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小山 耕太郎  岩手医科大学医学部　小児科学講座当番幹事

笹川記念会館  4階 研究会会場（第1・2会議室）／ポスター会場（第4会議室）
〒108-0073 東京都港区三田3-12-12 TEL.03-3454-5063(代)　＊会場案内図は4頁に掲載

会　場

5,000円（税込）参加費

日本小児科学会　新更新 ⅲ小児科領域講習 受講証単位 ： 1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）

単　位

日　時 2018年2月3日 （受付開始8:50）9:30～18:30土

プログラム・抄録集

Japanese Society of Pediatric Pulmonary Circulation

日本小児肺循環研究会
第24回



プログラム
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参加者へのお願い

【演者、座長、参加者の皆様へ】
1.	一般演題（口演）は、発表時間6分／討論時間3分
	 会長要望演題は、発表時間7分／討論時間3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。

3.		座長の方は、ご担当セッションの開始15分前までに会場内進行席（会場前方右側）に
て受付をすませてください。演者交代等の連絡事項をお伝えします。

	 また、セッションの終了が遅れないように進行してください。

【演者の先生へ】
・	 	発表は、PCプレゼンテーションのみです。演台上に設置されているマウスとキー
ボードを操作してください。スクリーンは4：3の表示となります。

・	 	発表データーは、PC本体をご持参されるか、メディアでご持参ください。Windows
のみデーター持ち込みが可能です。Macintoshの場合は、ご自身のPC本体を必ず
持参してくだい。

・	 	事務局にて準備するPCは、OS:Windows10、アプリケーションソフトは、Microsoft	
PowerPoint2007/2010/2013/2016です。PC解像度はXGA（1024×768）です。

・	 発表後、発表データーは事務局で責任をもって削除いたします。

■メディアをお持込になる場合
1）		使用可能なメディアは、USBフラッシュメモリーおよびCD-R,DVD-Rの持ち込み
に限ります。

2）		動画データーをご使用の場合は、Windows10（OS）およびWindows	Media	Player12	
の初期状態の含まれるコーデックで再生できる動画ファイルをお持ちください。

	 	【動画ファイルはWMV形式を推奨いたします。】バックアップとしてPC本体の持ち
込みを推奨いたします。

3）		文字化け・レイアウトのくずれを防ぐためWindows標準搭載のものをご使用くだ
さい。

	 	日本語推奨フォントの場合は、MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝など
	 	英語推奨フォントの場合は、Arial,Arial	Black,Century,Century	Gotic,	
Times	New	Roman

4）		最新のウィルス駆除ソフトでチェックしてからご持参ください。
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■PCをお持込になる場合（Windows,	Macintosh）
1）		パソコンのACアダプター、外部出力用変換ケーブルは、必ずご自身でご用意ください。
	 	PCケーブルコネクターの形状は、Mini	D-Sub15ピンです。

2）		スクリーンセーバーならびに省電力設定は事前に解除をお願いいたします。
3）		起動時のパスワードは解除をしておいてください。
4）		ご自身のPCと共に、バックアップ用のデーター（USBフラッシュメモリー、CD-R）を
ご持参ください。

5）		PCは、セッション終了後、会場内の映写卓にてご返却いたします。

【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	
（14：15～14：45）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
ください。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事
務局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くださ
い（縦20cm×横70cm）。プッシュピンは準備いたします。

ミニD-sub15ピン　コネクタ 付属外部出力ケーブル

【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。

3.  座長の方は、ご担当セッションの開始20分前までに会場内進行席（会場前方右側）にて
     受付をすませてください。演者交代等の連絡事項をお伝えします。

【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。

）。すで内以字004てせわあ文本録抄・者演同共・者演・属所・名題演は定規の録抄用稿投誌会学（  　
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をご持参ください）

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 Microsoft Power Point 2007/2010/2013で作成したも
のをご持参ください。PC解像度はXGA（1024×768）です。
＜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。
・文字化けを防ぐため、フォントはOS標準のものを使用してください。
 （例. Century, Century Gothic, Times New Roman, MS明朝, MSゴシック）
・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。またパスワード、スクリーンセーバー、省電力設定等は事前に解除しておいてください。

＜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（00：00～00：00）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。

     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。

お願い

（貼付済み）

90cm
70cm20cm

20cm

180cm

演題番号

・演題名
・所属
・演者名
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笹川記念会館 〒108-0073 東京都港区三田3-12-12 TEL.03-3454-5063(代)

4階ご案内

（第1会議室）（第1会議室）

（第2会議室）（第2会議室）

屋上庭園

（第4会議室）（第4会議室）

（第5会議室）
（第3会議室）

（第6会議室）
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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

研究会会場

幹事会会場
控室
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第24回日本小児肺循環研究会　タイムスケジュール

9：30- 9：35 開会挨拶　　当番幹事　小山　耕太郎　岩手医科大学医学部　小児科学講座

9：35-10：30 一般演題1（口演）
「先天異常・先天性心疾患」

座長：大橋　直樹　中京病院　中京こどもハートセンター　小児循環器科

10：35-11：25 会長要望演題1
「新しい評価法と治療戦略」

座長：早渕　康信　徳島大学大学院医歯薬学研究　小児科学

11：25-12：15 特別講演
小児期肺高血圧診療の黎明期から成長期、そして成熟期へ
－佐地　勉先生の功績とともに－

座長：小山　耕太郎　岩手医科大学医学部　小児科学講座
講師：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
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

12：15-12：30 お弁当配布

12：30-13：20 ランチョンセミナー
肺循環におけるNO-cGMP系の役割と小児PAH治療におけるsildenafil
の使い方

座長：三谷　義英　三重大学医学部附属病院　周産母子センター病院　教授
講師：小垣　滋豊　大阪大学大学院医学系研究科　小児科学　講師

共催：ファイザー株式会社

13：20-13：25 お弁当箱回収

13：25-14：15 会長要望演題2
「基礎研究」

座長：白石　公　国立循環器病研究センター　小児循環器科

14：15-14：45 一般演題（ポスター）
Free	Discussion

14：45-15：30 一般演題2（口演）
「病態の理解と治療法の選択」

座長：桃井　伸諸　福島県立医科大学　総合周産期母子医療センター　周産期地域医療支援講座

15：30-15：45 休憩

15：45-16：35 スポンサード・セミナー
新薬創出の足跡を辿る

座長：上田　秀明　神奈川県立こども医療センター　循環器内科
講師：桑野　敬市　日本新薬株式会社　研究開発本部研開企画部

共催：日本新薬株式会社

16：35-17：20 一般演題3（口演）
「新しい標的治療薬の使用」

座長：中山　智孝　東邦大学医療センター大森病院　小児科

17：25-18：25 教育講演
肺血管の発達と密接な関連を有する動脈管の発達

座長：猪飼　秋夫　静岡県立こども病院　心臓血管外科
講師：横山　詩子　横浜市立大学大学院医学研究科　循環制御医学

　＜日本小児科学会　新更新単位　ⅲ小児科領域講習　1単位＞

18：25-18：30 閉会挨拶　　　小山　耕太郎　岩手医科大学医学部　小児科学講座
次期当番幹事　白石　公　国立循環器病研究センター　小児循環器科
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�

9：30〜9：35	 開会挨拶
� 当番幹事� 小山耕太郎
� � 岩手医科大学医学部　小児科学講座

�

9：35〜10：30	 一般演題1（口演）
“先天異常・先天性心疾患”
� 　座長：大橋直樹　�独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　	

中京こどもハートセンター　小児循環器科

O1-1）		肺高血圧症を合併したCACNA1C変異の1例
国立成育医療研究センター　1）循環器科、2）遺伝診療科
〇�真船亮1）、小野博1）、鈴木孝典1）、中野克俊1）、林泰佑1）、清水信隆1）、三崎泰志1）、
賀藤均1）、小崎里華2）

O1-2）		重症肺高血圧による右左短絡を呈した乳児期早期PDAのDown症候群3症例
東京医科歯科大学　小児科
〇前田佳真、山口洋平、櫻井牧人、土井庄三郎

O1-3）		PH	crisisによる心肺停止に対しECMOの使用で救命しえたIPAHの1例
横浜市立大学附属病院　1）小児循環器科、2）心臓血管外科
〇�正本雅斗1）、鉾碕竜範1）、青木晴香1）、中野裕介1）、渡辺重朗1）、町田大輔2）、�
益田宗孝2）

O1-4）		肺静脈閉塞解除術後も残存する肺高血圧に対し肺血管拡張薬投与した1例
あいち小児保健医療総合センター　1）循環器科、2）新生児科
〇�大島康徳1,�2）、鬼頭真知子1,�2）、森啓充1）、江竜喜彦1,�2）、森鼻栄治2）、河井悟1）、�
安田和志1）

O1-5）		複数回の僧帽弁置換術を行い左心性肺高血圧症の治療に難渋した	
Shone	complex類縁疾患の3例
東京女子医科大学　循環器小児科
〇�原田元、杉山央、谷口宏太、工藤恵道、森浩輝、佐藤正規、西村智美、朝貝省史、�
島田衣里子、石戸美妃子、石井徹子、篠原徳子、富松宏文、稲井慶

O1-6）		中心肺動脈欠損、両側動脈管、単心室症に対し中心肺動脈再建術を	
施行した2症例
岩手医科大学付属病院循環器センター　心臓血管外科、循環器小児科
〇小泉淳一、岩瀬友幸、渡辺悠太、滝沢友里恵、中野智、高橋信、小山耕太郎、金一
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�

10：35〜11：25	 会長要望演題1
“新しい評価法と治療戦略”
� 　座長：早渕康信　徳島大学大学院医歯薬学研究　小児科学

R1-1）		Unifocalization　～complete	repairを目指した治療戦略～
静岡県立こども病院　心臓血管外科
〇�石道基典、猪飼秋夫、福場遼平、今井健太、菅野勝義、伊藤弘毅、村田眞哉、�
廣瀬圭一、坂本喜三郎

R1-2）		先天性心疾患における肺血管病変と肺動脈コンプライアンス
JCHO九州病院　1）小児科、2）心臓血管外科、3）東北大学　心臓血管外科
〇�宗内淳1）、渡辺まみ江1）、杉谷雄一郎1）、岡田清吾1）、飯田千晶1）、白水優光1）、�
川口直樹1）、落合由恵2）、安藤勇介2）、宮城ちひろ2）、正木直樹3）

R1-3）		両方向性グレン術後患者では肺動脈壁vasa	vasorumが増生する　	
－	Optical	coherence	tomography	（OCT）による観察	–	
1）徳島大学病院小児科、2）徳島赤十字病院小児科
〇本間友佳子1,�2）、早渕康信1）、小野朱美1）、香美祥二1）

R1-4）		先天性門脈体循環シャントに合併した肺高血圧に対する閉鎖治療の効果
九州大学病院　1）小児科、2）小児外科
〇�鵜池清1）、永田弾1）、藤井俊輔1）、松岡良平1）、江口祥美1）、村岡衛1）、福岡将治1）、
長友雄作1）、大久保一宏1）、平田悠一郎1）、石井加奈子1）、酒井康成1）、大賀正一1）、
松浦俊治2）、田口智章2）

R1-5）		肝肺症候群に対する小児期肝移植の治療効果
名古屋大学医学部附属病院　1）小児科、2）移植外科
〇山本英範1）、深澤佳絵1）、小倉靖弘2）、加藤太一1）

�

11：25〜12：15	 特別講演
小児期肺高血圧診療の黎明期から成長期、そして成熟期へ
－佐地　勉先生の功績とともに－
� 　座長：小山耕太郎　岩手医科大学医学部　小児科学講座
	 　講師：�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

� 　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
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�

12：30〜13：20	 ランチョンセミナー
	肺循環におけるNO-cGMP系の役割と	
小児PAH治療におけるsildenafilの使い方
� 　座長：三谷義英　三重大学医学部附属病院　周産母子センター病院　教授
	 　講師：小垣滋豊　	大阪大学大学院医学系研究科　小児科学　講師

� 　共催：ファイザー株式会社

�

13：25〜14：15	 会長要望演題2
“基礎研究”
� 　座長：白石　公　国立循環器病研究センター　小児循環器科

R2-1）	右室後負荷モデルラットに対するβ-blockerの影響に関する検討
1）大阪大学大学院医学研究科小児科学、2）Hospital	for	Sick	Children	and	University	of	Toronto
〇�石井良1）、Mark�K.�Friedberg2）、鳥越史子1）、石田秀和1）、成田淳1）、小垣滋豊1）、
大薗恵一1）

R2-2）		肺静脈狭窄症マウスモデルの作成法
１）大阪大学	心臓血管外科、２）トロント小児病院	心臓血管外科
〇井手　春樹1,�2）、Rachel�D�Vanderlaan2）、Christopher�Caldarone2）

R2-3）		新規治療標的開発に向けたPH動物モデルトランスクリプトーム解析の利用
三重大学医学部医学系研究科　1）小児科学、2）麻酔集中治療学、3）統合薬理学、
4）名古屋市立大学医学部小児科
〇�澤田博文1,�2）、三谷義英1）、大下裕法4）、篠原務4）、Jane�C.�Kabwe2）、淀谷典子1）、
大橋啓之1）、西村有平3）、丸山一男2）、平山雅浩1）

R2-4）		BMPR2欠損のSugen/Hypoxiaラット肺高血圧への影響：	
ゲノム編集技術のSuHxラットモデルへの応用（第1報）
三重大学医学部医学系研究科　1）小児科学、2）麻酔集中治療学、	
3）名古屋市立大学医学部小児科、4）大阪大学大学医学系研究科附属動物実験施設
〇�大下裕法1,�3）、三谷義英1）、澤田博文1,�2）、Jane�C.�Kabwe2）、淀谷典子1）、�
大橋啓之1）、宮坂佳樹4）、真下知士4）、丸山一男2）、平山雅浩1）

R2-5）		原子間力顕微鏡を用いた肺動脈性肺高血圧症における	
肺動脈平滑筋細胞のレオロジー解析
1）大阪大学大学院　医学系研究科　小児科学、	
2）北海道大学大学院　情報科学研究科　生命人間情報科学
〇�桂木慎一1）、石田秀和1）、辰巳奈央2）、成田淳1）、岡嶋孝治2）、小垣滋豊1）、�
大薗恵一1）
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�

ポスター会場	第4会議室 Free	Discussion
14：15〜14：45	 一般演題（ポスターセッション）

P-1）	 	ファロー四徴症術後に生じた重度片側肺高血圧に対して	
treat	and	repairを行なっているACHDの1例
国立循環器病研究センター　小児循環器科
〇仲岡英幸、岩朝徹、山田修、三池虹、北野正尚、大内秀雄、白石公、黒嵜健一

P-2）	 	房室中隔欠損症を合併した左肺無形成の一例
九州大学病院　小児科
〇�福岡将治、永田弾、藤井俊輔、松岡良平、村岡衛、江口祥美、鵜池清、長友雄作、�
平田悠一郎、大賀正一

P-3）	 	VSD術後肺高血圧から先天性門脈体循環シャントと画像診断した一例
慶應義塾大学病院小児科
〇�多喜萌、岩下憲行、吉田祐、荒木耕生、安原潤、古道一樹、前田潤、福島裕之、�
山岸敬幸

P-4）	 	門脈体循環シャント結紮術不適応となった先天性門脈低形成症例の検討
京都大学医学部附属病院　小児科
〇赤木健太郎、馬場志郎、松田浩一、吉永大介、平田拓也、西小森隆太

P-5）	 	微視的肺動静脈瘻を合併した先天性角化異常症の8歳男児例
東京医科歯科大学医学部附属病院	小児科
〇山口洋平、櫻井牧人、前田佳真、金兼弘和、土井庄三郎

P-6）	 	心カテおよびCMRにて術後血行動態を推測し得たPink	TOF、LtPAHの一例
福岡市立こども病院　1）循環器科、2）心臓血管外科
〇�山下尚人1）、石川友一1）、倉岡彩子1）、児玉祥彦1）、中村真1）、佐川浩一1）、�
石川司朗1）、中野俊秀2）、角秀秋2）

P-7）	 	慢性肺疾患および動脈管開存症の合併により	
重症肺高血圧症を生じたDown症の一例
JCHO九州病院
〇�飯田千晶、宗内淳、渡邉まみ江、杉谷雄一郎、岡田清吾、白水優光、川口直樹、�
城尾邦隆

P-8	 	術後経過中に肺高血圧症が再発した心室中隔欠損症術後の1例
埼玉県立小児医療センター　循環器科
〇石川悟、鈴木詩央、百木恒大、大越陽一、河内貞貴、菱谷隆、星野健司、小川潔
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�

14：45〜15：30	 一般演題2（口演）
“病態の理解と治療法の選択”
� 　座長：桃井伸諸　�福島県立医科大学　総合周産期母子医療センター　

周産期地域医療支援講座

O2-1）		もやもや病と多発性末梢性肺動脈狭窄合併例の臨床経過と治療方針
慶應義塾大学医学部小児科
〇�福島裕之、岩下憲行、吉田祐、安原潤、荒木耕生、柴田映道、古道一樹、�
内田敬子、前田潤、山岸敬幸

O2-2）		乳幼児期に肺高血圧を合併した孤立性心房中隔欠損症の臨床像
大阪医科大学　1）小児科、2）小児心臓血管外科
〇�岸勘太1）、蘆田温子1）、小田中豊1）、尾崎智康1）、片山博視1）、玉井浩1）、島田亮2）、�
小西隼人2）、根本慎太郎2）

O2-3）		ASD,PH,Down症の乳児例に対するtreat&repairの是非
JCHO中京病院　中京こどもハートセンター　小児循環器科
〇佐藤純、吉井公浩、大森大輔、加藤温子、吉田修一朗、武田紹、西川浩、大橋直樹

O2-4）		Primary	PV	stenosisに対するNO負荷と肺血管拡張薬
国立循環器病研究センター　1）小児循環器科、2）臨床病理科
〇�岩朝徹1）、山田修1,�2）、坂口平馬1）、三宅啓1）、根岸潤1）、北野正尚1）、大内秀雄1）、
白石公1）、黒嵜健一1）

O2-5）		新生児慢性肺疾患に伴う肺高血圧の管理：臨床的に問題となった5例から
三重大学医学部医学系研究科　1）小児科学、2）麻酔集中治療学、3）心臓血管外科学、	
4）三重中央医療センター新生児科
〇�北村創矢1）、澤田博文1,�2）、三谷義英1）、大橋啓之1）、淀谷典子1）、山本和歌子1）、
山下敦士4）、内薗広匡4）、盆野元紀4）、小沼武司3）、新保秀人3）、丸山一男2）、�
平山雅浩1）

�

15：30〜15：45	 休憩
�

15：45〜16：35	 スポンサード・セミナー
新薬創出の足跡を辿る
� 　座長：上田秀明　神奈川県立こども医療センター　循環器内科
� 　講師：桑野敬市　日本新薬株式会社　研究開発本部研開企画部

� 　共催：日本新薬株式会社
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�

16：35〜17：20	 一般演題3（口演）
“新しい標的治療薬の使用”
� 　座長：中山智孝　東邦大学医療センター大森病院　小児科

O3-1）		EpoprostenolからTreprostinil持続静脈内投与へのtransition成功例
東京医科歯科大学医学部附属病院小児科
〇櫻井牧人、山口洋平、前田佳真、土井庄三郎

O3-2）		当院におけるマシテンタン投与例の臨床的評価
金沢医科大学病院　小児循環器内科
〇中村常之、堀香織、小栗真人

O3-3）		セレキシパグが有効であった21trisomy,		
完全型房室中隔欠損症術後肺動脈性肺高血圧の1例
長野県立こども病院　循環器小児科
〇�川村順平、瀧聞浄宏、武井黄太、内海雅史、中村太地、浮網聖実、前澤身江子、�
沼田隆祐、安河内聰

O3-4）		ステロイドが奏功しPDE-5阻害薬単独で加療している	
膠原病性肺高血圧症の一例
大阪母子医療センター　小児循環器科
〇�廣瀬将樹、豊川富子、江見美杉、松尾久実代、平野恭悠、青木寿明、高橋邦彦、�
萱谷太

O3-5）		当院の肺高血圧に対する肺血管拡張治療の検討
岩手医科大学附属循環器医療センター　1）循環器小児科、2）心臓血管外科
静岡県立こども病院　3）心臓血管外科
〇�高橋信1）、滝沢友里恵1）、渡辺悠太1）、中野智1）、岩瀬友幸2）、小泉淳一2）、�
猪飼秋夫3）、小山耕太郎1）
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�

17：25〜18：25	 教育講演
肺血管の発達と密接な関連を有する動脈管の発達
� 　座長：猪飼秋夫　静岡県立こども病院　心臓血管外科
� 　講師：横山詩子　�横浜市立大学大学院医学研究科　循環制御医学

�

18：25〜18：30	 閉会挨拶
� 当番幹事� � 小山耕太郎
� � � 岩手医科大学医学部　小児科学講座
� 次期当番幹事� �白石　公�

国立循環器病研究センター　小児循環器科

�


