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【演者、座長、参加者の皆様へ】
１.  一般演題（口演）は、口演時間6分／討論時間4分
　  会長要望演題は、口演時間7分／討論時間5分
　  一般演題（ポスター）は、口演ならびに討論を含め6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400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）

口演発表は、PCを使用します。スクリーンは、4:3の表示となります。
発表データはWindows 版 Power Point 2007/2010/2013で作成したものをご持参
ください。
＜データの持込みの場合＞
・データはUSBでお持ちください。
・必ず事前にご自身でウイルスチエックを行ってください。
・バックアップとして予備データをお持ちいただくことをお勧め致します。
・発表後、登録されたデータは事務局にて責任をもって消去いたします。
・フォントは標準設定されているものをご使用ください。
・データの文字化け、画面レイアウトのバランス異常などは、修正しかねますので、事前に十分に

ご確認をください。
＜PCの持込みの場合＞
・Macintosh　PC持込みでご発表の場合は、映像出力の専用変換ケーブルをご持参ください。
・Windows　PC 持込みでご発表の場合は、映像出力のコネクターは、D-sub 15pin（アナログ

RGB）です。また、他の出力の場合は、変換ケーブルを必ずご持参ください。
・PC本体を持込まれる場合は、電源ケーブル（ＡＣアダプター）をご持参ください。

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。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（13：55〜14：55）は座長進行に
よる討論形式としますので座長の指示に従い、
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。
掲示に必要な演題番号は、予めパネルに貼付し
てあります。演題名・所属・演者名は各自でご
用意して下さい（縦20cm×横70cm）。プッシュ
ピンは準備いたします。

お願 い

演題番号
（貼付済み）

90cm
70cm20cm

20cm

180cm
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会場アクセスならびに研究会会場ご案内

・JR山手線/京浜東北線 田町駅（三田口）より徒歩１２分
・都営地下鉄 三田線 三田駅（A1出口）より徒歩１０分
・都営地下鉄 浅草線 泉岳寺駅（A4出口）より徒歩５分
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9：30〜9：35 開会の辞
   　当番幹事　土井庄三郎
　　　　　　　　　　　　　　　　 　東京医科歯科大学大学院 小児・周産期地域医療学

9：35〜10：25 一般演題１（口演）
“一心室修復術における肺循環”

   　座長：中山智孝　東邦大学医療センター大森病院 小児科学講座

1） Glenn術後の体肺側副血管増多に寄与する因子の検討
国立循環器病研究センター小児循環器科
○羽山陽介、則武加奈恵、塚田正範、根岸潤、岩朝徹、宮﨑文、大内秀雄、津田悦子、
山田修

2） 両方向性グレン術後の肺循環障害に対するタダラフィル注腸の急性効果
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）高槻病院小児科
○岸勘太1）、小田中豊1）、尾崎智康1）、内山敬達3）、根本慎太郎2）、片山博視1）、玉井浩1）

3） 気胸を発症し、胸腔鏡下手術を施行したフォンタン手術後症例
1）茨城県立こども病院小児循環器科 、2）同 小児外科、3）同 心臓血管外科、4）筑波大学医学
医療系小児科
○塩野淳子１）、石川伸行1）、村上卓1）、矢内俊裕2）、阿部正一3）、堀米仁志4）

4） 良好なフォンタン循環を目指し短期段階的介入で左右肺動脈不均衡是正を行った一例
1）中京こどもハートセンター 小児循環器科 、2）同 心臓血管外科
○山本英範1）、大橋直樹1）、西川浩1）、福見大地1）、吉田修一朗1）、鈴木一孝1）、大森大輔1）、
櫻井一2）、野中利通2）、櫻井寛久2）、野田怜2）、小坂井基史2）、大塚良平2）、大沢拓哉2）

5） Fontan循環における下大静脈からの左右肺血流比の定量評価：
　  造影と肺血流シンチの比較

1）あいち小児保健医療総合センター 循環器科、2）同 心臓外科
○安田和志1）、大島康徳1）、大下裕法1）、森啓充1）、河井悟1）、杉浦純也2）、岡田典隆2）、
村山弘臣2）
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10：25〜11：45 シンポジウム
“Genetics of Pulmonary Arterial Hypertension”

   　座長：佐地勉　東邦大学医療センター大森病院 小児科
　　　　　　　　　　　　　 市田蕗子　富山大学 小児科

1） 小児期発症肺動脈性肺高血圧症における遺伝子異常
1）防衛医科大学校小児科、2）東京女子医科大学循環器小児科
○千田礼子1）, 2）、新谷正樹2）、野々山恵章1）、中西敏雄2）

2） 日本人における肺動脈性肺高血圧症（PAH）および遺伝性出血性毛細血管拡張症
　  （HHT）患者の遺伝子解析からわかること

1）国立循環器病研究センター研究所分子生物学部、２）同 小児循環器科
○森崎裕子１）、岩朝徹２）、山田修２）、森崎隆幸１）

3） Genetics of Pulmonary Arterial Hypertension （PAH）
Department of Pediatrics and Director, Vanderbilt Pediatric Pulmonary Hypertension 
Center; Vanderbilt University Medical Center and Vanderbilt Children’s Hospital, Nashville, 
TN  37232 USA
Eric D. Austin, MD, MSCI.

11：45〜12：25 会長要望演題1
“肺循環、肺高血圧に関する基礎研究”

   　座長：三谷義英　三重大学大学院医学系研究科小児科学

1） センダイウイルスベクターを用いた恒常活性型ナトリウム利尿ペプチドB受容体（NPR-B）
  　の遺伝子治療は肺高血圧症（PAH）を改善する。（最終報）

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、
鳥越史子、三原聖子、成田淳、三浦弘司、大薗恵一

2） 肺血管発生におけるTbx4の発現と機能
1）慶應義塾大学医学部小児科、2）慶應義塾大学保健管理センター
○内田敬子1）, 2）、石崎怜奈1）、柴田映道1）、土橋隆俊1）、前田潤1）、山岸敬幸1）
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3） 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における新生内膜線維性
　  閉塞病変の発現を予防する

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

12：30〜13：20 ランチョンセミナー
“肺動脈性肺高血圧症の治療における理想的なGoal Oriented Therapyとは？”

   　座長：土井庄三郎　東京医科歯科大学大学院 小児周産期地域医療学
   　演者：江本憲昭　神戸薬科大学 臨床薬学／
　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸大学大学院医学研究科 循環器内科学分野

       共催：日本新薬株式会社

13：25〜13：55 特別講演
“Sex Hormones in the Pathogenesis of PAH:Novel Therapeutic
 Opportunities”

   　座長：安河内聡　長野県立こども病院 循環器小児科
   　演者：Eric D. Austin, MD, MSCI.

Department of Pediatrics and Director, Vanderbilt Pediatric 
Pulmonary Hypertension Center; Vanderbilt University Medical 
Center and Vanderbilt Children’s Hospital, Nashville, TN  37232 
USA

       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

13：55〜14：55 一般演題2（口演）
“先天性心疾患、門脈疾患に伴うＰＡＨ”

   　座長：土井拓　天理よろづ相談所病院 先天性心疾患センター小児科

6） 心房中隔欠損症（ASD）に僧帽弁閉鎖不全（MR）を合併し、
　  高肺血流性肺高血圧を来したNoonan症候群の一女児例

1）長野県立こども病院 循環器小児科、2）同 心臓血管外科
○内海雅史1）、瀧聞浄宏1）、武井黄太1）、田澤星一1）、安河内聰1）、仁田学1）、島袋篤哉1）、
百木恒太1）、岡村達2）、梅津健太郎2）、新富静矢2）
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7） 重症肺高血圧を伴う心房中隔欠損症における治療経験
東京女子医科大学循環器小児科
○佐藤正規、杉山央、原田元、朝貝省史、清水美妃子、竹内大二、石井徹子、稲井慶、
豊原啓子、篠原徳子、富松宏文、中西敏雄、朴仁三

8） treat & repair strategyにおける”treat”の工夫
　  〜肺高血圧合併心房中隔欠損症の成人例〜

1）長野県立こども病院循環器小児科、2）同院 心臓血管外科
○仁田学1）、瀧聞浄宏1）、安河内聰1）、武井黄太1）、田澤星一1）、島袋篤哉1）、百木恒太1）、
内海雅史1）、岡村達2）、梅津健太郎2）、新富静矢2）

9） ファロー四徴心内修復術後の肺高血圧例の臨床像
榊原記念病院循環器小児科
○岩澤伸哉、浜道裕二、正谷憲宏、齋藤美香、石井卓、稲毛章郎、中本祐樹、上田知実、
矢崎諭、嘉川忠博

10） 脾臓摘出により肺動脈圧・肺血管抵抗の低下が認められた門脈肺高血圧の1例
静岡県立こども病院循環器科
○田邊雄大、満下紀恵、赤木健太郎、小野頼母、鬼頭真知子、石垣瑞彦、佐藤慶介、芳本潤、
金成海、新居正基、田中靖彦、小野安生

11） 先天性肝外門脈静脈シャント２例の肺循環障害について
1）三重大学医学部医学系研究科小児科学 ・2）麻酔集中治療学・３）心臓血管外科学
○岡村聡1）、澤田博文1）, 2）、大橋啓之1）、大矢和伸1）、淀谷典子1）、小沼武司3）、新保秀人3）、
丸山一男2）、三谷義英1）

ポスター会場（第4会議室）
13：55〜14：55 一般演題３（ポスター）

1〜5　  “肺動脈性肺高血圧・肺動脈閉塞・肺動静脈廔”
   　座長：福島裕之　慶應義塾大学医学部 小児科

6〜10　“肺疾患・左心系疾患・遺伝子”
   　座長：中村常之　金沢医科大学 小児科

1） 巨大肺動脈主幹部によるleft main compression syndromeを呈したIPAHの1例
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、髙月晋一、松裏裕行、佐地勉
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2） もやもや病を合併した肺動脈性肺高血圧症の2児例
1）国立循環器病研究センター小児循環器科、2）分子生物学部
○藤野光洋1）、岩朝徹1）、伊藤祐貴1）、山田修1）、森崎裕子2）、白石公1）

3） NOおよび酸素負荷により肺動脈楔入圧の上昇を認めた、無脾症・右室型単心室・
　 総肺静脈還流異常症術後の1例
　 〜潜在的PVOの可能性〜

旭川医科大学小児科
○岡秀治、梶濱あや、中右弘一、杉本昌也、東寛

4） 肺血管拡張薬によりチアノーゼが軽度改善した多発性肺動静脈瘻の一例
千葉県こども病院循環器科
○白神一博、東浩二、白石真大、名和智裕、小林弘信、永峯宏樹、村上智明、中島弘道、
青墳裕之

5） 持続する低酸素血症の改善のために正常肺を犠牲にするコイル塞栓術を施行した
　  両側肺全区域びまん性肺動静脈瘻の1例

徳島大学病院小児科
○本間友佳子、早渕康信、阪田美穂、香美祥二

6） 重症横隔膜ヘルニア胎児治療例のヘルニア閉鎖術後遠隔期に肺高血圧が
　 再燃し治療に難渋した1例

大阪大学医学部附属病院小児科
○豊川富子、高橋邦彦、成田　淳、三原聖子、鳥越史子、髭野亮太、廣瀬将樹、
桂木慎一、那波伸敏、馬殿洋樹、小垣滋豊、大薗恵一

7） 先天性横隔膜ヘルニア術後遠隔期の肺高血圧に対しSildenafilを使用した1例
聖隷浜松病院小児循環器科
○金子幸栄、森善樹、磯崎桂太朗、村上知隆、井上奈緒、中嶌八隅

8） 拘束性肺障害と動脈管開存を伴う重度肺高血圧の幼児例
新潟大学医歯学総合病院小児科
○額賀俊介、星名哲、沼野藤人、羽二生尚訓、鳥越司

9） 治療方針決定に肺生検が有用であったShone complexの1例
山梨大学小児科
○喜瀬広亮、河野洋介、戸田孝子、小泉敬一、杉田完爾、星合美奈子
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10） 当センターでの遺伝性末梢血管拡張症の遺伝子診断
　　〜症状と遺伝子変異の関連〜

1）国立循環器病研究センター小児循環器科、2）国立循環器病研究センター研究所分子生物学部
○岩朝徹1）、山田修1）、森崎裕子2）、森崎隆幸2）

15：00〜16：10 会長要望演題2
“施設における肺高血圧治療戦略”

   　座長：小垣滋豊　大阪大学大学院医学系研究科 小児科

4） 当院における肺高血圧治療戦略
東京医科歯科大学小児科
○細川奨、武井陽、山口洋平、土井庄三郎

5） 個々の肺高血圧症例の検討と当院における治療戦略
慶應義塾大学医学部小児科
○柴田映道、福島裕之、水野風音、吉田祐、小柳喬幸、前田潤、山岸敬幸

6） 当科における肺動脈性肺高血圧診療
国立循環器病研究センター小児循環器科
○岩朝徹、山田修、白石公

7） 当院における小児期発症の肺動脈性肺高血圧における治療戦略の変遷
東邦大学医療センター大森病院小児科
○高月晋一、中山智孝、直井和之、池原聡、松裏裕行、佐地勉

16：10〜16：20 休憩

16：20〜17：10 会長要望演題3
“新しい標的治療薬の治療経験”

   　座長：山田修　国立循環器病研究センター 小児循環器診療部
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8） Treprostinil持続皮下投与の導入が有効であった特発性肺動脈性肺高血圧症の
　  9歳男児例

1）東京医科歯科大学医学部附属病院小児科 、2）土浦協同病院小児科 
○山口洋平1）、武井陽1）、笠木実央子2）、渡邉友博2）、梶川優介1）、細川奨1）、渡部誠一2）、
土井庄三郎1）

9） トレプロスチニル持続皮下投与による注射部位の局所反応が著しく、エポプロステノール
　 持続静脈内投与からの切り替えを断念した肺動脈性肺高血圧症の1例

愛媛大学医学部附属病院小児循環器科
○宮田豊寿、田代良、森谷友造、高田秀実、太田雅明、檜垣高史

10） 当院における新規肺血管拡張薬マシテンタンの使用経験
長野県立こども病院循環器小児科
○武井黄太、安河内聰、内海雅史、百木亘太、島袋篤哉、仁田学、田澤星一、
瀧聞浄宏

11） マシセンタンおよびリオシグアトの併用療法にて有効な治療効果を示した
 　  特発性肺動脈性肺高血圧の１例

金沢医科大学小児科
○中村常之、清水陽、高儀容、秋田千里、犀川太

17：10〜17：50 教育講演
“肺高血圧の基礎から臨床まで”

   　座長：土井庄三郎　東京医科歯科大学大学院 小児・周産期地域医療学講座
   　演者：佐藤公雄先生　東北大学大学院医学系研究科・医学部
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 東北大学病院 循環器内科

       共催：ファイザー株式会社

17：50〜17：55 閉会の辞
   　次期当番幹事　土井拓　天理よろづ相談所病院　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 先天性心疾患センター小児科


