第 21 回日本小 児 肺 循 環 研 究 会
プログラム・抄 録 集

日時：2015 年１月 31 日
（土） 午前 10 時～午後 5 時 30 分
（受付開始：午前 9 時 20 分）

会場：笹川記念会館
（第 1・2・4・5 会議室）
〒108-0073 東京都港区三田 3-12-12
TEL.03-3454-5062( 代 )
＊会場案内図は最終頁に掲載

参加費：3,000 円
日本小児科学会専門医研修集会単位

：4 単位

日本小児循環器学会専門医研修単位
：8 単位
		
（演者・座長加算 3 単位）

当番幹事

小垣滋豊

大阪大学大学院医学系研究科小児科

お願い
【演者、座長、参加者の皆様へ】
１. 一般演題と要望演題の口演時間：6 分
討論時間：4 分
※ 時間厳守をお願いします。
2. 演者との討論を希望する参加者はマイクをご利用ください。 発表終了後、
マイクの前に立ち、座長の指名を受けたのち、所属・氏名を明確にし
てから、討論をお願いします。 討論は座長の指示に従ってください。
【演者の先生へ】
１. 日本小児循環器学会誌ホームページに抄録が掲載されます。
2. 学会誌用抄録に変更がある場合は受付にお申し出いただき、後日、
変更原稿をメールで事務局へ送付ください。
（学会誌投稿用抄録の規定は演題名・所属・演者・共同演者・
抄録本文あわせて 300 字以内です。）
3. 口演発表：PC プレゼンテーション
（Windows のみ）
です。
（Mac の場合は PCを持参ください）
4. ポスターセッション発表：受付にて発表者であることを示すリボンをお渡し
しますので、胸につけてください。午前 11：00までにポスター会場
（第
4 会議室）
の指定場所に掲示してください。ポスターセッション
（12：45
〜13：25）
は座長なしの自由討論形式としますので、発表者は各掲示板
の前にお立ち下さい。なお、掲示物撤去は 16：00 以降とし、研究会終
了時に撤去されていないものは当方にて廃棄させていただきます。
掲示板の大きさは縦 180cm、横 90cmです。掲示に必要なプッシュピン
は準備いたします。

第 21 回日本小児肺循環研究会 プログラム
（時間割）
9：55〜10：00

開会の辞

当番幹事

小垣滋豊 大阪大学

10：00〜10：40
肺静脈に関連した疾患
				
座長：石川司朗 福岡市立こども病院
10：40〜11：10
教育講演１
			
“Pulmonary Vascular Disease in Bronchopulmonary Dysplasia (BPD)”
				
座長：安河内聡 長野県立こども病院
				
演者：Steven H. Abman, MD,
				
				
				

Professor, Department of Pediatricsand Director,
Pediatric Heart Lung Center; University of Colorado Denver
Anschutz School of Medicine and Children’s Hospital

11：10〜12：10
会長要望演題
			
“ 肺高血圧に関連した基礎研究 ”
				
座長：三谷義英 三重大学
				
市田蕗子 富山大学
12：10〜12：20

休憩
（昼食配布）

12：20〜12：45
教育講演 2 （ランチョンセミナー）
			
“ 小児に対する肺高血圧治療薬の臨床試験の問題点と展望 ”
				
座長：小垣滋豊 大阪大学
				
演者：三浦大先生 東京都立小児総合医療センター循環器科
				

12：45〜13：25
			

日本小児循環器学会 臨床試験委員会				

共催：科研製薬株式会社、東レ株式会社

ポスターセッション
（自由討論） 会場：第 4 会議室
“ 先天性心疾患、肺動脈性肺高血圧、肺動脈血栓 ”			

13：25〜14：15
特別講演
			
“ 血管形成における血管内皮幹細胞システムの解析と応用 ”
				
座長：土井庄三郎 東京医科歯科大学
				
演者：高倉伸幸先生 大阪大学微生物病研究所教授 情報伝達分野
				

共催：アクテリオンファーマシューティカルズジャパン株式会社、日本新薬株式会社

14：15〜15：05
肺血管の発生異常に関連した疾患
				
座長：加藤太一 名古屋大学
				
濱田洋通 東京女子医科大学八千代医療センター
15：05〜16：05
肺動脈性肺高血圧
				
座長：福島裕之 慶應義塾大学
				
山田修 国立循環器病研究センター
16：15〜16：45
教育講演 3
			
“Nitric Oxide (NO)-cGMP Signaling in Persistent Pulmonary Hypertension
			
of the Newborn”
				
座長：佐地勉 東邦大学医療センター大森病院
				
演者：Steven H. Abman, MD,
				
				
				

Professor, Department of Pediatricsand Director,
Pediatric Heart Lung Center; University of Colorado Denver
Anschutz School of Medicine and Children’s Hospital

16：45〜17：25
Fontan 関連
				
座長：中島弘道 千葉県こども病院
17：25〜17：30

閉会の辞

土井庄三郎 東京医科歯科大学
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9：55〜10：00
			

10：00〜10：40
			

開会の辞

当番幹事

小垣滋豊 大阪大学大学院医学系研究科小児科

肺静脈に関連した疾患

座長：石川司朗 福岡市立こども病院小児科（循環器科）

1）総肺静脈還流異常症術後の肺高血圧
― 肺静脈狭窄以外の要因も考えられた小児例
千葉県こども病院循環器内科

永峯宏樹、白神一博、福岡将治、小林弘信、東浩二、村上智明、中島弘道、青墳裕之

2）平均肺動脈圧（mPA）＜35mmHgの術後肺静脈狭窄（PVO）の検討
三重大学大学院医学系研究科小児科 1）
、胸部心臓血管外科学 2）

大橋啓之 1）、三谷義英 1）、澤田博文１）、淀谷典子 1）、大槻祥一郎 1）、早川豪俊 1）、
小沼武司 2）、新保秀人 2）、駒田美弘 1）

3）急速進行性の肺静脈閉塞性肺高血圧症（pulmonary veno-occlusive disease）
を合併したDown 症の一例
地域医療機能推進機構
（JCHO）
九州病院 １）
小児科、２）
心臓血管外科、３）
日本肺血管研究所

米元耕輔１）、宗内淳１）、川口直樹１）、秋本竜矢１）、長友雄作１）、渡辺まみ江１）、城尾邦隆１）、
落合由恵２）、八巻重雄 3）

4）三心房心の臨床像の検討
長野県立こども病院

循環器小児科１）
、心臓血管外科２）

島袋篤哉 、安河内聰１）、瀧聞浄宏１）、田澤星一１）、中野裕介１）、仁田学１）、百木恒太１）、
１）

山崎聖子１）、梅津健太郎２）、新富静矢２）

10：40〜11：10 教育講演１
“Pulmonary Vascular Disease in Bronchopulmonary Dysplasia (BPD)”
			
			

座長：安河内聡 長野県立こども病院循環器小児科
演者：Steven H. Abman, MD,

Professor, Department of Pediatrics and Director,
Pediatric Heart Lung Center; University of Colorado Denver
Anschutz School of Medicine and Children’s Hospital
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11：10〜12：10

会長要望演題
肺高血圧に関連した基礎研究

座長：三谷義英 三重大学大学院医学系研究科小児発達医学
				
市田蕗子 富山大学医学部小児科
			

5）肺動脈性肺高血圧進展における炎症細胞浸潤の関与：
ヒト肺動脈性肺高血圧類似ラットモデルを用いた検討
三重大学大学院医学系研究科 小児科学 1）
、麻酔集中治療学 2）
、修復再生病理学 3）
、
胸部心臓血管外科学 4）
、名古屋市立大学大学院新生児・小児医学分野 5）
、
名古屋大学大学院医学系研究科小児科学 6）

大槻祥一郎 1）、三谷義英 1）、澤田博文 2）、淀谷典子 1）、篠原務 5）、加藤太一 6）、
大橋啓之 1）、Erquan Zhang2）、吉田- 今中恭子 3）、新保秀人 4）、丸山一男 2）、駒田美弘 1）

6）新規エンドセリン受容体拮抗薬マシテンタンは肺高血圧ラットの
早期閉塞性肺血管病変をreverseさせる
（第 2 報）
1）
名古屋市立大学大学院新生児・小児医学分野、2）
三重大学大学院医学系研究科小児科学、
3）
同 麻酔集中治療学、4）
同 胸部心臓血管外科学、5）
名古屋大学大学院医学系研究科小児科学

篠原務 1）、三谷義英 2）、澤田博文 3）、大橋啓之 2）、大槻祥一郎 2）、淀谷典子 2）、
Erquan Zhang 3）、丸山一男 3）、新保秀人 4）、加藤太一 5）、駒田美弘 2）

7）センダイウイルスベクターを用いた肺動脈性肺高血圧症（PAH）に対する
遺伝子治療の可能性
大阪大学大学院医学系研究科小児科学

那波伸敏、石田秀和、馬殿洋樹、高橋邦彦、小垣滋豊、廣瀬将樹、桂木慎一、
髭野亮太、三原聖子、成田淳、岡田陽子、三浦弘司、大薗恵一

8）細胞内カルシウム制御分子イノシトール三リン酸受容体は
肺動脈性肺高血圧の重症化を抑制する
1）慶應義塾大学医学部小児科、2）東京家政学院大学現代生活学部健康栄養学科、
3）理化学研究所脳科学総合研究センター

柴田映道 1）、内田敬子 1,2）、石崎怜奈 1）、土橋隆俊 1）、前田潤 1）、御子柴克彦 3）、
山岸敬幸 1）

9）イノシトール三リン酸受容体（2 型）の肺動脈発生マーカーとしての有用性
1）慶應義塾大学医学部小児科、2）東京家政学院大学現代生活学部健康栄養学科、
3）東京医療センター、4）理化学研究所脳科学総合研究センター

石崎怜奈 1）、内田敬子 1,2）、柴田映道 1）、土橋隆俊 1,3）、前田潤 1）、御子柴克彦 4）、
山岸敬幸 1）
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10）肺高血圧症の進展におけるデクスメデトミジンの役割
1）東京医科歯科大学小児科、2）
同 循環器内科

梶川優介 1）、若林健二 1）、細川奨 1）、土井庄三郎 1）、前嶋康浩 2）、磯部光章 2）

12：10〜12：20

休憩
（昼食をお配りします）

12：20〜12：45

教育講演 2 （ランチョンセミナー）
／スポンサードシンポジウム

“ 小児に対する肺高血圧治療薬の臨床試験の問題点と展望 ”
			
			
		

		

座長：小垣滋豊 大阪大学大学院医学系研究科小児科
演者：三浦大先生 東京都立小児総合医療センター循環器科
日本小児循環器学会

臨床試験委員会

共催：科研製薬株式会社、東レ株式会社

12：45〜13：25 ポスターセッション （於：第 4 会議室）
“ 先天性心疾患、肺動脈性肺高血圧、肺動脈血栓 ”
								
（自由討論をお願いします）
11）エポプロステノール持続静注療法から離脱し得た学校心臓検診で発見された
肺動脈性肺高血圧症の女児例
群馬県立小児医療センター 循環器科

中島公子、新井修平、田中健佑、石井陽一郎、池田健太郎、関満、小林富男

12）Coincidental ASDを伴うPAH 症例の臨床経過
岩手医科大学循環器医療センター 循環器小児科

高橋信、那須友里恵、上田寛修、中野智、早田航、小山耕太郎

13）ヒックマンカテーテルの残存カフによる感染
国立循環器病研究センター小児循環器科

谷口由記、山田修、岩朝徹、帆足孝也

14）3 歳未満での在宅 PGI2 療法
埼玉県立小児医療センター 循環器科

菅本健司、小川潔、星野健司、菱谷隆、森琢磨、細谷通靖、河内文江
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15）片側の気管支軟化症によって著明な左右肺血流不均衡を来した
大動脈縮窄複合術後の1 例
千葉県こども病院

循環器内科

小林弘信、白神一博、福岡将治、永峯宏樹、東浩二、村上智明、中島弘道、
青墳裕之

16）先天性心疾患に重度の肺動脈性肺高血圧を合併したダウン症候群に対する
肺高血圧治療
日本医科大学付属病院

小児科

渡邉誠、深澤隆治、小川俊一

17）左右肺動脈間に狭窄を伴うFontan 適応症例に対する
リング付ゴアテックス使用によるcentral PA plastyの有効性評価
神奈川県立こども医療センター 循環器科 1）
、心臓血管外科 2）

西澤崇 1）、新津麻子 1）、渡邊友博 1）、小野晋 1）、金基成 1）、柳貞光 1）、上田秀明 1）、
大中臣康子 2）、佐多荘司郎 2）、富永崇司 2）、武田裕子 2）、麻生俊英 2）

18）左肺動脈のre-implantation 術後に肺動静脈瘻が改善したTCPC 術後の1 例
聖隷浜松病院

小児循環器科

金子幸栄、村上知隆、井上奈緒、中嶌八隅、森善樹

19）経過中、房室弁逆流に伴う心拡大から肺静脈還流異常を認めた症例報告
中京こどもハートセンター 1）小児循環器科、2）心臓血管外科

江見美杉 1）、大橋直樹 1）、西川浩 1）、福見大地 1）、大森大輔 1）、山本英範 1）、
櫻井一 2）、櫻井寛久 2）、杉浦純也 2）、種市哲吉 2）、大塚良平 2）

20）原因不明の深部静脈血栓・肺動脈血栓をきたした6 歳女児例
東邦大学医療センター大森病院

小児科

井村求基、中山智孝、長谷川慶、松岡正樹、直井和之、池原聡、高月晋一、
松裏裕行、小原明、佐地勉

13：25〜14：15

特別講演／スポンサードシンポジウム

“ 血管形成における血管内皮幹細胞システムの解析と応用 ”

			

座長：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
			
演者：高倉伸幸先生 大阪大学微生物病研究所教授 情報伝達分野
		
		
共催：アクテリオンファーマシューティカルズジャパン株式会社、
		
				
日本新薬株式会社
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14：15〜15：05

肺血管の発生異常に関連した疾患

			
座長：加藤太一 名古屋大学大学院医学系研究科小児科
				
濱田洋通 東京女子医科大学八千代医療センター小児科

21）次世代シーケンサによる多発性肺内蔓状血管腫責任遺伝子の検索
大阪大学大学院医学系研究科

小児科学教室

馬殿洋樹、那波伸敏、高橋邦彦、桂木慎一、廣瀬将樹、髭野良太、三原聖子、
成田淳、市森裕章、岡田陽子、小垣滋豊、大薗恵一

22）修復術後 PAH 標的治療を行った肺血管形成異常を伴うLeft isomerism、
不完全型房室中隔欠損、高度 PH 例
三重大学医学部小児科１）
、心臓血管外科２）
、麻酔集中治療学３）
、はやかわこどもクリニック４）

澤田博文１,３）、大橋啓之１）、淀谷典子１）、大槻祥一郎１）、小沼武司２）、新保秀人２）、
早川豪俊４）、丸山一男３）、駒田美弘１）、三谷義英１）

23）肺小動脈低形成のためグレン手術適応外と考えられた重症房室弁逆流を伴う
単心室・肺動脈閉鎖の乳児早期例
１）JCHO 九州病院

小児科、２）JCHO 九州病院

心臓血管外科、

３）国立病院機構小倉医療センター 小児科、４）
日本肺血管研究所

宗内淳１）、長友雄作１）、渡辺まみ江１）、城尾邦隆１）、城尾邦彦２）、落合由恵２）、
山口賢一郎３）、前田恵 4）、八巻重雄 4）

24）肺小動脈中膜の肥厚と菲薄化が混在していた肺高血圧合併先天性心疾患の
乳児例
地域医療機能推進機構 九州病院

長友雄作、宗内淳、米元耕輔、秋本竜也、川口直樹、渡邉まみ江、城尾邦隆

25）根治術を施行した18トリソミーにおける肺循環
1）大阪医科大学附属病院

小児科、2）
同 小児心臓血管外科、

3）関西医科大学附属枚方病院

小児科

岸勘太 、小田中豊 、尾崎智康 1）、片山博視 1）、玉井浩 1）、根本慎太郎 2）、
1）

1）

内山敬達 3）、吉村健 3）
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15：05〜16：05

肺動脈性肺高血圧

			
座長：福島裕之 慶應義塾大学医学部小児科
				
山田修 国立循環器病研究センター小児循環器科

26）長期 Epoprostenol 治療中の特発性肺動脈性肺高血圧症例に対する
トルバプタンの効果
東京医科歯科大学小児科

松村雄、倉信大、梶川優介、細川奨、土井庄三郎

27）エポプロステノール加療中に甲状腺中毒を発症し
加療により肺高血圧も改善した特発性肺動脈性肺高血圧の1 例
静岡県立こども病院

循環器科

満下紀恵、鬼頭真知子、石垣瑞彦、松尾久実代、藤岡泰生、濱本奈央、
佐藤慶介、芳本潤、金成海、新居正基、田中靖彦、小野安生

28）肺動脈性肺高血圧に対して在宅エポプロステノールを含めた
多剤併用療法中の1 男児例 ～治療目標をどう設定すべきか～
筑波大学

小児科

林立申、加藤愛章、野崎良寛、中村昭宏、高橋実穂、堀米仁志

29）先天性門脈体循環シャントに合併した肺高血圧症に対する塞栓術の効果
九州大学病院小児科

白水優光、山村健一郎、寺師英子、鵜池清、中島康貴、平田悠一郎、永田弾、
森鼻栄治、原寿郎

30）ミトコンドリア DNA 枯渇症候群に対する肝移植後に肺動脈性肺高血圧症を
合併した一例
国立成育医療研究センター 循環器科

佐々木瞳、小野博、越智琢司、真船亮、林泰佑、金子正英、三﨑泰志、賀藤均

31）肺移植が検討された肺高血圧症例の患者背景
東邦大学医療センター大森病院

小児科

中山智孝、直井和之、池原聡、高月晋一、松裏裕行、佐地勉
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16：15〜16：45 教育講演 3
“Nitric Oxide (NO)-cGMP Signaling in Persistent Pulmonary
Hypertension of the Newborn”
			
			

16：45〜17：25
			

座長：佐地勉 東邦大学医療センター大森病院小児科
演者：Steven H. Abman, MD,

Professor, Department of Pediatrics and Director,
Pediatric Heart Lung Center; University of Colorado Denver
Anschutz School of Medicine and Children’s Hospital

Fontan 関連
座長：中島弘道 千葉県こども病院循環器科

32）右側相同心・右心バイパス患者に生じたsolid type 肺動静脈瘻の3 例
国立循環器病研究センター 小児循環器科

岩朝徹、山田修、根岸潤、谷口由記、矢崎諭、大内秀雄、白石公

33）肺動脈縮窄病変に姑息的ステント留置術を施行した単心室・肺動脈閉鎖症例の
遠隔期フォンタン循環
あいち小児保健医療総合センター 循環器科 1）
、心臓外科 2）

小山智史 1）、安田和志 1）、村山弘臣 2）、大下裕法 1）、大島康徳 1）、森啓充 1）、河井悟 1）、
馬場礼三 1）

34）在宅酸素療法導入、肺血管拡張薬導入、側副血行路塞栓、心不全治療強化
により肺循環が改善しTCPC 施行可能となったPA/IVS 症例
神奈川県立こども医療センター 循環器科 1） 心臓血管外科 2）

柚木有紀 1）、西澤崇 1）、新津麻子 1）、渡邊友博 1）、小野晋 1）、金基成 1）、柳貞光 1）、
上田秀明 1）、大中臣康子 2）、佐多荘司郎 2）、富永崇司 2）、武田裕子 2）、麻生俊英 2）

35）肺高血圧（PH）のため適応外とされていたが成人期にFontan 手術に至った１例
東京女子医科大学病院

循環器小児科

狩野実希、杉山央、原田元、竹内大二、清水美妃子、石井徹子、稲井慶、
豊原啓子、篠原徳子、富松宏文、中西敏雄

17：25〜17：30

			

閉会の辞

次期当番幹事 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
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演題抄録集

1）総肺静脈還流異常症術後の肺高血圧
― 肺静脈狭窄以外の要因も考えられた小児例
千葉県こども病院循環器内科

永峯宏樹、白神一博、福岡将治、小林弘信、東浩二、村上智明、中島弘道、
青墳裕之
【背景】片側の肺静脈狭窄 (PVO)では、対側の肺血管が正常であれば必ずしも肺動脈圧の上
昇 (PH)は起こさない。【症例】
日齢 1にTAPVC repair 施行。5 か月時に等圧まで右室圧上昇
あり左 PVO が確認された。肺血流シンチグラムでは左右差なく、細い左肺静脈のため外科的
介入困難であり内科的治療を優先。右側 PAHをターゲットにシルデナフィル内服。1 歳時の心
臓カテーテル検査にてPH、右側の高い PVR が確認され酸素負荷への反応性あり。ボセンタ
ン併用後は右室圧 / 左室圧比 0.4 程度で推移している。【考察】左 PVOに伴う肺高血圧に加え、
対側の肺動脈性肺高血圧も合併した症例。文献的考察を加え報告する。

2）平均肺動脈圧（mPA）＜35mmHgの術後肺静脈狭窄（PVO）
の検討
三重大学大学院医学系研究科小児科 1）
、胸部心臓血管外科学 2）

大橋啓之 1）、三谷義英 1）、澤田博文１）、淀谷典子 1）、大槻祥一郎 1）、早川豪俊 1）、
小沼武司 2）、新保秀人 2）、駒田美弘 1）
術後 PVO は、進行性で早期再介入が必要とされるが、緩徐に進行するタイプも散見され
る。mPA が 35mmHg 未満のTAPVR3 例、シミター症候群（SS）1 例、rt. PAPVR1 例（TGA
VSD PA PDA 合併）
で検討した。初回肺静脈手術時年齢は、生後 0日-6 歳
（中央値生後 55日）
。
PVO 出現時期は、術後 2-372日
（中央値 117日）。SS の 1 例のみに再手術を行ったが、再狭
窄となった。肺内側副血管が発達しており、最終的にmPA 32mmHgであった。遠隔期合併
症としては喀血をTAPVRの1 例に認め、コイル塞栓術を必要とした。静脈側副血管の発達 /
術後 4-6 か月以上で出現のPVOの経過は、必ずしも進行性でない。
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3）急速進行性の肺静脈閉塞性肺高血圧症（pulmonary
veno-occlusive disease）
を合併したDown 症の一例
地域医療機能推進機構
（JCHO）
九州病院 １）
小児科、２）
心臓血管外科、３）
日本肺血管研究所

米元耕輔１）、宗内淳１）、川口直樹１）、秋本竜矢１）、長友雄作１）、渡辺まみ江１）、城尾邦隆１）、
落合由恵２）、八巻重雄 3）
在胎 35 週、出生体重 2.4kg、ダウン症候群の女児。部分型心内膜症欠損症と動脈管開存
症と診断。１か月時、Qp/Qs=1.88、肺動脈圧 =65/12mmHg、Pp/Ps=0.89、肺血管抵抗
=3.6Wood 単位。動脈管結紮術を施行しQp/Qs=1.38、肺動脈圧 =44/9（23）mmHg、Pp/
Ps=0.47、肺血管抵 =3.09Wood 単位と肺高血圧の改善あり。肺生検にて肺小動脈中膜発育
不全は無くHeath-Edward 分類 1 度、IPVD 1.0 であった。4 か月時よりSpO2 低下、右心系
拡大が進行し、肺動脈 =96/38mmHg、Pp/Ps=1.39、肺血管抵 =13.3Wood 単位と肺高血
圧が増悪。ボセンタン内服やフローラン静注を開始するも右心不全は進行し7 か月時に死亡した。
肺組織診断で肺静脈は動脈様に高度の内膜線維性肥厚と内腔閉塞を生じており、PVODと
診断した。Down 症候群においてPVODは稀ながら憂慮すべき病態として認識すべき必要が
ある。

4）
三心房心の臨床像の検討
長野県立こども病院

循環器小児科１）
、心臓血管外科２）

島袋篤哉１）、安河内聰１）、瀧聞浄宏１）、田澤星一１）、中野裕介１）、仁田学１）、百木恒太１）、
山崎聖子１）、梅津健太郎２）、新富静矢２）
（はじめに）三心房心は、病型、交通孔の大きさ、合併する心奇形に予後は左右され、肺静脈うっ
血（PVO）
による肺高血圧、左右短絡の増加（High Qp）
による低酸素血症と心不全を呈する。
（対象と方法）患者 13 例（男9 例、女 4 例 , 日齢 0〜10 歳 :中央値 1ヶ月）。病型（Lucas-Schmidt
分類）
・心奇形合併の有無・治療経過・予後について検討。
（結果）病型 (ⅠA;3 例、IB1;4 例、ⅡA;2 例、ⅢA;2 例、分類不能；2 例 )。心奇形合併 7 例
（polysplenia,IVC 欠 損２例、HLHS ３例、そ の 他 2 例）手 術；心 奇 形 合 併（PVO5 例：
HighQp2 例）非合併（PVO5 例：High Qp1 例）。非合併５例のPVOは多呼吸、チアノーゼで
受診し、交通孔 3mm 以下でPHを認め緊急手術を要したが、術後、肺高血圧改善を認めた。
心奇形合併例は早期診断可能であったが、術後の肺高血圧の残存や低心拍出により、３例
は死亡した。
（結語）非心奇形合併例の早期診断は困難で、急速に病状は進行するが、隔
壁の除去により肺高血圧は改善された、しかし、心奇形合併例の予後は不良であった。
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教育講演 1

Pulmonary Vascular Disease in Bronchopulmonary
Dysplasia (BPD)
Steven H. Abman, MD,
Professor, Department of Pediatrics and Director, Pediatric Heart Lung Center;
University of Colorado Denver Anschutz School of
Medicine and Children’s Hospital
Advances in perinatal medicine have dramatically increased survival of extremely premature
newborns over the past few decades. However, preterm infants remain at high risk for late
respiratory morbidity and mortality due to the development of BPD. BPD is the chronic lung
disease of infancy that generally occurs in preterm infants who have required respiratory
support and oxygen therapy at birth. Early injury to the developing lung can impair vascular
and alveolar growth, which results in simplification of the distal lung airspace and clinical
manifestations of BPD. BPD is the most common complication of preterm birth, occurring
in 68% of infants born less than 29 weeks gestation and weighing between 400 and 1500g as
determined by the NIH Workshop severity-based diagnostic criteria. BPD is characterized
by persistent respiratory disease, recurrent exacerbations with frequent hospitalizations
and emergency room visits, exercise intolerance, and related respiratory problems that can
extend into adulthood. Insights into early factors that contribute to the pathogenesis of BPD
are needed in order to develop better strategies for the prevention and treatment of at-risk
premature newborns.
The pulmonary circulation in BPD is characterized by abnormal growth, including decreased
vascular branching, an altered pattern of vascular distribution within the interstitium, and
persistent precapillary arteriovenous anastomotic vessels. Although the pathogenesis of
BPD is complex and multifactorial, preclinical studies have shown that early disruption
of angiogenesis in the developing lung impairs alveolarization and causes sustained
abnormalities of lung structure that mimic clinical BPD. Autopsy studies examining
lung tissue from infants who died with severe BPD provide further evidence that BPD
is characterized by disruption of angiogenic factor expression. Reduction of the alveolarcapillary surface area has been identified in preterm infants with BPD, which likely impairs
gas exchange and increases the need for prolonged oxygen and ventilator therapy, worsens
hypoxemia with acute respiratory infections and exercise, and may increase the risk for
developing pulmonary hypertension. Since the original description of BPD, late PH has
been associated with decreased survival in infants with BPD. However, the actual incidence
of PH in preterm infants with BPD has been uncertain and prospective studies that have
systematically examined the incidence of PH in BPD are limited. We recently reported that
early PH (at 7 days of age) was identified in 42% of infants, and that 14% were diagnosed with
late PH (at 36 weeks PCA). Early PH was a risk factor for both increased BPD severity (RR,
1.12; 95% CI: 1.03 - 1.23) and late PH (RR, 2.85; 95% CI: 1.28 - 6.33). Infants with late PH had
greater duration of oxygen therapy and increased mortality in the first year of life (p <0.05).
These findings support the concept that early pulmonary vascular disease is associated with
the development of BPD and with late PH in preterm infants. Echocardiograms at 7 days of
age may be a useful tool to identify infants at high risk for BPD and PH.
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5）肺動脈性肺高血圧進展における炎症細胞浸潤の関与：
ヒト肺動脈性肺高血圧類似ラットモデルを用いた検討
三重大学大学院医学系研究科 小児科学 1）
、麻酔集中治療学 2）
、修復再生病理学 3）
、
胸部心臓血管外科学 4）
、名古屋市立大学大学院新生児・小児医学分野 5）
、
名古屋大学大学院医学系研究科小児科学 6）

大槻祥一郎 1）、三谷義英 1）、澤田博文 2）、淀谷典子 1）、篠原務 5）、加藤太一 6）、大橋啓之 1）、
Erquan Zhang2）、吉田- 今中恭子 3）、新保秀人 4）、丸山一男 2）、駒田美弘 1）
VEGF 受容体阻害剤 Sugen5416 投与と低酸素暴露 3 週間により進行性のヒト肺動脈性肺
高血圧類似ラットモデルが作成され、内膜病変、叢状病変の進行過程において、形質転換し
た平滑筋細胞（SMC）
が病変の進展に関わることを昨年報告した。しかし本モデルの肺血管病
変の進展過程におけるSMCの形質転換と炎症の関連は不明である。今回、免疫組織染色を
用いた肺血管周囲のT cell、macrophage、mast cellの定量評価と、肺組織内の炎症関連
遺伝子発現解析を行い、本モデルの肺血管病変の進展に炎症細胞浸潤が関連するとの仮説
を検証したので結果を報告する。

6）新規エンドセリン受容体拮抗薬マシテンタンは肺高血圧ラット
の早期閉塞性肺血管病変をreverseさせる
（第 2 報）
1）
名古屋市立大学大学院新生児・小児医学分野、2）
三重大学大学院医学系研究科小児科学、
3）
同 麻酔集中治療学、4）
同 胸部心臓血管外科学、5）
名古屋大学大学院医学系研究科小児科学

篠原務 1）、三谷義英 2）、澤田博文 3）、大橋啓之 2）、大槻祥一郎 2）、淀谷典子 2）、
Erquan Zhang 3）、丸山一男 3）、新保秀人 4）、加藤太一 5）、駒田美弘 2）
マシテンタンが Sugen/ 低酸素誘発肺高血圧ラットの早期閉塞性肺血管病変（OPVD）
を
reverseし、後期 OPVD の進展は抑制するが reverseしない事を報告した。今回、病期によ
る効果・分子機序の違いを検討した。早期治療（Sugen 投与後 3-5 週 ,マシテンタン30mg/kg/日）
ないし後期治療（5-8 週）
を行い検討した。早期でマシテンタンは OPVD のαSMA 陽性細胞
に対して増殖を抑制し、抗細胞死因子 survivin 発現を低下させ、細胞死マーカーcleaved
caspase3 発現を増加させた。後期では増殖を抑制したが、細胞死関連因子の発現に影響せ
ず、細胞死抵抗性の抑制に耐性を認めた。
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7）
センダイウイルスベクターを用いた
肺動脈性肺高血圧症（PAH）に対する遺伝子治療の可能性
大阪大学大学院医学系研究科小児科学

那波伸敏、石田秀和、馬殿洋樹、高橋邦彦、小垣滋豊、廣瀬将樹、桂木慎一、髭野亮太、
三原聖子、成田淳、岡田陽子、三浦弘司、大薗恵一
[ 背景 ] 機能獲得型 NPR-B 変異体を用いて、PAHに対する治療応用への基盤となる研究を行い、
本研究会で結果の一部を報告してきた。これまでの研究では、遺伝子導入にアデノウイルスベクター
を用い、ヒト肺動脈平滑筋細胞 (PASMC) および Sugen 肺高血圧症ラットに変異型 NPR-Bを
導入して効果を検討してきた。
[目的と方法 ] 高い遺伝子導入効率と安全性からヒトへの遺伝子導入のツールとして期待されて
いるセンダイウイルスベクターを用いてPASMCに変異型 NPR-Bを遺伝子導入し、効果を検討
した。
[ 結果 ]センダイウイルスベクターを用いた遺伝子導入は、アデノウイルスに比較し、少ないウイル
ス量で同様にcGMPの上昇と増殖抑制効果を確認できた。
[ 考案 ]センダイウイルスを用いてPASMCに変異型 NPR-Bを遺伝子導入すると、同様に有効
性が確認できた。現在肺高血圧モデルラットを用いて治療効果を検討中である。

8）細胞内カルシウム制御分子イノシトール三リン酸受容体は
肺動脈性肺高血圧の重症化を抑制する
1）慶應義塾大学医学部小児科、2）東京家政学院大学現代生活学部健康栄養学科、
3）理化学研究所脳科学総合研究センター

柴田映道 1）、内田敬子 1,2）、石崎怜奈 1）、土橋隆俊 1）、前田潤 1）、御子柴克彦 3）、山岸敬幸 1）
細胞内 Ca2+ 放出チャネルの一つであるイノシトール三リン酸受容体（IP3R）
のサブタイプのうち、
2 型（IP3R2）
は肺動脈平滑筋に強く発現する。今回私たちは、IP3R2ノックアウトマウス
（KO）
を
用いて低酸素曝露による肺動脈性肺高血圧症（PAH）
モデルを作製し野生型（WT）
と比較した。
KOでは心エコー上 PAH の所見が増悪し、右室肥大と肺動脈中膜肥厚が悪化していた。さ
らに、KOの肺動脈平滑筋細胞ではTUNEL 陽性細胞数が減少し、肺動脈平滑筋の初代培
養細胞におけるCa2+イメージングでは貯蔵作動型 Ca2+ 流入が増加していた。以上より、IP3R2
は細胞内 Ca2+ の制御とアポトーシスの誘導により血管リモデリングを抑制し、PAHの進展を防ぐ
と考えられる。
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9）
イノシトール三リン酸受容体（2 型）の
肺動脈発生マーカーとしての有用性
1）慶應義塾大学医学部小児科、2）東京家政学院大学現代生活学部健康栄養学科、
3）東京医療センター、4）理化学研究所脳科学総合研究センター

石崎怜奈 1）、内田敬子 1,2）、柴田映道 1）、土橋隆俊 1,3）、前田潤 1）、御子柴克彦 4）、山岸敬幸 1）
イノシトール三リン酸受容体 (IP3R) の 3 サブタイプは相補的に心臓・血管発生に役割を担う。
今回私たちは、IP3R2の発現を観察できるLacZマーカー遺伝子を導入したIP3R2 ノックアウト(KO)
マウスを用いて、肺発生におけるIP3R2-LacZ マーカーの発現を経時的に観察した。IP3R2LacZ マーカーは肺動脈平滑筋に特異的に発現し、その発生過程を血管造影のように標識し
た。さらに肺動脈平滑筋は中枢側から末梢側へ経時的に発生・伸長する事が示された。また、
総動脈幹症のTbx1 変異マウスとの交配で、このマウスでは肺動脈平滑筋は伸長するが、末
梢毛細血管に異常がある可能性が示唆された。IP3R2-LacZ は肺動脈発生過程および発生
異常の解析に有用である。

10）肺高血圧症の進展におけるデクスメデトミジンの役割
1）東京医科歯科大学小児科、2）
同 循環器内科

梶川優介 1）、若林健二 1）、細川奨 1）、土井庄三郎 1）、前嶋康浩 2）、磯部光章 2）
肺高血圧症の発症・進展において炎症は重要な役割を果たす。デクスメデトミジン
（DEX）
はα2アドレナリン受容体作動薬で、鎮静剤として臨床使用されるが、動物実験では抗炎症作
用を有すると報告がある。我々は、モノクロタリン
（MCT）誘発ラット肺高血圧モデルにおいて、
DEXは肺高血圧を改善するという仮説を立てた。6 週齢の雄性 SDラットにMCTを皮下注射
し、14日後からDEXを2μg/kg/hrで持続投与した。DEX 投与群では右室収縮期圧は顕著
に低下し、RV/LV+S 重量比や肺小動脈の中膜肥厚の改善を認めた。肺高血圧改善機序と
して、肺動脈平滑筋細胞の増殖抑制・アポトーシスへの関与が示唆される。
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教育講演 2

小児に対する肺高血圧治療薬の臨床試験の問題点と展望
1）東京都立小児総合医療センター循環器科、2）
日本小児循環器学会

臨床試験委員会

三浦大 1,2）、賀藤均 2）、中川雅生 2）、水上愛弓 2）、佐地勉 2）
【背景】
わが国の小児医薬品は、成人領域に比べ開発が遅れ、70%は未承認薬といわれている。
未承認薬の適応外使用には、保険診療、適正使用、医療訴訟、副作用対策などの問題がある。
今回、小児治験が困難な肺高血圧治療薬に対する取り組みの現状を紹介する。
【方法】対象患者の登録がほとんどないという問題の解決のため、1）医療機関：小児治験
ネットワークの構築、日本小児循環器学会による活性化計画、2）医薬品医療機器総合機
構（PMDA）
：未承認薬検討会議の開催、小児開発チームの発足、などが行われている。
さらに最近では、3）製薬企業：企業間の垣根を越えた有志の協力体制（HOPE：Hands
to Offering innovative Pediatric medicine for Excellence）
による推進活動が始まった。
【考察】
こうした取り組みを肺高血圧治療薬の治験実施に結びつけるためには、医療機関、
規制当局、開発企業の産官学連携を強固にしなければならない。また、小児循環器科医は
治験の重要性を認識し、協力して進める必要がある。

メモ
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11）
エポプロステノール持続静注療法から離脱し得た
学校心臓検診で発見された肺動脈性肺高血圧症の女児例
群馬県立小児医療センター 循環器科

中島公子、新井修平、田中健佑、石井陽一郎、池田健太郎、関満、小林富男
小 1の心臓検診で左 2 弓の突出を指摘され、平均肺動脈圧 30mmHg、肺血管抵抗 7.1U・
m2と軽度肺高血圧を認め PGI2 経口薬を開始し、sildenafil、bosentanを追加した。10 歳時
に感染を契機に失神も認め、エポプロステノール
（以下、EPO）持続静注療法を30ng/kg/
minで導入。4 年間の体重増で11ng/kg/minまで自然減量後も経過安定しておりEPO 離脱
を試み、1 年間で 0.5ng/kg/minまで漸減。離脱前の BNP は 4.0pg/ml 未満、平均肺動脈
圧は15mmHgのためEPOを中止し経口薬のみとした。EPO 離脱成功の要因として、検診に
よる早期発見、早期介入が推察された。

12）Coincidental ASDを伴うPAH 症例の臨床経過
岩手医科大学循環器医療センター 循環器小児科

高橋信、那須友里恵、上田寛修、中野智、早田航、小山耕太郎
【症例】8 歳男児。6 歳 2 か月時に10mm 径前後の ASDと著明な右心拡大を指摘。心エコー
で TRPG 64mmHg、ASD は両方向性シャントで coincidental ASDを伴うPAHと判断。 酸
素および sildenafil、bosentan、beraprostを投与した。投与 2 → 7 か月後の心臓カテーテル
で PAp 56/32/41 → 53/26/37mmHg、Qp/Qs 1.1 → 1.4、Rpi 8.5 → 7.2 unit・m2と軽減し、
7 か月後の ASD occlusion test で PAp 53/26/37 → 44/23/32mmHg の低下を確認した。し
かしAmplatzer Septal Occluderによる閉鎖は保留した。その後、気道感染によりPH の進
行を認め、8 歳 1 か月時に救急搬送された。心エコーでASDは右左優位シャントでLV が顕著
に圧排されていた。心臓カテーテルで PAp=70/52/59mmHg、Pp/Ps=1.0、Qp/Qs=0.63、
Rpi= 24.5unit・m2、CI 1.54L/min/m2 の所 見を認め epoprostenol を導 入した。【まとめ】
ASDの存在で危機的状態を回避できた。Coincidental ASDを伴うPAH 症例への対応は慎
重であるべきである。
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13）
ヒックマンカテーテルの残存カフによる感染
国立循環器病研究センター小児循環器科

谷口由記、山田修、岩朝徹、帆足孝也
【背景】
ヒックマンカテーテル
（HC）感染には、血流感染と皮下トンネル感染がある。今回 HC 感
染にてカテーテルを抜去したが、カフが残存し感染が遷延した2 例を経験したので報告する。
【症例】症例 1は29 歳女性、大動脈肺動脈窓術後、肺高血圧に対しエポプロステノール
（EPO）
投与中。感染にてカテーテル抜去後、抜去部からの排膿が続き、後にカフの自然排出を認め
創部は改善した。
症例 2 は 20 歳男性、原発性肺高血圧症に対しEPO 投与中。感染にてカテーテル抜去後も
抜去部の局所感染があり、後に残存カフを外科的に摘出したところ感染は鎮静化した。
【まとめ】HC 感染はカテーテルの入れ替えを要するが、抜去時にはカフ残存がないかどうか
確認を要する。

14）3 歳未満での在宅 PGI2 療法
埼玉県立小児医療センター 循環器科

菅本健司、小川潔、星野健司、菱谷隆、森琢磨、細谷通靖、河内文江
在宅 PGI2 療法はカテーテルの管理や薬剤調整などの負担があり、3 歳未満の患児では協
力が得られず困難が予想される。
症例 1）乳児 iPAHの女児。生後 2ヶ月で発作的な意識消失発作で発症。経口肺血管拡張薬
および酸素ではPH 発作は抑制できなかったが、PGI2を導入したところ5ng/kg/min 程度で発
作は消失した。在宅 PGI2 療法に移行し正常肺動脈圧を維持できている。
症例 2）乳児型 Scimitar 症候群の男児。動脈管結紮、APCAのコイル塞栓、HOT、経口肺
血管拡張薬の治療後も体血圧を超えるPH が続いた。2 歳 8ヶ月時にPGI2 導入、13ng/kg/
min 投与でPHは体血圧の60%まで改善した。
乳児期から幼児期早期での在宅 PGI2 療法はトラブルなく管理できている。またPGI2の効果も
年長例より良いように思える。不可逆的な肺血管閉塞性病変が進行する前のPGI2 療法はより
効果的なのかもしれない。
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15）
片側の気管支軟化症によって著明な左右肺血流不均衡を
来した大動脈縮窄複合術後の1 例
千葉県こども病院

循環器内科

小林弘信、白神一博、福岡将治、永峯宏樹、東浩二、村上智明、中島弘道、
青墳裕之
【はじめに】
片側の気管支軟化症によって肺血流不均衡を来した大動脈縮窄複合の1 例を経験した。
【症例】
日齢 34に一期的修復術を施行。術後 1 年のCTでは肺動脈に有意な狭窄を認めなかっ
たが、肺血流シンチグラムでR:L=84:16と左右差を認めた。換気シンチグラムはR:L=89:11であっ
た。気管支鏡検査にて左主気管支軟化症の診断。心臓カテーテル検査では平均肺動脈圧は
左右とも15mmHg、肺血管抵抗は右 4.2 単位・m2、左 25.1 単位・m2 であった。夜間非侵襲
的陽圧換気を導入し、1 年後には肺血流シンチグラム、換気シンチグラムともにほぼ左右差なく
改善した。【結語】片側の気管支軟化症の改善によって肺血流不均衡も是正された。

16）先天性心疾患に重度の肺動脈性肺高血圧を合併した
ダウン症候群に対する肺高血圧治療
日本医科大学付属病院

小児科

渡邉誠、深澤隆治、小川俊一
先天性心疾患に重度の肺動脈性肺高血圧を合併したダウン症候群に対する肺高血圧治療
薬治療が奏功した2 症例を報告する。
症例 1：診断はASD・PDA。PDA 結紮術後のRp が 8.8 単位にてBeraprostとBosentanを開始。
その後呼吸状態悪化を認め、一時的にEpoprostenolを投与し、Tadalafilも追加。追加後、
Rpは2.4 単位となり根治術を施行。術後 Rp 2.7 単位で経過した。
症例 2：診断は VSD。根治術前の Rp は 5.4 単位であったが、術後 Rp 6.4 単位となるため、
BeraprostとBosentanを開始し、最終的にTadalafilも追加。術後のRpは3.6 単位まで改善
した。
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17）左右肺動脈間に狭窄を伴うFontan適応症例に対するリング付
ゴアテックス使用によるcentral PA plastyの有効性評価
神奈川県立こども医療センター 循環器科 1）
、心臓血管外科 2）

西澤崇 1）、新津麻子 1）、渡邊友博 1）、小野晋 1）、金基成 1）、柳貞光 1）、上田秀明 1）、
大中臣康子 2）、佐多荘司郎 2）、富永崇司 2）、武田裕子 2）、麻生俊英 2）
単心室循環症例でTCPC 前に左右 PA 間が severe stenosis 或いはnon confluentとなっ
てしまう症例がある。当院にて BCPS 後に左右 PA 間が obstructiveとなりTCPC 施行時に
リング付ゴアテックスを使用しcentral PA 形成を行った症例を検討した。
症例は HLHS 4 例：Norwood 後 LPA obstruction 有。 ＴＡ
（Ｉ
Ｉ
ａ）
：LPA plasty 施行するも
LPA obstruction 有 1 例。DORV, hypo LV,LSVC, lt.original Glenn, RV-RPA shunt1 例。
計 6 例。
6 例中 2 例が周術期早期に閉塞となった。いずれもnon confluent 側をBTSにてPAを育てた
後形成を行った症例であった。TCPC 成立後血栓形成にて循環障害を生じた例が一例あった。
周囲の組織から圧排を受けにくいリング付ゴアテックスによるcentral PA 形成は左右 PA 間に
狭窄がある症例に対して有効なバイパスとなり得るが、閉塞例も存在し、適応や管理に更なる
工夫が必要である。

18）左肺動脈のre-implantation 術後に肺動静脈瘻が改善した
TCPC 術後の1 例
聖隷浜松病院

小児循環器科

金子幸栄、村上知隆、井上奈緒、中嶌八隅、森善樹
症例は現在 6 歳の男児。診断は無脾症・両大血管右室起始・完全房室中隔欠損・肺動脈狭窄、
両側上大静脈。生後 4 か月で両方向 Glenn 術、2 歳 1 か月で TCPCを施行した。両側両方
向性 Glenn 術後より左上葉に肺動静脈瘻が出現し、TCPC 術後 1 年の心臓カテーテル検査
では左房の O2 Sat は 85% であった。左肺動脈上葉枝が左上大静脈から分岐し、hepatic
factor 欠如が原因と考え、3 歳 11 か月時に左肺動脈にhepatic factorを含む下大静脈血が
流れるようにre-implantation 術を施行した。術後 2 年の心臓カテーテル検査で左上葉肺動静
脈瘻は造影上および contrast echo 上軽減しており左房、大動脈のO2 Satは95%と改善して
いた。
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19）経過中、房室弁逆流に伴う心拡大から
肺静脈還流異常を認めた症例報告
中京こどもハートセンター 1）小児循環器科、2）心臓血管外科

江見美杉 1）、大橋直樹 1）、西川浩 1）、福見大地 1）、大森大輔 1）、山本英範 1）、
櫻井一 2）、櫻井寛久 2）、杉浦純也 2）、種市哲吉 2）、大塚良平 2）
＜はじめに＞単心室に肺静脈還流異常症を伴うとき、Fontan 到達例が少なくなることはよく知ら
れている。今回、経過中に肺静脈還流異常が出現した症例を経験したので報告する。
＜症例＞症例は3 歳 10ヶ月の女児。出生時診断は単心房、単心室、大動脈縮窄症、房室弁
逆流が moderate。経過中房室弁逆流に対して形成術を繰り返すも制御が困難で、mildPH
の所見はあったもののグレン術、および弁置換術を施行。術後、抜管困難でCTを確認したと
ころ心拡大のため心臓が左側へシフト、それにより左気管支および左肺静脈への圧迫がおこっ
ていることが判明。大動脈つりあげ術、および suturlessによるPVO 解除術施行。現在その
手術から3ヶ月が経過するが CTにて再度 PVOの所見が認められている。
＜まとめ＞今回幼児期に心臓拡大、肺静脈還流障害をもたらしたのは房室弁逆流であった。
ただ肺静脈還流異常と房室弁逆流は必ずしも対応しておらず、他要因についても検討したい。

20）原因不明の深部静脈血栓・肺動脈血栓をきたした
6 歳女児例
東邦大学医療センター大森病院

小児科

井村求基、中山智孝、長谷川慶、松岡正樹、直井和之、池原聡、高月晋一、松裏裕行、
小原明、佐地勉
生来健康な6 歳女児。左側腹部痛・嘔吐を主訴に来院。発熱とCRP0.9、エコーで左腎腫
大と血流欠損を呈しAFBNとして入院。抗菌薬にて腹痛消失するも翌週から右膝関節痛、左
股関節痛が出現。単純性股関節炎の診断で安静臥床・牽引を行うも断続的な痛みが続き、3
週目のエコーで腎静脈合流部直下 IVC から両側大腿静脈にかけて広範囲な血栓（DVT）
を認
めた。Dダイマー88、FDP221と著増、肺血流シンチで左肺中枢側の灌流低下、造影 CTで
左肺動脈血栓を認めたが呼吸困難や右心負荷なし。DVTの誘因（血流停滞、静脈壁損傷、
血液凝固能亢進）
を検索したが明らかな異常なし。ヘパリンとワルファリンによる抗凝固療法で
肺動脈血栓は消失したが、DVTは3 年後も残存している。
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特別講演

血管形成における血管内皮幹細胞システムの解析と応用
大阪大学微生物病研究所教授

情報伝達分野

高倉 伸幸
臓器 / 器官の組織構築が維持される為には、その組織特有に存在する幹細胞を階層性の
頂点として、幹細胞から終末分化した組織特有の細胞への分化と、幹細胞の自己複製機序
が成立している必要がある。血液組織に最初に発見された造血幹細胞以外にも、近年神経、
皮膚、毛髪、心臓、腸管など、臓器特異的幹細胞が同定され、その発生や分化のメカニズ
ムが明らかにされつつある。一方で、血管においては、異なる３つの細胞（tip, stalk, phalanx
細胞）
が血管新生の間に存在することに加え、動脈、静脈、リンパ管内皮細胞といった異なる
表現型を呈する細胞が存在すること、また臓器 / 器官においてはその組織特有の血管形成に
適応する必要があることなどから、内皮細胞の中にも内皮幹細胞を頂点とする階層性が存在
する可能性がある。我々は、内皮細胞の中に内皮幹細胞が存在するかヘキスト法を用いて検
索したところ、既存血管に、DNA dyeを放出して細胞が染色されないSide Population（SP）
細胞分画が存在し、これらの細胞は、試験管内での血管内皮細胞産生能、個体での長期血
管再建能などが極めて高い幹細胞性を有する細胞であることが判明した。下肢の虚血モデル
を用いた血管再建法では、この細胞の幹細胞性を解析することは困難であったが、肝臓由来
の内皮 SP 細胞を用い、肝障害モデルを用いて血管再構築モデルを完成させ、SP 内皮細胞
には効率よい肝類洞血管構築能があること、そしてSP 細胞が MP 細胞を産生でき、SP 細胞
は２次移植可能であることが判明した。また、１個のSP 細胞を移植することにより、複数のSP
細胞と大多数のMP 細胞からなる血管領域を形成させることに成功した。現在、このSP 細胞
の細胞表面に発現する分子により、内皮幹細胞が定義されつつある。本講演では、内皮幹
細胞の発生様式と生理的な機能的意義、そしてこの細胞を制御した血管病の治療戦略につ
いて討論したい。

メモ
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21）次世代シーケンサによる
多発性肺内蔓状血管腫責任遺伝子の検索
大阪大学大学院医学系研究科

小児科学教室

馬殿洋樹、那波伸敏、高橋邦彦、桂木慎一、廣瀬将樹、髭野良太、三原聖子、成田淳、
市森裕章、岡田陽子、小垣滋豊、大薗恵一
【背景】多発性肺内蔓状血管腫は、先天性の血管形成異常による体肺動脈側副血行を示
す稀な疾患である。原因として血管発生に関する遺伝的異常も考えられるが、未だ原因遺
伝子は同定されていない。今回、我々は新生児期からの難治性てんかんと肺内蔓状血管
腫を合併した特異な症例を経験し、次世代シーケンサを用いてその原因遺伝子の検索を試
みたので報告する。
【症例】8 歳 10ヶ月、女児。新生児期よりてんかんを合併、生後 9ヶ月で喀血を契機に多発
性肺内蔓状血管腫と診断。
【方法】患児及び両親、兄弟からDNAを採取し、全 exomeシーケンスを行い解析した。
【結果】責任遺伝子の候補と考えうる3 つの変異が同定された。
【結論】次世代シーケンサを用い稀少疾患の候補遺伝子を絞り込むことができた。

22）修復術後 PAH 標的治療を行った肺血管形成異常を伴う
Left isomerism、不完全型房室中隔欠損、高度 PH 例
三重大学医学部小児科１）
、心臓血管外科２）
、麻酔集中治療学３）
、はやかわこどもクリニック４）

澤田博文１,３）、大橋啓之１）、淀谷典子１）、大槻祥一郎１）、小沼武司２）、新保秀人２）、
早川豪俊４）、丸山一男３）、駒田美弘１）、三谷義英１）
【背景】Left isomerism
（LI）
における早期肺高血圧
（PH）進行の機序や PAH 標的治療の効
果等の予後は不明である。
【症 例】3 歳 女 児。心 雑 音を指 摘され LI、不 完 全 型 房 室 中 隔 欠 損、高 度 PH（mPAP
55mmHg）
と診断した。NO 負荷の結果から、一方向弁付きパッチにて修復術を行った。肺生
検では肺小動脈の閉塞と形成不全、低形成を認めた。術後 3 か月の検査にてPH 残存を確認し
（同
30）
、ボセンタンを開始した。術後１５か月時、PHは改善（同 16）
したが、末梢血管の造影不
良を認め、治療は継続した。
【結語】高度 PHを呈したLI、pAVSDにおいて、修復術後治療を行い、PHの改善をみとめた。
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23）肺小動脈低形成のためグレン手術適応外と考えられた
重症房室弁逆流を伴う単心室・肺動脈閉鎖の乳児早期例
１）JCHO 九州病院

小児科、２）JCHO 九州病院

心臓血管外科、

３）国立病院機構小倉医療センター 小児科、４）
日本肺血管研究所

宗内淳１）、長友雄作１）、渡辺まみ江１）、城尾邦隆１）、城尾邦彦２）、落合由恵２）、
山口賢一郎３）、前田恵 4）、八巻重雄 4）
在胎 39 週、出生時体重 3.0kg、生後チアノーゼから単心室・肺動脈閉鎖と診断しPGE1 投
与開始。重症三尖弁逆流のため心不全治療施行。日齢 13にショックとなり心肺蘇生術施行。
日齢 21に消化管穿孔合併。日齢 25に人工肛・回腸瘻造設。腸回転異常なし。日齢 62 静脈
栄養中止。生後 3 か月時、CTR＝79％
（出生時 53％）
、SpO2＝75％、Qp/Qs=1.6、肺動脈
圧＝12mmHg、肺血管抵抗＝1.7Wood 単位 /m2、PA index＝300、RVEF＝58％。グレン
手術・肺動脈形成・房室弁形成にも関わらず肺血流維持できず術後 3日目に永眠。肺病理組
織像は肺小動脈低形成と気管支低形成あり。【考察】重症房室弁逆流症を伴う単心室例では
乳児早期グレンを考慮するが肺小動脈低形成合併例があることを認識する必要がある。

24）肺小動脈中膜の肥厚と菲薄化が混在していた
肺高血圧合併先天性心疾患の乳児例
地域医療機能推進機構 九州病院

長友雄作、宗内淳、米元耕輔、秋本竜也、川口直樹、渡邉まみ江、城尾邦隆
【症例】6 か月女児。在胎 41 週、3174gで出生し、4 か月で体重増加不良であったが心雑音な
く経過観察された。その後肺高血圧を指摘され、PDA、ASDを認め、TR-PG 90mmHgであっ
た。肺動脈圧＝75/35（53）mmHg、Qp/Qs＝2.0、Rp=8.3Wood 単位であったが酸素負荷で
肺動脈圧＝79/35（53）mmHg、Qp/Qs＝7.2、Rp＝2.7Wood 単位となり可逆的肺高血圧と判
断し心房中隔閉鎖＋動脈管結紮術を施行した。術後 1 か月で肺動脈圧＝48/11（35）mmHgで
ありBosentanを導入した。術後 5 か月でTR-PG 29mmHgまで改善した。肺生検では肺小動
脈中膜の肥厚と菲薄化が混在していた。
【まとめ】肺血流増加症例で見られる中膜肥厚と肺血流減少症例で見られる中膜菲薄化が混在
していた。小動脈低形成で左右短絡による肺動脈閉塞性病変が部分的に進んでいたことが
推察された。
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25）根治術を施行した18トリソミーにおける肺循環
1）大阪医科大学附属病院

小児科、2）
同 小児心臓血管外科、

3）関西医科大学附属枚方病院

小児科

岸勘太 、小田中豊 、尾崎智康 1）、片山博視 1）、玉井浩 1）、根本慎太郎 2）、内山敬達 3）、
1）

1）

吉村健 3）
【目的】根治術に至った18トリソミー児の肺循環を調査する。【方法】
当院で心手術介入を行っ
た18トリソミー児の肺循環を後方視的に調査した。【結果】11 例に心手術を施行し、9 例が根
治術に到達した。9 例は全例生存しており、生存期間は 26 か月
（14-66 か月）。全例 PABを
先行して行っている。PAB は生後 3 か月
（日齢 12~4 か月）
で施行され、PAB 時の Pp/Ps は
0.48+/-0.9。根治術の時期は生後 12 か月
（5 か月～19 か月）。根治術後、2 例で肺血管拡張
薬を使用。うち1 例で軽度の PH が残存。その他は、PHは認めなかった。【結語】根治術後
の18トリソミーにおいて比較的良好な肺循環が獲得されていた。

26）長期 Epoprostenol 治療中の
特発性肺動脈性肺高血圧症例に対するトルバプタンの効果
東京医科歯科大学小児科

松村雄、倉信大、梶川優介、細川奨、土井庄三郎
< 背景 > 重症肺高血圧症における右心不全は必発の合併症であり、適切な水分管理は重要
である。< 症例 >25 歳の女性で、7 歳時に特発性肺動脈性肺高血圧症と診断され、12 歳時
よりepoprostenolの持続投与を開始した。経口標的治療薬を追加しつつ加療を行ってきたが、
20 歳頃より右心不全症状が出現し、ループ利尿剤や Epoprostenol の投与量を漸増したがコ
ントロールに難渋するようになった。右心不全に対してTolvaptanを導入したところ、浮腫は軽
快した。＜考察＞ Tolvaptanは右心不全管理の新しい有効な武器となる可能性が示唆され、
文献的検討も加え報告する。
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27）
エポプロステノール加療中に甲状腺中毒を発症し
加療により肺高血圧も改善した特発性肺動脈性肺高血圧の1例
静岡県立こども病院

循環器科

満下紀恵、鬼頭真知子、石垣瑞彦、松尾久実代、藤岡泰生、濱本奈央、
佐藤慶介、芳本潤、金成海、新居正基、田中靖彦、小野安生
症例は21 歳男性。9 歳発症の特発性肺動脈性肺高血圧。内服治療を行っていたが、18
歳時平均肺動脈圧（mPAp）=88mmHg、Rp/Rs=22.1/20.6 にてエポプロステノール
（Epo）
持続点滴を導入。19 歳 mPAp=70mmHg、Rp/Rs=15.1/15.6。NYHA1°
。20 歳 1ヵ月、喀
血を契機に肺高血圧、労作時呼吸困難が増悪。BIPAP、胸水ドレナージや強心剤等の投
与を必要としNYHA4°
、BNP1723pg/ml。甲状腺中毒が判明しヨウ化カリウム投与が著効、
甲状腺ホルモン値、臨床症状、PHも著しく改善した。Epo は増量せず 22mg/kg/min で継
続。20 歳 8ヶ月 mPA=28mmHg、Pp/Ps=0.34。BNP15.4pg/ml、NYHA1°
。21 歳 7ヶ月
mPAp=22mmHg、Rp/Rs=2.0/11.6とほぼ正常化していた。甲状腺機能はメルカゾールでコ
ントロール中。現在、シルデナフィル、ボセンタン内服併用し、副作用も考慮してEpoを減量中
である。

28）肺動脈性肺高血圧に対して在宅エポプロステノールを
含めた多剤併用療法中の1 男児例
～治療目標をどう設定すべきか～
筑波大学

小児科

林立申、加藤愛章、野崎良寛、中村昭宏、高橋実穂、堀米仁志
治療薬の進歩により、肺動脈性肺高血圧の予後が改善したが、治療目標の設定に悩ま
されるケースも存在する。症例は 16 才男児、中学校心臓検診での右室肥大所見を契機に
特発性肺動脈性肺高血圧と診断。WHO 機能分類（WHO-FC）Class II、6 分間歩行距
離（6MWD）346m、BNP 211pg/ml、肺 動 脈 圧（PA 圧）125/60（78）mmHg、肺 血 管
抵抗（Rp）30.1Wood･U、心係数（CI）2.26L/min/m2 であった。ボセンタンより治療開始、
その後シルデナフィルを追加、治療開始 27 か月時にエポプロステノールを導入した。40 か月
時点の WHO-FC は不変、6MWD、BNP、CI は改善したが、PA 圧は依然と高値であり、
今後さらに治療を強化すべきか意見を伺いたい。
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29）先天性門脈体循環シャントに合併した肺高血圧症に対する
塞栓術の効果
九州大学病院小児科

白水優光、山村健一郎、寺師英子、鵜池清、中島康貴、平田悠一郎、永田弾、森鼻栄治、
原寿郎
先天性門脈体循環シャント
（CPSVS）
において、肺高血圧症は最も致命的な合併症であ
るが、そのカテーテル治療効果についてまとまった報告はない。過去 10 年間に当院にてカテー
テル治療を行った 9 例及び 1999 年以降の報告例（全 24 例）
の転帰について診療録を元に後
方視的に検討した。自験例では肺高血圧は 4 例にみられ、2 例は塞栓のみで一定の改善が
得られ、2 例は肺血管拡張薬の併用を要した。また、過去の報告例において肺高血圧合併
は 5 例で、4 例で改善したが 1 例は肺血管拡張薬を併用していた。CPSVS の塞栓や肺血
管拡張薬の併用により一定の改善が得られ、診断後は速やかに適切な集学的治療を行うこ
とが重要である。

30）
ミトコンドリア DNA 枯渇症候群に対する肝移植後に
肺動脈性肺高血圧症を合併した一例
国立成育医療研究センター 循環器科

佐々木瞳、小野博、越智琢司、真船亮、林泰佑、金子正英、三﨑泰志、賀藤均
【背景】
ミトコンドリアDNA
（mtDNA）枯渇症候群（MDS）
は、mtDNA 異常によって組織や臓
器障害が起こる常染色体劣性疾患である。MDSに対し生体肝移植を施行後に肺動脈性肺
高血圧症を発症した一例を報告する。【症例】1 歳 4ヶ月男児。2ヶ月時の肝生検で MPV17
関連脳肝型 MDSと診断。4ヶ月時に生体肝移植施行後、気管切開人工呼吸管理となった。
1 歳 2ヶ月時に BNP 2806 pg/mlと高値を認め、心臓カテーテル検査で mPAP 46mmHg、
PVRI 9.54 U・m2、CI 3.88 L/min/m2、酸素 +NO 負荷でmPAP 25mmHg、PVRI 3.95 U・
m2、CI 4.05 L/min/m2 であった。シルデナフィル、アンブリセンタン開始 2ヶ月後の心臓超音
波でTRPG 46mmHgと肺高血圧の残存を認めている。【考察】MPV17 関連脳肝型 MDSは
肝および神経障害が主で、肺高血圧の合併はほとんど報告がない。
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31）肺移植が検討された肺高血圧症例の患者背景
東邦大学医療センター大森病院

小児科

中山智孝、直井和之、池原聡、高月晋一、松裏裕行、佐地勉
肺移植（LT）
・死亡に至ったPH 症例をもとにLTの適切な時期や術前管理を検討した。対
象は 1994 年以降の PH110 例。平均 7.0 年の観察中 LT13 例（A 群）
、死亡 26 例（B 群）。A
群の内訳は生体 8 例（渡航 1 例含む）
・脳死 5 例。基礎疾患はI/HPAH10 例・CHD1 例・そ
の他 2 例。初診からLTは1.8～10.9（4.7）年､ LT 登録した5 例の待機期間は1.9～6.4 年。術
前エポプロステノール
（EPO）9 例、カテコラミン8 例。一方、B 群はI/HPAH14 例・CHD6 例・
その他 6 例で、死因は心不全 14 例・喀血 4 例・感染症 3 例・突然死 5 例、LT 登録は5 例のみ
（0.2
～4.5 年待機）。生存 71 例中 EPO37 例でWHO-FC III の 7 例でLT 登録（準備中含む）
、1.6
～11.6 年待機。PH 重症例では初診時から生体 LTの可能性や約 4 年の待機期間を考慮した
LT 登録を検討すべきである。

メモ
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教育講演 3

Nitric Oxide (NO)-cGMP Signaling in Persistent
Pulmonary Hypertension of the Newborn
Steven H. Abman, MD,
Professor, Department of Pediatrics and Director, Pediatric Heart Lung Center;
University of Colorado Denver Anschutz School of
Medicine and Children’s Hospital
Nitric oxide (NO) signaling plays a major role in modulating vascular tone, growth and
remodeling in the developing pulmonary circulation, but its role in the pathogenesis of
pulmonary vascular diseases in the newborn is incompletely understood. Numerous
abnormalities of NO synthesis and signaling have been identified in animal models of
pulmonary vascular disease and in human newborns with persistent pulmonary hypertension
of the newborn (PPHN). Experimental work on the regulation of growth and tone of the
developing lung circulation and models of PPHN has improved our therapeutic approaches
to neonates with PPHN. Inhaled NO (iNO) has been shown to be an effective pulmonary
vasodilator for infants with PPHN, but successful clinical strategies require meticulous care
of associated lung and cardiac disease. Inhaled NO therapy at low doses (5-20 ppm) improves
oxygenation and decreases the need for ECMO therapy in patients with diverse causes of
PPHN. Multicenter clinical trials support the use of iNO in near-term (>34 weeks gestation)
and term newborns, and the use of iNO in infants less than 34 weeks gestation remains
investigational. Studies support the use of iNO in infants who have hypoxemic respiratory
failure with evidence of PPHN, who require mechanical ventilation and high inspired
oxygen concentrations. The most common criterion employed has been the oxygenation
index (OI; mean airway pressure times FiO2 times 100 divided by PaO2). Although clinical
trials commonly allowed for enrollment with OI levels > 25, the mean OI at study entry in
multicenter trials approximated 40. It is unclear whether infants with less severe hypoxemia
would benefit from iNO therapy. Prolonged need for inhaled NO therapy should lead to a
more extensive evaluation to determine whether previously unsuspected anatomic lung or
cardiovascular disease is present (for example, pulmonary venous stenosis, alveolar capillary
dysplasia, severe lung hypoplasia, or others). Although clinical improvement during inhaled
NO therapy occurs with many disorders associated with PPHN, not all neonates with acute
hypoxemic respiratory failure and PH respond to iNO. Several mechanisms may explain
the clinical variability in responsiveness to iNO therapy. An inability to deliver NO to the
pulmonary circulation due to poor lung inflation is the major cause of poor responsiveness.
In some settings, administration of NO with high frequency oscillatory ventilation has
improved oxygenation more effectively than during conventional ventilation in the same
patient. In addition, poor NO responsiveness may be related to myocardial dysfunction or
systemic hypotension, severe pulmonary vascular structural disease, and unsuspected or
missed anatomic cardiovascular lesions (such as total anomalous pulmonary venous return,
coarctation of the aorta, alveolar capillary dysplasia, and others). Another mechanism of poor
responsiveness to iNO may be altered smooth muscle cell responsiveness, and as described
from animal studies and case reports, combined therapy with PDE5 inhibitors may enhance
the vasodilator response to iNO in some settings. Recent experimental studies suggest that
SOD treatment with iNO therapy may have an additive affect on lowering PVR in lambs
with pulmonary hypertension.
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32）右側相同心・右心バイパス患者に生じた
solid type 肺動静脈瘻の3 例
国立循環器病研究センター 小児循環器科

岩朝徹、山田修、根岸潤、谷口由記、矢崎諭、大内秀雄、白石公
右心バイパス術（RHB）
の患者において肺動静脈瘻（PAVM）
は左側相同心や肝静脈の血
流分布の問題でdiffuse type のものが生じることは報告されている。今回我々は右側相同心
のRHB 患者に生じたsolid type PAVMの3 例を報告する。
症例 1: CAVC DORV PS TAPVC
1 歳時にGlennを経ず TCPC 施行も翌日take-down。術後 9 年の10 歳時にlt. PAVM 指摘。
症例 2: CAVC DORV PS
3 歳時にGlennを経ず TCPC。5 歳時にAPシャントにtake-down、6 歳時に再度 fenestrated
TCPC。術後６年目にPLE 発症、術後 8 年目の14 歳時にrt PAVM 指摘。
症例 3: CAVC DORV PA TAPVC
6 歳時にGlennを経ず TCPC。術後 25 年目の31 歳時に3 か所のlt.PAVM 指摘。
PAVM の無い右側相同心の RHB 患者と比較し3 例とも不整脈・低心室機能・PLEといった
悪条件を有していた。

33）肺動脈縮窄病変に姑息的ステント留置術を施行した
単心室・肺動脈閉鎖症例の遠隔期フォンタン循環
あいち小児保健医療総合センター 循環器科 1）
、心臓外科 2）

小山智史 1）、安田和志 1）、村山弘臣 2）、大下裕法 1）、大島康徳 1）、森啓充 1）、河井悟 1）、
馬場礼三 1）
動脈管閉鎖に伴い肺動脈縮窄を呈する例がある。肺動脈形成術（開心姑息術）
は侵襲度
が高く、心カテでのステント留置は低侵襲だがその後の肺血管発達に懸念。症例は9 才男児。
単心室、肺動脈閉鎖の診断でPGE1 投与、LmBTS 施行（28d）。その後 SpO2 低下し肺動脈
縮窄の診断、ステント留置（3m）。BDG 時（1y5m）
に、ステント留置された肺動脈を切開し金
属片を可及的に除去、自己心膜で肺動脈形成。TCPC 時（3y4m）
も同様に残存ステント金属
片を除去。9y8m 時のカテ：SVC=IVC=RPA 9mmHg、LPA 8mmHg、RpI 1.83WU・m2、
CI 3.04L/min/m2。良好なフォンタン循環。肺動脈縮窄への姑息的ステント留置は低侵襲で
有用な治療となりうる。
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34）在宅酸素療法導入、肺血管拡張薬導入、側副血行路塞栓、
心不全治療強化により肺循環が改善しTCPC 施行可能と
なったPA/IVS 症例
神奈川県立こども医療センター 循環器科 1） 心臓血管外科 2）

柚木有紀 1）、西澤崇 1）、新津麻子 1）、渡邊友博 1）、小野晋 1）、金基成 1）、柳貞光 1）、
上田秀明 1）、大中臣康子 2）、佐多荘司郎 2）、富永崇司 2）、武田裕子 2）、麻生俊英 2）
BCPS 後に側副血行発達および心不全進行によりTCPC 施行困難であったが、肺循環
のコンディションを改善させることによりTCPC 到達し得た症例を経験した。2 歳女児。前医
にて 4 か月時に BCPS 施行後当院紹介。HOT、シルデナフィル 1mg/kg/d 導入。14 か月
時評価

PAp 15mmHg,RpI 3.3。両側 ITAより側副血行多数。17 か月時コイル塞栓術

施行。施行前後で PAp 23mmHg → 21mmHgに低下。18 か月時評価 LVEDp18mmHg
と高 値 ,LVEF62% → 53%と心 機 能 障 害 有。心 不 全 治 療 強 化 開 始。21 か月時 評 価
PAp=11mmHg,LVEDp=6mmHg, RpI=1.63と改善確認。22 か月時 TCPC 施行（fenest
なし）。術後一年後評価にてPAp 9mmHg,RpI 1.77,LVEDp=5mmHg 。
単心室循環では肺血管拡張薬投与や側副血行塞栓に加え、主心室機能改善により肺循環
を改善させ得る。その際は積極的治療介入と小まめな肺循環評価が必要である。

35）肺高血圧（PH）のため適応外とされていたが
成人期にFontan 手術に至った１例
東京女子医科大学病院

循環器小児科

狩野実希、杉山央、原田元、竹内大二、清水美妃子、石井徹子、稲井慶、
豊原啓子、篠原徳子、富松宏文、中西敏雄
25 歳女性。純型肺動脈閉鎖、右室低形成と診断され、3ヵ月で左 BTシャント施行。3 歳時
の心カテでPAP 26 mmHg、Rp 3.5 U・m2 でありFontan 適応外とされた。4 歳で右 BTシャ
ント追加。14 歳時の心カテでは PAP 28 mmHg、LAP 19 mmHg、Rp 1.6 U・m2。22 歳
時の心カテでPAP 12 mmHg、LAP 6 mmHg、Rp 2.0 U・m2と改善ありFontan 手術の方
針とした。Glenn 手術を施行後 Sildenafil 導入、残存シャントの塞栓術を施行したが左下葉枝
に血栓閉塞を生じた。抗凝固療法とBosentan 開始し1 か月後再開通を認めた。同時に肺血
管床予備能評価目的に左右肺動脈の閉鎖試験を行ったが PAP、Rp の上昇は認められず、
Fenestrated- TCPCを施行した。術後 desaturation、運動耐用能の改善を認めた。自然経
過および肺血管拡張薬により成人期にFontan 手術が到達できた。
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日本 小 児 肺 循 環 研 究 会
当番幹事一覧（第 1 回〜第 21 回）
第 1 回（1995 年）
			

松尾 準雄		
門間 和夫		

東邦大学第一小児科
東京女子医科大学循環器小児科

第 2 回（1996 年）

近藤

東京女子医科大学心臓血管研究所

第 3 回（1997 年）

柴田 利満		

横浜市立大学医学部小児科

第 4 回（1998 年）

村上

保夫		

榊原記念病院小児科

第 5 回（1999 年）

寺井

勝		

第 6 回（2000 年）

泉田 直己		

東京医科歯科大学小児科

第 7 回（2001 年）

康井

神奈川県立こども医療センター循環器科

第 8 回（2002 年）

市田 蕗子		

富山医科薬科大学小児科

第 9 回（2003 年）

小林

順		

城西大学薬学部医療栄養学科病態解析学

第 10 回
（2004 年）

吉林

宗夫		

近畿大学医学部奈良病院小児科

第 11 回
（2005 年）

高梨

吉則		

横浜市立大学大学院医学部外科

第 12 回
（2006 年）

中西

敏雄		

東京女子医科大学循環器小児科

第 13 回
（2007 年）

三谷

義英		

三重大学大学院医学系研究科小児発達医学

第 14 回
（2008 年）

山田

修		

国立循環器病センター小児科

第 15 回
（2009 年）

佐地

勉		

東邦大学医療センター大森病院小児科

第 16 回
（2010 年）

福島

裕之		

慶應義塾大学医学部小児科

第 17 回
（2011 年）

小野

安生		

静岡県立こども病院循環器科

第 18 回
（2012 年）

小川

潔		

第 19 回
（2013 年）

松島

正氣		

第 20 回
（2014 年）

石川 司朗		

福岡市立こども病院小児科（循環器）

第 21 回
（2015 年）

小垣

大阪大学大学院医学系研究科小児科

千里		

制洋		

滋豊		

千葉大学医学部小児科

埼玉県立小児医療センター循環器科
社会保険中京病院小児循環器科

36

日本小児肺循環研究会役員・幹事名簿
		

氏

名		

幹事		

麻生

俊英

神奈川県立こども医療センター		

心臓血管外科

幹事		

猪飼

秋夫

岩手医科大学				

心臓血管外科

幹事

石川 司朗

福岡市立こども病院			

小児科（循環器科）

幹事		

石澤

前

幹事		

市田 蕗子

富山大学医学部				

小児科

幹事		

岩本 眞理

横浜市立大学医学部付属病院		

循環器科

幹事		

上田 秀明

神奈川県立こども医療センター		

循環器内科

幹事		

大橋 直樹

社会保険中京病院				

小児循環器科

幹事		

太田 邦雄

金沢大学医学部				

小児科

幹事		

小川

潔

埼玉県立小児医療センター			

循環器科

幹事		

小野 安生

静岡県立こども病院			

循環器科

幹事		

梶野

浩樹

旭川医科大学				

小児科

幹事		

加藤

太一

名古屋大学大学院医学系研究科		

小児科

第２1 回当番幹事

小垣 滋豊

大阪大学大学院医学系研究科		

小児科

幹事		

小林 俊樹

埼玉医科大学国際医療センター		

小児心臓科

幹事		

小林 富男

群馬県立小児医療センター			

循環器科

代表世話人

佐地

勉

東邦大学医療センター大森病院		

小児科

幹事		

澤田 博文

三重大学大学院医学系研究科		

麻酔集中治療学

幹事		

白石

公

国立循環器病センター			

小児循環器科

幹事		

杉山

央

東京女子医科大学			

循環器小児科

幹事		

鈴木

浩

山形大学医学部付属病院			

小児科

幹事		

高橋

幸宏

榊原記念病院				

外科

幹事		

瀧聞 浄宏

長野県立こども病院			

循環器科

幹事		

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

幹事		

土井

拓

京都大学医学部				

小児科

幹事		

中島 弘道

千葉県こども病院				

循環器科

幹事		

中西 敏雄

東京女子医科大学心臓血圧研究所		

小児科

幹事		

中村

常之

金沢医科大学				

小児科

幹事		

中山 智孝

東邦大学医療センター大森病院		

小児科

幹事		

西山 光則

東京医科歯科大学医学部附属病院		

小児科

幹事		

濱田 洋通

東京女子医科大学八千代医療センター

小児科

幹事		

深澤

隆治

日本医科大学				

小児科

幹事		

福島 裕之

慶應義塾大学医学部			

小児科

幹事		

朴

仁三

榊原記念病院				

循環器小児科

幹事		

三谷 義英

三重大学大学院医学系研究科		

小児発達医学

幹事		

安河内 聡

長野県立こども病院			

循環器小児科

幹事		

山田

修

国立循環器病研究センター			

小児循環器科

幹事		

八巻 重雄

日本肺血管研究所				

やまきクリニック

幹事		

吉林 宗夫

宇治徳洲会病院				

小児科

幹事		

渡辺

財団法人田附興風会医学研究所

小児科

幹事		

岸

瞭

健
勘太

勤 務 先			

所 属

鎌倉女子大学

北野病院

大阪医科大学付属病院			
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