmonary
Valvuloplasty in Infants with Discordant Atrioventricular and Ventriculoarterial Connection,
Ventricular Septal Defect, and Extremely Severe
Pulmonary Stenosis
10.24509/jpccs.170114

also developed renal infarction. With prompt treatment, all three
patients recovered without sequelae. With regard to bleeding
complications, one of three patients who developed pulmonary
hemorrhage died. Gastrointestinal bleeding occurred on six
occasions in three patients, only one of whom had associated
abdominal pain. Urgent blood transfusions were necessary on

1,2)

Nobuyuki Tsujii

1)

1,3)

, Masataka Kitano , Tadaaki Abe

1)

Department of Pediatric Cardiology, National Cerebral and Cardiovascular
Center

2)

Department of Pediatrics, Nara Medical University

3)

Department of Pediatrics, Niigata City General Hospital

five of these occasions. Additionally, subcutaneous hemorrhage,

In neonates with atrioventricular and ventriculoarterial discordant

macrohematuria, ovarian hemorrhage, and polyhypermenorrhea

connection (AVD, VAD), ventricular septal defect (VSD), and

also occurred. In patients with bleeding complications, the mean

extremely severe pulmonary stenosis such as a pin hole (ESPS)

prothrombin time/international normalized ratio was 1.9±0.5.

without arterial duct, a type of systemic-pulmonary shunt (SPS) is

These hemorrhagic events were managed by the discontinuation

usually performed as the first palliation to establish the pulmonary

of aspirin and reduction of the warfarin dosage.

blood flow because it is difficult or risky to perform percutaneous

Conclusion: It is necessary to determine whether a combination

balloon pulmonary valvuloplasty (BPV). However, following SPS,

of aspirin and warfarin is indicated for maintaining adequate

it is possible to make a femoral artery (FA)–SPS–femoral vein (FV)

circulation after the Fontan procedure. Because combination

wire loop that enables performing BPV safely. In two infants with

treatments are likely to cause more bleeding complications, the

AVD, VAD, VSD, ESPS, we performed BPV using a “FA–SPS–FV

use of individual drugs should be investigated.

wire loop” assist without complications as the second palliation to
increase pulmonary blood flow. The “FA–SPS–FV wire loop” is a
safe and useful technique to support BPV also for patients with
AVD, VAD, VSD, and ESPS.
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が大切である．医学的なことのみならず，進学・就職や社会

成人先天性心疾患の心血管機能 第 2 報：至適血行動態
を目指した左心低形成症候群の治療戦略

保障制度の切り替えについても患者個人で解決するには苦労

10.9794/jspccs.33.269

医療については，先天性心疾患は他分野よりも一歩進んでお

齋木 宏文

1,2）

簗 明子

1）

増谷 聡

1）

1）

桒田 聖子

1,3）

岩本 洋一

1）

先崎 秀明

1）

栗嶋 クララ
石戸 博隆

1,4）

金 晶恵

1）

が大きく，必要に応じて専門的な支援が必要である．移行期
り，今後もその推進役となることが期待される．

1）

●●Review【ホットトピックス】

ミトコンドリア心筋症

埼玉医科大学総合医療センター小児循環器

2）

メイヨークリニック循環不全研究室

10.9794/jspccs.33.287

3）

榊原記念病院循環器小児科

4）

いわき市立総合磐城共立病院

左心低形成症候群は，最近まで救命率が著しく低い最重症先
天性心疾患のうちの一つであったが，周術期管理の改善と外
科手術の向上に伴い，術後早期の生命予後は飛躍的に改善し
た．しかしながら，早期のみならず，中長期生命予後の更な
る改善の余地があり，精神神経発達を含めたより高い生活の
質の向上には今尚課題が残されている．本疾患群は，先天的

武田 充人

北海道大学病院小児科

な心血管機能異常に加え，我々が手を加えた結果にも起因す

ミトコンドリア心筋症は，ミトコンドリアの構造，機能に関

る心血管機能異常を包含し，きわめて複雑な病態を形成しう

わる遺伝子の異常によって生じる酸化的リン酸化障害を特徴

る．本稿では HLHS 患者が，胎児期から Fontan 型修復を経

とする心筋症である．通常は全身のミトコンドリア病の心合

て成人する過程に内在する循環動態の特徴に関し，これまで

併症として認識されることが多いが，心筋症が唯一の症状で

の治験をもとに考察し，左心低形成症候群の更なる予後改善

ある場合には見逃されることが多い．原因遺伝子はミトコン

の方策を科学したい．

ドリア DNA と核遺伝子に存在し，症状は無症状のものから
重症心不全，突然死まで様々である．近年，網羅的遺伝子検
査の発達によりミトコンドリア病の原因遺伝子が次々と同定

●●Review【ホットトピックス】

され始めてきているが，ミトコンドリア病は本来罹患組織の

移行期医療

10.9794/jspccs.33.281

酸化的リン酸化障害を証明することで確定診断されてきた経
緯があり，組織の生化学的検査は今なお避けては通れない検
査として位置づけられている．
●●Review【ホットトピックス】

小児肺動脈性肺高血圧症：治療の最前線
10.9794/jspccs.33.297

山村 健一郎

九州大学病院小児科 ハートセンター成人先天性心疾患外来

医学の進歩により小児慢性疾患患者の多くが成人期に達し，
その多くは合併症や遺残症を伴い，引き続き医療が必要であ
る．疾患を有する小児が生涯にわたり持てる機能と能力を最
池原 聡

大限に発揮できるよう，小児期医療から成人期医療への円
滑な橋渡しを行うのが移行期医療（transitional care）であ
る．単なる転科（transfer）にとどまらず，年齢や理解度に

高月 晋一

中山 智孝

松裏 裕行

佐地 勉

東邦大学医療センター大森病院小児科

応じた本人への説明や，チェックリストの活用などにより，

小児期発症の肺動脈性肺高血圧症は，特発性および遺伝性肺

セルフケアの確立に向けた患者教育を早期から開始すること

動脈性肺高血圧症や先天性心疾患による肺高血圧が多く，成
15

人期発症の肺高血圧症とは異なる．また，小児の肺高血圧症

り，高い生存率・生存退院率が得られた．肺血流増加型の

では，臨床症状，治療反応性，予後因子などにおいて，成人

CHD を合併した 18 トリソミーは手術介入なく安定して経過

といくつかの相違点や類似点が存在することがわかってきて

する場合がある．肺血管閉塞性病変により生後の肺高血圧が

いる．しかし，治療に関しては，前向き研究やランダム化比

持続することで，心不全が進行しなかったことが原因と考え

較試験が少ないため，未だ承認されている薬剤が少なく，成

られた．遠隔期の予後改善を目的とした CHD 手術が有効で

人の肺高血圧治療戦略を参考に，現在も模索されている状況

あるかは明らかではなく，治療の選択肢として提案するにあ

である．その使用経験の報告からは小児患者においても成人

たり，情報の蓄積が望まれる．

と同等の効果が得られることがわかってきたが，小児への治
療戦略は未だ確立されていない．成人における治療をそのま
ま小児患者に置き換えることは難しいため，近年小児の治療
戦略に関して新しい提言が報告されはじめてきた．本稿で

●●症例報告

孤立性片側肺静脈閉鎖症の 3 例
10.9794/jspccs.33.318

は，小児期発症の特発性，遺伝性肺動脈性肺高血圧症および
先天性心疾患に伴う肺高血圧症における未承認薬を含む薬物
治療の有効性や安全性，治療戦略に関する新たな知見をまと
めて紹介する．
●●原

宗内 淳

著

先天性心疾患の手術非介入で経過している 18 トリソ
ミーの検討

1）

長友 雄作

渡邉 まみ江

1）

松岡 良平

1）

白水 優光

1）

岡田 清吾

1）

飯田 千晶

1）

城尾 邦彦

2）

落合 由恵

2）

城尾 邦隆

1）

独立行政法人地域医療連携推進機構

九州病院小児科

独立行政法人地域医療連携推進機構

九州病院心臓血管外科

2）

10.9794/jspccs.33.312

1）

1）

孤立性片側肺静脈閉塞は非常に稀な先天性心疾患で，反復
する喀血や肺炎などから診断に至る症例が多い．自然予後
も様々であるため治療介入の是非や時期に苦慮する症例も
存在する．今回自験 3 例を報告し，診断及び治療の留意点を
検討する．症例 1 は 4 歳女児で，1 歳 6 か月より喀血と肺炎

1）

今井 祐喜

1）

加藤 太一

2）

服部 哲夫

1）

加藤 有一

1）

久保田 哲夫

1）

愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院小児科

2）

名古屋大学医学部附属病院小児科

フィーで右肺血流減少を認め右肺静脈閉鎖が疑われた．右肺
動脈楔入造影により閉鎖肺静脈腔を同定し，Sutureless 法に
よる肺静脈再建を行った．症例 2 は 4 歳女児で，喀血で入院

背景：近年 18 トリソミーの先天性心疾患（CHD）に対する

し，肺血流シンチグラフィーで左肺血流減少を認め，左肺動

手術の報告が増加している．当院は在宅移行を目標として治

脈楔入造影により左肺静脈閉鎖と診断した．肺静脈近位端と

療を行っているが CHD 手術の経験はない．積極的な新生児

左房との距離が離れていたので肺静脈再建適応外であった．

治療下での CHD 手術非介入例の経過を検討する．

症例 3 は 36 歳女性で，生後 4 か月より肺炎と喀血を繰り返

方 法：2005 年 4 月 か ら 2015 年 12 月 に 出 生 し た 18 ト リ ソ

していた．肺血流シンチグラフィーで右肺動脈血流低下があ

ミー計 17 例を対象とし，出生状況，生存率，在宅移行率，

り肺動脈楔入造影で右肺静脈閉鎖と診断した．年齢から肺静

死亡原因などについて診療録に基づき後方視的に検討した．

脈再建は断念し，右肺切除は本人も希望しなかった．幼少期

さらに心不全が症候化しうると考えられた肺血流増加型疾患

より反復する喀血や肺炎を呈する場合は，非常に稀な疾患で

の CHD 例を Large Shunt（LS）群として症状の有無を追加

あるが本症を鑑別にあげ，肺血流シンチグラフィーで片側肺

検討した．

の著しい血流低下があれば積極的に肺動脈楔入造影で確定診

結果：全例に CHD を認めた．1 年生存率 64.7％，在宅移行

断を進めることが肝要である．幼児期までに診断し，かつ閉

率 70.6％，退院日齢は 16 ～ 285 日（中央値 129 日）であっ

鎖肺静脈腔が解剖学的に修復可能であれば肺静脈再建は治療

た．死亡例の生存期間は 0 ～ 1,054 日（中央値 104.5 日）で

選択肢の一つとなり，右側肺静脈閉鎖においては Sutureless

あった．LS 群 8 例のうち 5 例（62.5％）が 1 年以上生存し，

法は術後肺静脈狭窄を予防する有効な手術方法であると考え

いずれも心不全は症候化しなかった．死亡 3 例のうち 2 例は

られる．

心不全が原因と考えられた．
結論：本検討では CHD 手術以外の標準的な新生児治療によ
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を繰り返し，造影 CT で右肺静脈欠損と，肺血流シンチグラ
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後遺症なしと診断されていた 6 歳男児で，学校心臓検診の 2

手掌多汗症状に対し胸腔鏡下胸部交感神経遮断術を施行
した QT 延長症候群の一例

次検診で心エコー図検査を施行され，巨大冠動脈瘤と冠動脈

10.9794/jspccs.33.326

必要とした．2 例目は，9 歳時に 9 日間発熱が持続し，他院

熊本 崇

佐賀大学小児科

田代 克弥

飯田 千晶

松尾 宗明

狭窄を認め，ワーファリン定期内服と経皮的冠動脈形成術を
で若年性特発性関節炎と診断され，加療された既往のある
13 歳男児であった．学校心臓検診の 2 次検診で心エコー図

先 天 性 QT 延 長 症 候 群（LQTS） の Torsade de Pointes
（TdP）発生において運動，精神的興奮，ストレスの関与が
知られており，特に LQT1, LQT2 では交感神経興奮が強く
関与するといわれている．そのため TdP 予防としてβ遮断
薬が第一選択薬として挙げられるが，内服コンプライアン
スの問題などにより治療継続に難渋することを時に経験す
る．症例は 14 歳女児．明らかな LQTS，突然死，失神の家
族歴はなく，小学校入学後より失神発作を繰り返していた．

検査を施行したところ，中等度冠動脈瘤を発見した．アスピ
リン定期内服と当科外来での定期経過観察を行っている．2
例の冠動脈瘤とも川崎病の後遺症であり，急性期は発見され
ず，今回初めて診断に至ったものと考える．川崎病性冠動脈
瘤の有無は治療方針や予後を大きく変えるため，心エコー図
検査での冠動脈評価の精度を担保することと，学校心臓検診
で原因不明の発熱が 5 日以上持続した既往者への心エコー図
検査は重要であると考える．

学校健診で QT 延長を指摘され当科を紹介され受診し，遺
伝子検査の結果 QT 延長症候群：LQT2 の診断に至った．発
作予防ためβ遮断薬を開始し，失神発作を起こすことなく
経過していたが，運動耐容能低下のため 10 歳時に治療を自
己中断された．その後失神発作を繰り返したため 13 歳より
通院再開となり，運動制限ならびにβ遮断薬内服を開始し

●●Images in Pediatric and Congenital Heart Disease

A Case of Anomalous Left Anterior Descending
Coronary Artery from the Pulmonary Artery
Combined with Anomalous Right Coronary Artery
from the Left Coronary Sinus
10.9794/jspccs.33.341

た．失神発作を認めなくなったが，精神的に不安定となり不
登校となり，また以前より本人が両側の手掌多汗症状に苦
痛を感じていたため 14 歳時に胸腔鏡下胸部交感神経遮断術
（endoscopic thoracic sympathectomy: ETS）を施行した．

1）

術後は多汗症状の改善が得られ，明らかな合併症を認めるこ

Akiko Takahashi

となく経過した．加えて安静時の補正 QT 時間が 570 ms か

Yohei Yamaguchi

ら 511 ms と改善したので報告する．

2）

1）

Masato Nishioka

1）

2）

Eriko Komiya

2）

Yoshichika Maeda

2）

Shozaburo Doi

Department of Pediatrics, Kawaguchi Municipal Medical Center

2）

Department of Pediatrics and Developmental Biology, Tokyo Medical
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and Dental University

川崎病による冠動脈瘤を学校心臓検診で診断された 2 例
10.9794/jspccs.33.335

嘉村 拓朗

岸本 慎太郎

鍵山 慶之

工藤 嘉公

須田 憲治

久留米大学医学部小児科学教室

吉本 裕良

我々は学校心臓検診時に初めて診断された冠動脈瘤を 2 例経
験した．1 例目は，他院で 3 歳時に川崎病急性期治療を受け，
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日本小児循環器学会雑誌
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Fontan 循環を維持するためには綿密な内科的治療の継続に

●●Review【ホットトピックス】

臓器錯位症候群の発生機序

加え，病態に応じた適切なカテーテル治療および外科的治療
10.9794/jspccs.33.349

の再介入が必要である．

●●Review【ホットトピックス】

先天性心疾患治療における血流解析手法の役割
10.9794/jspccs.33.371

1）

八代 健太

1）

宮川 繁

2,3）

澤 芳樹

3）

大阪大学大学院医学系研究科心臓再生医療学共同研究講座

2）

大阪大学大学院医学系研究科先進幹細胞治療学共同研究講座

3）

大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科学

板谷 慶一

1）

1）

山岸 正明

2）

夜久 均

1）

京都府立医科大学心臓血管外科心臓血管血流解析学

2）

京都府立医科大学小児心臓血管外科

近年のコンピュータ技術の進歩に伴い循環器画像診断は変

臓器錯位症候群は，臓器の左右非対称性に異常を来した奇形

容を遂げつつある．カラー 3 次元動画を自在に使えるよう今

スペクトラムであり，相同心の原因となる．この 20 年余の

日，心臓血管の形態のみならず血流をわかりやすく可視化す

モデル動物を用いた遺伝学・分子生物学的なアプローチによ

る技法である『血流解析』が台頭しつつある．血流解析では

り，脊椎動物の臓器の左右非対称性形成のメカニズムに対す

異常血流を可視化し，乱流がもたらす心筋や血管内皮への力

る理解は飛躍的に深まった．まず，初期胚で，オーガナイ

学的なストレスを可視化し，心臓弁膜症，心筋症，冠動脈疾

ザーであるノード（結節）に「対称性の破れ」が生じる．こ

患，大動脈疾患など幅広い循環器疾患において病態生理の詳

の最初の左右非対称の情報が胚の側方にある側板中胚葉に伝

細に迫ることが可能になる．また，これらの力学的なストレ

達され，これに従い TGF βスーパーファミリーの一つであ

スが心不全や血管イベントなどを予測できるのではないかと

る Nodal が左側の側板中胚葉でのみ排他的に発現する．次

いう期待がある．特に，先天性心疾患は解剖も生理学も複雑

いで NODAL 分子によるシグナルが直接的にビコイド型ホメ

で，複雑な修復を余儀なくされ，従来血流解析と最もなじみ

オドメインを有する転写因子 Pitx2 の発現を左側に誘導し，

の深い領域であった．また昨今の周術期管理の向上により遠

これが左側臓器の形態形成を担う．これら一連の事象におけ

隔期を迎える患者も増多しており予測医療としての血流解析

る発生異常は，いずれも臓器錯位症候群の原因となり得る．

の担う役割は大きい．本稿では血流解析手法の詳細を説明す

残念ながら，モデル動物から得られた知見とヒトの臨床遺伝

ると同時に先天性心疾患での役割を議論する．

学的知見は有機的に統合されている状況とは未だに言えず，
更なる知見の集積と総括が臓器錯位症候群と相同心の成因の
理解に必要である．

●●Review【ホットトピックス】

成人先天性心疾患の不整脈
10.9794/jspccs.33.385

●●Review【ホットトピックス】

Fontan 手術の遠隔成績と再介入
10.9794/jspccs.33.362
中野 俊秀

福岡市立こども病院心臓血管外科

術式の改良と周術期管理法の進歩で Fontan 手術の成績は大
きく改善し，術後患者の多くが成人領域に達している近年，

18

加藤 愛章

筑波大学医学医療系小児科

Fontan 循環特有の遠隔期合併症の発生や心室機能障害，運

成人先天性心疾患では高頻度に不整脈が出現し，心臓突然死

動耐容能の低下など Fontan 術後患者の QOL を低下させる

の原因となることがある．先天性心疾患の種類，術式により

要因が明らかにされ大きな注目を集めている．多くの因子

合併する不整脈の種類が異なり，不整脈の発生には加齢が大

が Fontan 循環を破綻させる危険性を持っており，良好な

きく影響する．先天性心疾患の複雑さや心機能低下の程度に
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より，治療方針が異なってくる．洞不全症候群，完全房室ブ

経胸壁心エコーの心尖部四腔断面から左房（LA）と右房

ロックのいずれでも，徐脈で症候性の場合にはペースメーカ

（RA）の最大面積（Max）
，最小面積（Min）
．さらに心房

植込みの適応となる．心房粗動，心房細動では抗凝固療法が

reservoir 機能の指標として，心房伸展性 Distensibility (Dis)

心原性塞栓症予防のために重要であり，リズムコントロール

［＝ (Max−Min)/Min］を検討した．

には様々な抗不整脈薬が用いられ，カテーテルアブレーショ

結果：LA Dis は，NC 群（1.51±0.25）に比べ ASO 群（1.10

ンも有効である．心室頻拍では薬物治療のみならず，非薬物

±0.22）と SC 群（1.0±0.44）で有意に低下していた．特に

治療と合わせて対応する必要がある．特に心臓突然死予防に

閉鎖栓サイズが大きな群でより LA Dis は低下していた．一

おいては，植込み型除細動器が治療の中心となり，抗不整脈

方，RA Dis は，ASO 群（0.87±0.27）と SC 群（0.59±0.24）

薬やカテーテルアブレーションは付加的な治療という立ち位

で，NC 群（1.38±0.37） よ り 低 下 し て い た が， 閉 鎖 栓 サ

置となる．

イズの大小とは無関係であった．最大心房面積は左右とも
ASO 群と NC 群で差はなかったが，最小心房面積は，ASO

●●原

群のほうが NC 群より大きかった．

著

小児期に留置した心房中隔欠損症に対する Amplatzer
Septal Occluder デバイスの心房機能に与える影響
10.9794/jspccs.33.395

結語：左右心房の伸展性が，ASO 群および SC 群で NC 群よ
り低下していたことから，ASO 治療後および外科手術後で
は心房性不整脈の発生など長期的な心房機能の評価と長期的
予後のための経過観察が必要と思われる．
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大動脈弓離断症術後遠隔期に発生した胸部大動脈瘤の一例
10.9794/jspccs.33.404

4）

2）

長野県立こども病院循環器センター

城尾 邦彦
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落合 由恵
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背景：二次孔型心房中隔欠損症（ASD）に対する Amplatzer

症例は 29 歳男性で，出生後，大動脈弓離断症 A 型，心室中

Septal Occluder を用いた経皮的閉鎖術治療（ASO）におい

隔欠損症と診断された．5 生日に左側開胸で Blalock–Park

て，心房中隔に留置された伸縮性に乏しいデバイスの中長期

法による大動脈弓再建術が施行され，吻合部再狭窄に対し 1

的な心機能への影響については不明な点が多い．この研究で

歳時に再度左側開胸で Dacron パッチによる狭窄部の拡大形

は，ASO の左房および右房機能に与える短期的および中期

成術を施行した．術後約 20 年目より Dacron パッチによる

的影響について検討した．

拡大形成術部位が瘤化し，最大短径 45 mm へ拡大した．3

対 象 と 方 法：ASD 45 例 中 ASO 群 30 例， 外 科 的 閉 鎖 術

回目の左側開胸手術であったが，大腿静脈 – 動脈バイパスに

群（SC）15 例 と 正 常 小 児 対 照 群（NC）15 例 を 対 象 と し

よる部分体外循環下での大動脈瘤切除および人工血管置換術

た．ASO 群は，閉鎖栓サイズの心房中隔長に占める割合の

を施行した．

長野県立こども病院循環器小児科
長野県立こども病院臨床検査科

独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院心臓血管外科
独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院小児循環器科

大小でさらに 2 つのサブグループに分類した．計測項目は，
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■ 学 会 予 定 ・分 科 会 予 定
第 27 回日本小児心筋疾患学会

学会予定
第 54 回日本小児循環器学会総会・学術集会

会期：2018 年 7 月5日
（木）～ 7日
（土）
会場：パシフィコ横浜（神奈川）
会長：富田 英 昭和大学病院

第 10 回教育セミナー Advanced Course

テーマ：
「病態生理から診る小児心疾患治療
～明日からの診療に深みを～」

会期：2018年10月20日
（土）～ 21日
（日）

会期：2018 年10 月13日
（土）

会場：ソラシティカンファレンスセンター（東京）

第 82 回日本循環器学会学術集会

会長：深澤 隆治 日本医科大学

会期：2018 年 3 月23日
（金）～ 25日
（日）

第 38 回日本小児循環動態研究会

会長：澤 芳樹 大阪大学

会期：2018 年10 月20日
（土）～ 21日
（日）
会場：名古屋第二赤十字病院（愛知）

会場：大阪国際会議場 他（大阪）

第 121 回日本小児科学会学術集会

会長：横山 岳彦 名古屋第二赤十字病院

会期：2018 年 4 月20日
（金）～ 22日
（日）

第 23 回日本小児心電学会学術集会

会長：廣瀬 伸一 福岡大学

会期：2018 年11月30日（金）～ 12 月1日（土）

会場：東京医科歯科大学

関連学会予定

会場：福岡国際会議場（福岡）

会場：奈良県立文化会館（奈良）

Weinstein Cardiovascular

会期：2019 年 6 月27日
（木）～ 29日
（土）

第 21 回日本成人先天性心疾患学会総会・学

会期：2018 年 5 月16日
（水）～ 18日
（金）

会長：住友 直方 埼玉医科大学国際医療センター

会期：2019 年1月17日
（木）～ 19日
（土）

当番幹事：土井 庄三郎 東京医科歯科大学

第 55 回日本小児循環器学会総会・学術集会

会場：札幌コンベンションセンター（札幌）

第 56 回日本小児循環器学会総会・学術集会

会期：2020 年 7 月9日
（木）～ 11日
（土）

会長：宮﨑 文 天理よろづ相談所病院

術集会

会場：岡山コンベンションセンター（岡山）
会長：伊藤 浩 岡山大学

会期：2019 年1月24日
（木）～ 26日
（土）

会長：山岸 正明 京都府立医科大学

会場：埼玉県県民健康センター（埼玉）

会長：星野 健司 埼玉県立小児医療センター

分科会予定

第 25 回日本小児肺循環研究会

第 22 回日本小児心血管分子医学研究会

会期：2019 年 2 月9日
（土）

会場：東京医科歯科大学構内予定（東京）

会期：2018 年 7 月5日
（木）

会長：白石 公 国立循環器病研究センター

会場：パシフィコ横浜（神奈川）

当番幹事：廣野 恵一 富山大学

第 25 回日本胎児心臓病学会学術集会

第 19 回小児心臓手術手技研究会

会期：2019 年 2 月15日
（金）～ 16日
（土）

会場：パシフィコ横浜（神奈川）

会長：黒嵜 健一 国立循環器病研究センター

会場：大阪国際会議場（大阪）

会期：2018 年 7 月5日
（木）

Conference 2018

会場：奈良春日野国際フォーラム“甍”
（奈良）

会長：白石 公 国立循環器病研究センター
：山岸 敬幸 慶應義塾大学

第 30 回 JPIC 学会学術集会

会場：京都国際会館（京都）

Development and Regeneration

第 12 回国際川崎病シンポジウム

会期：2018 年 6 月12日
（火）～ 15日
（金）
会場：パシフィコ横浜（神奈川）
会長：石井 正浩 北里大学
：高橋 啓 東邦大学

第 66 回日本心臓病学会学術集会

会期：2018 年 9 月7日
（金）～ 9 月9日
（日）
会場：大阪国際会議場（大阪）
会長：増山 理 兵庫医科大学

第 71 回日本胸部外科学会定期学術集会

会期：2018 年10 月3日
（水）～ 6日
（土）
会場：グランドプリンスホテル新高輪
国際館パミール（東京）

会長：荒井 裕国 東京医科歯科大学

編 集 委 員 会
委 員 長： 白 石

公

副委員長： 宮 地

鑑

発

山岸敬幸

行 : 特定非営利活動法人

日本小児循環器学会

事務局 : 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
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株式会社国際文献社内

委 員： 赤 木 禎 治

安藤

誠

住友直方

高橋

健

TEL ： 03-5937-6467

犬塚

亮

FAX ： 03-3368-2822

E-mail ：
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）

