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25回
日 本小児肺 循 環 研 究 会
第

Japanese Society of Pediatric Pulmonary Circulation

プログラム・抄録集

日

時

会

場

2019年

2 月 9日

土 9:30〜17:50（受付開始8:50）

東京医科歯科大学 ３号館３階 講義室２

〒113-8510 東京都文京区湯島1丁目5-45 TEL. 03-3813-6111
（代）＊会場案内図は4頁に掲載

参加費

5,000円（税込）

単

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）

位

当番幹事

白石 公

国立循環器病研究センター

教育推進部・小児循環器部

プログラム

参加者へのお願い
【演者、座長、参加者の皆様へ】
1. 一般演題、会長要望演題とも発表時間は以下の通りです。
「症例」発表時間5分／討論時間4分
「研究」発表時間10分／討論時間4分
「症例」

、
「研究」の区分は発表者の各演題名の末尾に＜ ＞で記載してありますので、
必ずご確認ください。
※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、机上のマイクを使用してください。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
持参してください。
・ 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をご使用ください。
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。

ミニD-sub15ピン

コネクタ

付属外部出力ケーブル

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。
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会場アクセスならびに研究会会場ご案内
東京医科歯科大学 構内図

〒113-8510 東京都文京区湯島1丁目5−45

TEL：03-3813-6111

本 郷 通り

本郷門

1号館東

6号館

３号館

５号館

医科B棟

正門
１号館西

８号館

医科Ａ棟
M＆Dタワー

歯学部
附属病院

聖門

スターバックス
コーヒー

駐車場

湯島聖堂

7号館

順天堂大学病院

２号館

10号館

A

B

お茶の水門
外 堀 通り

地下鉄 丸の内線

神田川

御茶ノ水橋口

交番

新宿

聖橋

御茶ノ水橋

御茶ノ水駅

ＪＲ御茶ノ水駅

聖橋口

東京

地下鉄 千代田線
新御茶ノ水駅

東京医科歯科大学 湯島地区
または
「本郷門」
（ルート B ）
（１）入構門：
「お茶の水門」
（ルート Ａ ）、
（２）場

所：東京医科歯科大学 ３号館３階 講義室２

（３）最寄りの駅：JR総武線・中央線 御茶ノ水駅 聖橋口より
東京メトロ 丸の内線 御茶ノ水駅
東京メトロ 千代田線 新御茶ノ水駅

徒歩10分

東京医科歯科大学 3号館3階 講義室 2 のご案内
ሙ๓ᗯୗ
ཷ

ฟධ䜚ཱྀྜィ4䛛ᡤ䠄A䡚D䠅
䐟
A

䠒䠑䜲䞁䝏䝰䝙䝍䞊
䠄ྜィ6ྎ䐟䡚䐤䠅

䠬䠟ཷ

ᗙ㛗
㐍⾜ᖍ

↷᫂᧯స┙

䐢

䐡

䐠
B
䠩

䠩

䠩䠟
䠩

C

D

䝯䜲䞁䝇䜽䝸䞊䞁2㽢3m㽢䠎㠃

䐣

ኳ䝥䝻䝆䜵䜽䝍䞊

䐤

ᗙᖍ䠖170ᖍ䠄䝇䜽䞊䝹䠅

ͤᖍ䝕䝇䜽ୖ䛻䝬䜲䜽䛜ᇙ䜑㎸䜎䜜䛶䛔䜎䛩䚹

4

第25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

9：35 - 10：25

一般演題1（口演）

白石

「多臓器疾患に伴う肺高血圧」
座長：小山
澤田

10：30 - 11：15

公 国立循環器病研究センター 教育推進部・小児循環器部

耕太郎 岩手医科大学医学部 小児科

博文

三重大学医学部附属病院

小児科

「肺動脈性肺高血圧1」
座長：福島 裕之

東京歯科大学市川総合病院

小児科

一般演題2（口演）

濱田

洋通

東京女子医科大学八千代医療センター

11：15 - 11：25

休憩

11：25 - 12：00

一般演題3（口演）
「肺動脈性肺高血圧2」
座長：中山 智孝 東邦大学医療センター大森病院 小児科
鉾碕 竜範 横浜市立大学附属病院 小児科

12：00 - 12：23

会長要望演題1（口演）
「Hybrid治療」
座長：上田

小児科

12：30 - 13：05

秀明 神奈川県立こども医療センター 循環器内科

ランチョンセミナー
「肺生検病理診断から得られる新たな知見」
座長：杉山
央 東京女子医科大学 循環器小児科
講師：正木

13：05 - 13：15

直樹

東北大学 心臓血管外科
宮城県立こども病院 心臓血管外科

休憩

13：15 - 14：00

一般演題4（口演）
「先天性心疾患に伴う肺高血圧1」
座長：早渕 康信 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 小児科学
太田 邦雄 金沢大学医薬保健研究域 小児科

14：05 - 14：45

一般演題5（口演）
「先天性心疾患に伴う肺高血圧2」
座長：小川
潔 埼玉県立小児医療センター
岩朝

14：45 - 15：30

会長要望演題2（口演）
「研究演題」
座長：加藤
廣野

徹

国立循環器病研究センター

小児循環器科

太一 名古屋大学大学院 医学系研究科 成長発達医学

恵一

富山大学附属病院

小児科

15：30 - 15：40

休憩

15：40 - 16：35

特別講演
「肺高血圧症の新たな病因蛋白スクリーニングとアカデミア創薬」
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
東北大学病院 循環器内科 臨床医学開発室
講師：佐藤 公雄

16：35 - 17：15

一般演題6（口演）
「Fontan1」
座長：小林
小垣

17：15 - 17：45

一般演題7（口演）
「Fontan2」
座長：大内
満下

17：45 - 17：50

閉会挨拶

次期当番幹事

白石

杉山

富男 群馬県立小児医療センター 循環器科

滋豊

大阪急性期・総合医療センター

小児科

秀雄 国立循環器病研究センター 成人先天性心疾患科

紀恵

静岡県立こども病院

循環器センター循環器科

公 国立循環器病研究センター 教育推進部・小児循環器部

央

東京女子医科大学
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循環器小児科



9：30〜9：35

開会挨拶

当番幹事 白石 公
国立循環器病研究センター 教育推進部・小児循環器部
		


9：35〜10：25 一般演題1（口演）
“多臓器疾患に伴う肺高血圧”
座長：小山耕太郎 岩
 手医科大学医学部 小児科
三
澤田博文
 重大学医学部附属病院 小児科

O1-1）化学療法中に肺動脈性肺高血圧をきたした小児例〈症例〉
自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 1）小児科、2）小児心臓血管外科、3）病理診断科
4）東北大学病院
国立病院機構
1）

心臓血管外科

岡山医療センター
1）

5）臨床研究部、6）病理診断科
1）

〇井 上俊 、関満 、翁由紀子 、森本哲 1）、川原勇太 1）、早瀬朋美 1）、岡健介 1）、
河田政明 2）、大城久 3）、正木直樹 4）、小川愛子 5）、神農陽子 6）、山形崇倫 1）

O1-2）骨髄移植後に肺高血圧症を発症した
若年性骨髄単球性白血病の1例〈症例〉
佐賀大学医学部附属病院

小児科

〇土井大人、宮村文弥、熊本愛子、熊本崇、江口啓意、古賀大介、西眞範、
松尾宗明

O1-3）門脈体循環シャントの閉塞試験により
肺動脈圧が低下した門脈肺高血圧症の1例〈症例〉
あいち小児保健医療総合センター
1）

1）循環器科、2）新生児科

1, 2）

〇森啓充 、山田佑也 、鈴木孝典 1, 2）、伊藤諒一 1, 2）、郷清貴 1, 2）、鬼頭真知子 1, 2）、
森鼻栄治 2）、河井悟 1）、安田和志 1）

O1-4）も
 やもや病に合併した多発末梢性肺動脈狭窄例
〜全身の血管疾患か？〜〈症例〉
国立循環器病研究センター

小児循環器科

〇三池虹、岩朝徹、根岸潤、坂口平馬、大内秀雄、白石公、黒嵜健一

O1-5）門
 脈肺高血圧に対する肝移植前後の肺循環変化〈研究〉
京都大学医学部附属病院
1）

1）小児科、2）肝胆膵移植外科
1）

〇平田拓也 、吉永大介 、松田浩一 1）、赤木健太郎 1）、馬場志郎 1）、滝田順子 1）、
小川絵里 2）、岡本竜也 2）、岡島英明 2）、上本伸二 2）
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10：30〜11：15

一般演題２
（口演）

“肺動脈性肺高血圧1”
座長：福島裕之 東京歯科大学市川総合病院 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

O2-1）FOXF1 エンハンサー領域の欠失を認めた先天性肺高血圧症の1例〈症例〉
名古屋大学医学部附属病院 1）小児科、2）総合周産期母子医療センター 新生児部門

〇山本英範 1）、深澤佳絵 1）、脇田浩正 2）、佐藤義朗 2）、早川昌弘 2）、加藤太一 1）

O2-2）血管攣縮性肺動脈性肺高血圧症と診断したDown症症例〈症例〉
大阪母子医療センター

小児循環器科

〇高橋邦彦、豊川富子、森雅啓、廣瀬将樹、江見美杉、松尾久実代、平野恭悠、

石井陽一郎、青木寿明、萱谷太

O2-3）PAH with vasoreactivityの小児例〈症例〉
岩手医科大学附属病院循環器医療センター

循環器小児科

〇高橋信、滝沢友里恵、中野智、小山耕太郎

O2-4）S
 F36スコアを用いた小児期発症肺動脈性肺高血圧症のQOL評価〈研究〉
東邦大学医療センター大森病院

小児科（現 中部徳洲会病院

小児科）

〇池原聡、中山智孝、川合玲子、矢内俊、高月晋一、松裏裕行


11：15〜11：25

休憩



11：25〜12：00

一般演題３
（口演）

“肺動脈性肺高血圧2”
座長：中山智孝 東邦大学医療センター大森病院 小児科
鉾碕竜範 横浜市立大学附属病院 小児科

O3-1）Sildenafil 注腸投与の薬物動態に関する検討〈研究〉
神奈川県立こども医療センター

循環器内科

〇若宮卓也、杉山隆朗、野木森宜嗣、加藤昭生、小野晋、金基成、柳貞光、

上田秀明

O3-2）初期よりSelexipagを含むUpfront Combination Therapyを行った
特発性肺動脈性肺高血圧症の女児例 
〜地域連携パスの取り組みを通じて〜〈症例〉
東京医科歯科大学医学部附属病院

小児科

〇野村知弘、下山輝義、長島彩子、山口洋平、前田佳真、石井卓、土井庄三郎

O3-3）小
 児の特発性/遺伝性肺動脈性肺高血圧症に対する
upfront combination therapyの治療効果〈症例〉
東京医科歯科大学

小児科

〇下山輝義、野村知弘、長島彩子、山口洋平、前田佳真、石井卓、土井庄三郎
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12：00〜12：23

会長要望演題1
（口演）

“Hybrid治療”
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

R1-1）拘束型心筋症に伴う肺高血圧に対するLVAD装着と
肺血管拡張薬によるHybrid治療の効果〈研究〉
大阪大学大学院医学系研究科

1）小児科学、2）心臓血管外科学

3）大阪急性期・総合医療センター
1）

1）

小児科
1）

〇石田秀和 、成田淳 、石井良 、石垣俊 1）、橋本和久 1）、吉原千華 1）、木戸高志 2）、
平将生 2）、上野高義 2）、澤芳樹 2）、小垣滋豊 1, 3）、大薗恵一 1）

R1-2）高
 肺血管抵抗のASD-PH症例における当院でのtreat and repair strategy〈症例〉
東京女子医科大学病院

心臓病センター

循環器小児科・成人先天性心疾患科

〇原田元、佐藤正規、森浩輝、朝貝省史、島田衣里子、石戸美妃子、篠原徳子、

稲井慶、富松宏文、杉山央


12：30〜13：05

ランチョンセミナー

肺生検病理診断から得られる新たな知見
座長：杉山 央 東京女子医科大学 循環器小児科
講師：正木直樹 東北大学 心臓血管外科
宮城県立こども病院

心臓血管外科



13：05〜13：15

休憩



13：15〜14：00

一般演題4
（口演）

“先天性心疾患に伴う肺高血圧１”
座長：早渕康信 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 小児科学
太田邦雄 金沢大学医薬保健研究域 小児科

O4-1）Alveolar capillary dysplasia with misalignment of pulmonary veinsが疑われた
高度な肺動脈性肺高血圧症を呈した心房中隔欠損症の乳児例〈症例〉
兵庫県立こども病院

循環器内科

〇久保慎吾、田中敏克、上村和也、林賢、三木康暢、松岡道生、亀井直哉、
小川禎治、富永健太、城戸佐知子

O4-2）長期のPAH治療後に閉鎖術を行った
心房中隔欠損/高度肺高血圧の成人例〈症例〉
三重大学医学部附属病院

小児科

〇大矢和伸、三谷義英、澤田博文、大橋啓之、服部共樹、淀谷典子、平山雅浩
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O4-3）
心
 室でのシャントが僅かでも肺高血圧を伴う
房室中隔欠損に対する肺動脈絞扼術
（ほぼ心房中隔欠損のみの状態での肺動脈絞扼術）
〈症例〉
国立循環器病研究センター
1）

1）小児循環器科、2）小児心臓外科

1）

〇岩朝徹 、廣田篤史 、三宅啓 1）、加藤愛章 1）、坂口平馬 1）、北野正尚 1）、白石公 1）、
黒嵜健一 1）、中田朋宏 2）、島田勝利 2）、帆足孝也 2）、市川肇 2）

O4-4）新
 生児遷延性肺高血圧の治療に難渋した
両大血管右室起始症のダウン症の1例〈症例〉
日本医科大学付属病院

1）小児科、2）心臓血管外科

１）

〇橋本康司 、築野香苗１）、橋本佳亮１）、渡邉誠１）、赤尾見春１）、上砂光裕１）、
勝部康弘１）、深澤隆治１）、鈴木憲治２）、佐々木孝２）

O4-5）先天性左気管下葉支閉鎖を合併したDORV.PS.TAPVCの新生児例〈症例〉
九州大学病院

小児科

〇村岡衛、福岡将治、永田弾、長友雄作、平田悠一郎、大賀正一


14：05〜14：45

一般演題5
（口演）

“先天性心疾患に伴う肺高血圧2”
座長：小川 潔 埼玉県立小児医療センター
岩朝 徹 国立循環器病研究センター 小児循環器科

O5-1）PTAV後も残存する左室拡張障害による高度肺高血圧に対し、

肺血管拡張薬が有効であったcritical ASの1例〈症例〉
大阪市立総合医療センター
1）

1）小児医療センター小児循環器内科、2）小児不整脈科
1）

〇児玉菜津子 、江原英治 、丸山和歌子 1）、松井勝敏 1）、加藤有子 2）、中村香絵 1）、
藤野光洋 1）、吉田葉子 2）、鈴木嗣敏 2）、村上洋介 1）

O5-2）MRIとカテで治療方針を決定した肺血流不均衡を呈した単心室の1例
〈症例〉
静岡県立こども病院

1）循環器科部門、2）心臓血管外科

1）

〇土井悠司 、満下紀恵1）、陳又豪1）、原周平1）、真田和哉1）、田邊雄大1）、石垣瑞彦1）、
佐藤慶介1）、芳本潤1）、金成海1）、新居正基1）、田中靖彦1）、猪飼秋夫2）、坂本喜三郎2）

O5-3）
学
 校検診を契機に発見された先天性肺静脈狭窄ならびに閉鎖症の一例
〈症例〉
千葉県こども病院

循環器内科

〇河内遼、東浩二、大森紹玄、白石真大、梶川優介、石井徹子、中島弘道、
青墳裕之

O5-4）
重
 度肺高血圧症を伴う右肺底動脈大動脈起始症の治療経験
〈症例〉
独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院

小児科

〇岩屋悠生、宗内 淳、足立俊一、山本順子、横田千恵、大村隼也、藤井俊輔、

松岡亮平、川口直樹、杉谷雄一郎、渡邉まみ江、高橋保彦
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14：45〜15：30

会長要望演題2
（口演）

“研究演題”
座長：加藤太一 名古屋大学大学院 医学系研究科 成長発達医学
廣野恵一 富山大学附属病院 小児科

R2-1）肺末梢血管/肺胞の新生を目指した新生児慢性肺疾患に対する
新規治療法の開発〈研究〉
1）大阪大学大学院

医学系研究科

2）大阪急性期・総合医療センター
1）

小児科学
小児科・新生児科

1）

〇桂木慎一 、石田秀和 、石井良 1）、成田淳 1）、小垣滋豊 2）、大薗恵一 1）

R2-2）Deep learningを用いた、胸部X線写真から肺体血流比を予測する方法の
開発〈研究〉
三重大学大学院医学系研究科
1）

1）胸部心臓血管外科学教室、2）小児科学

2）

〇鳥羽修平 、三谷義英 、石川廉太 1）、小沼武司 1）、大矢和伸 2）、淀谷典子 2）、
大橋啓之 2）、澤田博文 2）

R2-3）PAVSD/MAPCAs: complete repairにおける
術中PA flow studyの有用性〈研究〉
静岡県立こども病院

心臓血管外科

〇石道基典、渡辺謙太郎、太田恵介、菅野勝義、伊藤弘毅、村田眞哉、廣瀬圭一、
長門久雄、坂本喜三郎、猪飼秋夫


15：30〜15：40

休憩



15：40〜16：35

特別講演

肺高血圧症の新たな病因蛋白スクリーニングとアカデミア創薬
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
講師：佐藤 公雄 東北大学病院 循環器内科 臨床医学開発室
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16：35〜17：15

一般演題6
（口演）

“Fontan1”
座長：小林富男 群馬県立小児医療センター 循環器科
小垣滋豊 大阪急性期・総合医療センター 小児科

O6-1）右心バイパス症例に対する肺血管拡張薬投与の現状〈研究〉
福岡市立こども病院

循環器科

〇原田雅子、倉岡彩子、兒玉祥彦、石川友一、中村真、佐川浩一、石川司朗

O6-2）フォンタン術後患者の体静脈側副血行路に対する
塞栓術の治療効果〈研究〉
国立循環器病研究センター

小児循環器科

〇三池虹、大内秀雄、藤本一途、根岸潤、岩朝徹、北野正尚、坂口平馬、白石公、

黒嵜健一

O6-3）
フ
 ォンタン循環におけるselexipagの使用経験
〈症例〉
三重大学医学部附属病院

小児科

〇服部共樹、三谷義英、澤田博文、大橋啓之、大矢和伸、淀谷典子、平山雅浩


17：15〜17：45

一般演題7
（口演）

“Fontan2”
座長：大内秀雄 国立循環器病研究センター 成人先天性心疾患科
満下紀恵 静岡県立こども病院 循環器センター循環器科

O7-1）両側肺静脈閉塞があるにもかかわらずFontan循環が成立した無脾症、

総肺静脈還流異常、単心室の1例〈症例〉
徳島大学病院

1）小児科、2）心臓血管外科
1）

〇本間友佳子 、早渕康信 1）、小野朱美 1）、香美祥二 1）、菅野幹雄 2）、北市隆 2）、
北川哲也 2）

O7-2）Tadalafil中止後に蛋白漏出性胃腸症の改善を認めた3例〈症例〉
富山大学

医学部

小児科学教室

〇岡部真子、寳田真也、伊吹圭二郎、小澤綾佳、廣野恵一

O7-3）Selexipagが有効であった21trisomy、不完全型房室中隔欠損症、
TCPC術後肺高血圧の1例〈症例〉
神奈川県立こども医療センター

循環器内科

〇野木森宜嗣、杉山隆朗、加藤昭生、若宮卓也、小野晋、金基成、柳貞光、

上田秀明
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17：45〜17：50

閉会挨拶

当番幹事		
白石 公
国立循環器病研究センター 教育推進部・小児循環器部
			
次期当番幹事	杉山 央
東京女子医科大学
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循環器小児科

特別講演
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特別講演

肺高血圧症の新たな病因蛋白スクリーニングと
アカデミア創薬

東北大学病院

循環器内科

臨床医学開発室

佐藤公雄

肺動脈性肺高血圧症（PAH）に対する三系統の治療薬は生命予後を改善しつつあるが、
既に重症化した患者への有効性は不十分である。従って、全く新しい早期診断技術とリバース
リモデリングを可能とする本質的治療薬の開発が待ち望まれている。そこで我々は、患者
由来肺動脈血管平滑筋細胞（PAH細胞）の網羅的遺伝子解析および各種のオミックス
解析により新規病因蛋白の探索を進め、最終的には血管平滑筋特異的遺伝子欠損マウス
での検証を行い、セレノプロテインP（SeP）を同定した。SePは主に肝臓で産生され、セレン
を全身に運搬する蛋白であることが知られていたが、今回我々は、SePが肺動脈血管平滑筋
細胞でも産生され、特にPAH患者では著しい産生亢進が起きていることを突き止めた。
さらに、PAH患者の血漿中ではSeP濃度が上昇しており、患者の長期生命予後と相関する
ことを確認した。また、PAH細胞の癌類似の増殖性およびSeP発現抑制を指標に低分子
化合物のアカデミア創薬スクリーニングを行い、複数の低分子化合物を同定し、肺高血圧
モデル動物における有効性を確認した。この基礎研究成果を踏まえ、その阻害薬の投薬対
象患者決定と有効性評価を可能とするコンパニオン診断薬の開発を診断薬メーカーと
共に進めている。スクリーニングに成功した新規治療薬と組み合わせて使用することで、
薬剤の有効性を特に発揮できる患者の効率的な選択が可能になることが期待される。
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メモ
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メモ
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ランチョ ンセミナー
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ランチョンセミナー

肺生検病理診断から得られる新たな知見
東北大学 心臓血管外科
宮城県立こども病院 心臓血管外科

正木直樹

先天性心疾患における肺血管性肺高血圧症の診断・検査法にはカテーテル検査を中心
とし、さまざまな手法があるが、その一つに肺生検病理診断があげられる。カテーテル
検査等では評価しえない実際の肺血管床の状態を直接観察できる点で現在でも有用な
検査手法の一つであると考えている。当施設では 2015年より故八巻重雄先生が行われ
ていた肺生検病理診断業務を引き継ぎ行っており、これまでに 1500例をこえる症例の
蓄積がある。今回はこれまでの過去のデータから得られた新たな知見として、以下を
中心に話をさせて頂きたい。①「肺動脈絞扼術による肺動脈のreverse remodelingに
関して」。肺動脈絞扼術は現在の臨床でも標準的に行われている姑息術の一つであるが
それに伴う肺血管の変化自体は十分に検証がなされていなかった。肺動脈絞扼術前後
で肺生検が施行されている 34症例の肺動脈形態を検証した結果、肺動脈の内膜病変、
中膜肥厚の程度が肺動脈絞扼術により有意に改善する傾向がみられたが年齢を階層化
してみるとそのreverse

remodelingは肺動脈絞扼術の時期が遅くなるほど見られにくい

ことが示された。②「Down症患者における肺血管病変の実際」。Down症は通常に比べ
肺血管病変の進行が早くそれに伴い肺高血圧症が進行しやすいことが言われているが、
VSD/AVSD症例 272例をDown、non-Downに分けて後方視的に検証した結果、内膜
病変自体に両群間に差を認めなかった。閉塞性肺血管病変の進行以外の呼吸器系の
要素などが臨床的肺高血圧進行に大きく寄与している可能性が示唆された。③「先天性
心疾患症例における肺小動脈内の血栓性病変のリスク解析」。先天性心疾患症例における
血栓性病変の頻度、リスクに関しては報告されていない。先天性心疾患症例 1168 例を
検証した結果、81例（6.9%）に血栓性病変を認めた。年齢が高く、チアノーゼ性心疾患症例
に多いことが分かった。また単心室症例を見ていくと、PAB/BTS（13-31%）
、BDG（36%）
、
Fontan（55%）と各stageを経る毎に血栓性病変を有する症例の頻度が増加し、SpO2
低下、Hb上昇と有意な相関関係を認めた。単心室症例ではより良いFontan循環確立の
ために肺血管床をいかに良い状態に維持するかが重要であり、抗凝固療法や抗血小板
薬などの重要性が示唆された。
肺生検診断を継続し今後も肺血管病変に関する新たな知見を発信していければと考え
ている。
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メモ
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メモ
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演題抄録集
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一般演題1（口演） ＜O1＞

1）化学療法中に肺動脈性肺高血圧をきたした小児例
自治医科大学 とちぎ子ども医療センター
4）東北大学病院 心臓血管外科
国立病院機構

岡山医療センター

1）小児科、2）小児心臓血管外科、3）病理診断科

5）臨床研究部、6）病理診断科

〇井上俊 1）、関満 1）、翁由紀子 1）、森本哲 1）、川原勇太 1）、早瀬朋美 1）、岡健介 1）、
河田政明 2）、大城久 3）、正木直樹 4）、小川愛子 5）、神農陽子 6）、山形崇倫 1）
【はじめに】
化学療法で惹起される肺血管合併症として肺静脈閉塞症の報告は散見されるが、
肺動脈性肺高血圧（PAH）の報告は少ない。今回Tリンパ芽球性リンパ腫（TLBL）に対する
化学療法中にPAHを発症した小児例を経験した。
【症例】1歳男児、縦隔腫瘍の精査から
TLBLと診断した。強化療法 3’-1開始後day13に、アルキル化薬を含む大量化学療法の
経過で呼吸困難が出現した。心臓超音波検査で三尖弁収縮期圧較差（TRPG）が69mmHg
と高値で肺高血圧を認めた。mPSLと利尿薬で一時軽快するも化学療法を継続したところ
肺高血圧が再燃した。化学療法は中止せざるをえず、肺血管拡張薬を開始しPAHは軽快
したが、肺生検で肺動脈に高度の線維性内膜肥厚（HE3度、IPVD 2.1）を認め、化学療法は
再開出来ていない。
【結論】大量化学療法により高度な組織学的変化をきたすPAHを発症
する症例があり、注意が必要である。

2）骨髄移植後に肺高血圧症を発症した
若年性骨髄単球性白血病の1例
佐賀大学医学部附属病院

小児科

〇土井大人、宮村文弥、熊本愛子、熊本崇、江口啓意、古賀大介、西眞範、松尾宗明
症例は1歳9か月男児。生後10か月時に若年性骨髄単球性白血病の診断で、1歳6か月時に
非血縁間同種骨髄移植を施行した。Day60頃より多呼吸、酸素化低下があり胸部CTで
斑状～結節影を認めた。サイトメガロウイルス感染症に対し治療を行い、1か月後のCTで
肺病変は改善していたが偶然に心嚢液貯留を認めた。心エコーでは右心系は拡大し、推定
右室圧55mmHgと上昇していた。心臓カテーテル検査でmPAP 39mmHg、肺動脈楔入圧
8mmHg、PVR7.22Wood単位、Pp/Ps 0.58と中等度肺高血圧症の所見であり、シルデナ
フィルを開始した。同時期にネフローゼを合併し、GVHD関連の病態を疑い、ステロイド
投与を併用した。シルデナフィル開始2か月後にはmPAP 22mmHg、PVR 2.77Wood単位、
Pp/Ps0.25と改善した。頻度は少ないが骨髄移植関連の肺高血圧の報告が一定数散見され、
見逃さないために定期的なBNPの測定や心エコー検査が必要である。
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3）門脈体循環シャントの閉塞試験により肺動脈圧が低下した
門脈肺高血圧症の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

〇森啓充 1）、山田佑也 1, 2）、鈴木孝典 1, 2）、伊藤諒一 1, 2）、郷清貴 1, 2）、鬼頭真知子 1, 2）、
森鼻栄治 2）、河井悟 1）、安田和志 1）
【症例】11ヵ月，男児．生後まもなく前医で21トリソミー，心房中隔欠損症と診断．また
高ガラクトース血症から，門脈体循環シャントPSVCと診断され，短絡血管のclippingが
計画された．手術待機中に肺高血圧が疑われ，当センター紹介，生後11ヵ月時に心カテ施行．
シャント閉塞試験（前→後）により，門脈圧8→9 mmHg，肺動脈圧48/29（38）→40/17（28）
mmHg，肺血管抵抗4.4→2.5 WU・m2，肺血流量6.1→8.0 L/min/m2，肺体血圧比0.62→0.48，
肺体血流比1.7→1.9，と肺循環指標はdynamicに変化した．1歳2ヵ月で短絡血管clipping
施行，1 歳 6ヵ月時の心カテでは肺動脈圧 23 /9（16）mmHg，肺血管抵抗 1 .4 WU・m 2，
肺血流量7.2 L/min/m2，肺体血圧比0.33，肺体血流比2.6であった．
【まとめ】短時間の門脈
血流遮断により，肺循環の速やかな改善を確認できた．

4）もやもや病に合併した多発末梢性肺動脈狭窄例
～全身の血管疾患か？〜
国立循環器病研究センター

小児循環器科

〇三池虹、岩朝徹、根岸潤、坂口平馬、大内秀雄、白石公、黒嵜健一
【背景】もやもや病は日本人に多発する進行性脳血管閉塞症であるが、他の部位の血管狭窄
の合併も稀ながら報告されている。今回もやもや病発症後遠隔期に多発末梢性肺動脈狭窄を
含む多くの部位の血管狭窄を呈した小児を提示する。
【症例】当科初診時12歳男児。1歳時にもやもや病による右片麻痺を発症。3度の血管吻合術
を施行されたが神経学的後遺症を残した。12歳時の学校心電図検診でスクリーニングされ、
特発性肺動脈性肺高血圧症と診断。無症状であったが右室左室等圧であり、在宅酸素療法と
肺血管拡張薬を導入。約3年のcombination therapyに高度の抵抗性を示し改善乏しく、
肺動脈楔入血管造影を実施、多発末梢性肺動脈狭窄が判明した。脳・肺以外の血管狭窄も
認めており、全身の血管狭窄疾患が疑われた。
【総括】もやもや病や末梢性肺動脈狭窄は、全身性血管狭窄疾患の一表現型である場合が
ある。
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＜O1＞

5）門脈肺高血圧に対する肝移植前後の肺循環変化
京都大学医学部附属病院
1）

1）小児科、2）肝胆膵移植外科
1）

〇平田拓也 、吉永大介 、松田浩一 1）、赤木健太郎 1）、馬場志郎 1）、滝田順子 1）、
小川絵里 2）、岡本竜也 2）、岡島英明 2）、上本伸二 2）
肺高血圧治療薬の発展により門脈肺高血圧の予後は改善してきたが、未だに予後不良
疾患の一つである。治療の最終手段として肝移植が位置づけられているが、移植後の
肺循環動態評価については未だ不明な点が多い。今回我々は、肝移植を施行した門脈
肺高血圧患者34症例のうち、心疾患がなく心臓カテーテル検査の前後データを有する9例
について移植前後の肺循環動態について検討した。
男女比1：8、門脈無形成（低形成）3例、胆道閉鎖6例、移植時年齢は1歳7ヶ月から21歳
であった。移植前後の平均肺動脈圧は各々 40.6±6.5mmHg、29.0±6.7mmHgで肝移植に
よって有意に低下したが、肺血管抵抗は移植前後で4.9±2.2から4.9±2.6U・m2と変化が
なかった。心係数は9.3±3.2から5.7±1.9L/min/m2と有意に低下しており、肝移植による
平均肺動脈圧の低下は心係数が大きく影響していると考えられた。

メモ
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一般演題2（口演） ＜O2＞

1）FOXF1 エンハンサー領域の欠失を認めた
先天性肺高血圧症の1例
名古屋大学医学部附属病院

1）小児科、2）総合周産期母子医療センター

新生児部門

〇山本英範 1）、深澤佳絵 1）、脇田浩正 2）、佐藤義朗 2）、早川昌弘 2）、加藤太一 1）
【緒言】FOXF1 は遺伝性間質性肺疾患の1種であるalveolar capillary dysplasia with
misalignment of pulmonary veinsの原因遺伝子である。我々は出生時から高度な肺高血圧症
（PH）を発症し、本遺伝子のエンハンサー領域に異常が同定された症例を経験したので報告
する。
【症例】臍帯ヘルニアを出生前診断されたため、在胎37週に予定帝切で出生した男児。出生
体重2506g、アプガースコア8/9。出生時から原因不明のPHと、胸部X線における肺野の
びまん性透過性低下を呈した。間質性肺疾患の可能性を考慮して、鎮静、人工呼吸器、抗PH
治療薬に加えてステロイドパルスも併用して管理した。遺伝子検査でFOXF1にエンハンサー
領域の欠失を認めた。肺移植も視野に入院加療を継続している。
【結語】新生児期に発症し間質陰影を伴う重症PHでは、遺伝性間質性肺疾患を疑い遺伝子
検査を含めた精査を行うことが望ましい。

2）血管攣縮性肺動脈性肺高血圧症と診断したDown症症例
大阪母子医療センター

小児循環器科

〇高橋邦彦、豊川富子、森雅啓、廣瀬将樹、江見美杉、松尾久実代、平野恭悠、
石井陽一郎、青木寿明、萱谷太
7か月女児。当センターで出生。ダウン症が疑われ心エコーにてPDA・small VSDと診断。
諸事情でその後検査できず退院、以降来院もされなかった。入院数日前より多呼吸あり
増悪するため、当科受診。心エコーでPDAは閉鎖していたが、oversystemic PHの状態で
あったためPICU入室。Nasal High flowでの酸素・NO吸入開始。心臓カテーテル検査では
mPAP 45mmHg Rp 12.2WU/m2、NO負荷でmPAP 20mmHg Rp 1.7 WU/m2と急性
肺血管反応試験陽性であり、その他の諸検査も併せて血管攣縮性肺動脈性肺高血圧症
と診断。NOからの離脱が困難であったため、タダラフィル導入。NOは離脱できたが、
鼻カニューラに変更するとPH増悪したためアムロジピン追加。以降PH増悪なく安定して
経過。第 40病日で退院となった。
本症例の経過について、文献的考察も含めて報告する。
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＜O2＞

3）PAH with vasoreactivityの小児例
岩手医科大学附属病院循環器医療センター

循環器小児科

〇高橋信、滝沢友里恵、中野智、小山耕太郎
【症例】9歳女児. 労作時の易疲労感および失神で当院受診. 各検査でIPAHと診断. 初回
心カテでは, PAP 51/30/40mmHg, PVRI 12.9WU・m2 であり, 100%O2 とnicardipine負荷
でmeanPAP 40→32→23mmHg, PVRI 12.9→7.1→6.4WU・m2 の検査所見を得た. 初回
治療をtadalafil 25mg, bosentan 125mg, beraprost 30μgのcombinationで介入した. 3か月
後の心カテでPAP 29/9/16mmHg, PVRI 4.6WU・m2 の改善を確認したが, 動悸, めまい,
胸部不快感が繰り返し認められた. 5か月後の心カテでもPAP 28/10/18mmHg, PVRI
4.6WU・m2 で著変は認めなかった. 1年後の外来待機中に, 突然の胸痛と呼吸苦から意識を
消失した. 携帯用echoでRV ballooningを確認しPH crisisと判断. ICU入室し100%O2 NPPV
下でNO20ppm使用した. 動脈圧モニターで頻脈と血圧低下を繰り返し, 右心負荷の心電図
変動を認めた. pulmonary artery vasospasmと判断しnifedipine 40mgとepoprostenol
（8.0ng/kg/min）を導入し胸部症状は消失した. その後epoprostenolは漸減中止しnifedipine,
tadalafil, macitentanの3剤で経過を見ている.【まとめ】Vasoreactivityを有するPAH症例は,
通常のcombination therapyでPHは改善可能だがvasospasmは予防できない. 必ずCCBを
加えて管理する必要がある.

4）SF36スコアを用いた小児期発症肺動脈性肺高血圧症の
QOL評価
東邦大学医療センター大森病院

小児科（現

中部徳洲会病院

小児科）

〇池原聡、中山智孝、川合玲子、矢内俊、高月晋一、松裏裕行
はじめに：小児期発症の特発性/遺伝性肺高血圧症（I/HPAH）では、血管拡張薬の進歩に
伴い成人期に達する症例が多くなってきているがそのQOLを評価した報告はない。今回、
我々は小児期発症のI/HPAH患者のQOLを評価し、それに影響する因子をSF36を用いて
検討した。対象：当院にて経過観察中の小児期発症のI/HPAH30症例。方法：SF36の
アンケート結果を患者背景、既知の重症度項目と比較した。結果：SF36（身体的健康：
PCS、精神的健康：MCS）のうちPCSは女性で有意に低く、MCSは血管拡張薬の持続投与
を受けている症例で低い傾向があった。結語：小児期発症の肺高血圧症症例のQOLに
おいて、既知の重症度パラメーター
（6分間歩行距離、肺血行動態）
よりも社会的背景
（性別、
治療内容）が関連している可能性が示唆された。
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一般演題3（口演） ＜O3＞

1）Sildenafil注腸投与の薬物動態に関する検討
神奈川県立こども医療センター

循環器内科

〇若宮卓也、杉山隆朗、野木森宜嗣、加藤昭生、小野晋、金基成、柳貞光、上田秀明
【背景】Sildenafilは経口肺血管拡張薬で、Tmaxは60分と言われている。術後に腸管からの
薬剤吸収が期待できない症例に対し、sildenafil注腸投与を行うことの有効性はここ数年で
多く報告されているが、それに関する薬物動態の報告は少ない。
【目的】肺高血圧症に対するSildenafi注腸投与の薬物動態に関する検討。
【対象と方法】二心室循環術後4例（僧房弁形成後1例、肺動脈絞扼術後1例、心内修復術後
3例），一心室循環術後7例（全例グレン術後）の計11例を対象とし、Sildenafilの薬物動態
評価を行った。血中濃度の採血は全例投与後、5,10,15,30,60,120分で行い、血中濃度は
高速液体クロマトグラム質量分析（LC ／ MS）法で測定した。
【結果】sildenafilの投与量の中央値は1±0.14mg/kg（0.85-1.3mg/kg）。Tmaxの中央値は
15分±30（10-60分）
、Cmaxの中央値は22.75±13.69ng/ml（6.14-42.64ng/ml）であった。
【結論】Tmaxは経口投与に比べて短く、Cmaxは成人で報告されている値に比較して低い
値であった。血中濃度をモニタリングし投与量を適宜増量させてもいいと考えられる。

2）初期よりSelexipagを含むUpfront Combination Therapyを
行った特発性肺動脈性肺高血圧症の女児例
〜地域連携パスの取り組みを通じて〜
東京医科歯科大学医学部附属病院

小児科

〇野村知弘、下山輝義、長島彩子、山口洋平、前田佳真、石井卓、土井庄三郎
【症例】11歳女児.【現病歴】8歳頃から労作時呼吸困難が出現した. 近医初診の4か月および
2か月前には歩行中2度の失神歴あり, 歩行時呼吸困難が増悪し近医を受診した. 前医総合
病院へ紹介入院し, スクリーニング検査を行った後, 肺動脈性肺高血圧疑いで当院へ転院
した.【 所 見 および 経 過 】心 臓カテー テル検 査 ではmPAp104 /56（72）mmHg, PVRi
42.1U・m2と、重症肺動脈性肺高血圧の所見を認めた. 初期からSelexipagを含む3系統
の経口内服によるUpfront Combination therapyを選択し, 治療1か月での6分間歩行検査
では397m（治療前比+81m）と運動耐用能の改善を認めた.【結語】小児期発症のPAHに
対する, Selexipagを含めた初期3剤併用は新しい試みであり, 治療開始後4か月で施行予定
の心臓カテーテル検査結果を含む治療経過を報告する. また, 近医初診から1か月と早期に
専門機関での診断および治療開始を可能とした,「肺高血圧症地域連携パスの会」の取り
組みについても紹介する。
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＜O3＞

3）小児の特発性/遺伝性肺動脈性肺高血圧症に対する
upfront combination therapyの治療効果
東京医科歯科大学

小児科

〇下山輝義、野村知弘、長島彩子、山口洋平、前田佳真、石井卓、土井庄三郎
小児の特発性/遺伝性肺動脈性肺高血症（I/HPAH）に対するupfront combination therapy
（UCT）は確立していない。2010年以降に入院した7例のUCT施行I/HPAH例の治療経過を
解析した。年齢6〜 12歳、男女比5：2、失神歴を4例で認めた。mPAP（mmHg）, sPp/Ps,
PVRi（WU・m2 ）
の平均値はそれぞれ68, 1.0, 28と高く、CI, RAPは3例でそれぞれ2.0未満、
10を超過していた。全例、経口薬でUCTを開始し非経口PGI 2は2年以内に4例で導入した。
1, 2, 3年後の平均値はmPAP: 54, 44, 38、sPp/Ps: 0.85, 0.69, 0.60、PVRi: 15, 9, 6と低下
した。血管収縮が強い小児では経口薬によるUCTで症状の改善は早く、重症児での非経口
PGI 2 の早期開始と積極的増量は有効と考えられた。

メモ
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会長要望演題1 ＜R1＞

1）拘束型心筋症に伴う肺高血圧に対するLVAD装着と
肺血管拡張薬によるHybrid治療の効果
大阪大学大学院 医学系研究科 1）小児科学、2）心臓血管外科学
3）大阪急性期・総合医療センター 小児科

〇石田秀和 1）、成田淳 1）、石井良 1）、石垣俊 1）、橋本和久 1）、吉原千華 1）、木戸高志 2）、
平将生 2）、上野高義 2）、澤芳樹 2）、小垣滋豊 1, 3）、大薗恵一 1）
小児拘束型心筋症では、重度の心不全だけではなく左室の著しい拡張障害から第2群の
PAHを来すことがある。高い肺血管抵抗は心臓移植適応外となるため治療介入が必要に
なるが、post-capillaryを主体とするPAHにおいて肺血管拡張薬は肺うっ血の増悪を招き
うることから、LVAD装着による左室unloadを選択せざるを得ない。今回、RCM患者の
LVAD装着前後での肺高血圧改善の有無を検討した。対象：当院でLVAD装着を行った
15歳以下の小児39例中RCMの9例。結果：全例でLVAD装着後に肺血管拡張薬を投与。
装着前のmPAP 41（28-65）mmHg, PAWP 22（16-37）mmHg, PVRI 4.8（2.7-10.7）WU・m2
から、装着後はmPAP18（14-22）mmHg,PAWP10（6-14）mmHg,PVRI1.9（1.0-2.9）WU・m2
へと低下していた。使用薬剤はBosentan・Ambrisentan・Tadarafilの各単剤治療が1例
ずつ、Sildenafil+Ambrisentanが2例、Tadarafil+Macitentanが4例 であった。RCMの
肺血管病理の自験例と共に考察する。

2）高肺血管抵抗のASD-PH症例における
当院でのtreat and repair strategy
東京女子医科大学病院

心臓病センター

循環器小児科・成人先天性心疾患科

〇原田元、佐藤正規、森浩輝、朝貝省史、島田衣里子、石戸美妃子、篠原徳子、稲井慶、
富松宏文、杉山央
【背景】左右短絡性疾患によるPHは修復術が根本的治療法となるが、肺血管抵抗が8WU・m2
を越える症例には原則修復術は禁忌とされる。近年、肺血管拡張薬を術前後に投与し
肺血管抵抗が高い症例の欠損孔を閉鎖するtreat and repairの治療戦略が試みられている。
【症例】50歳の女性。40歳時、ASD-PHと診断され、3系統の肺血管拡張薬を開始後に
ASD閉鎖治療のため当院受診した。平均肺動脈圧 60mmHg、肺血管抵抗 8.3WU・m2 と
高肺血管抵抗であると同時にQp/Qs=2.6と高肺血流であり、ASD閉鎖はリスク高いが
可逆性である可能性が高いと判断して、エポプロステノールによるtreat and repairの
方針とした。エポプロステノール開始 4ヵ月後に平均肺動脈圧 44 mmHg、肺血管抵抗
5.5WU・m2、Qp/Qs=3.6とPHの改善を認め、経皮的ASD閉鎖術を行った。ASD閉鎖
して39ヵ月後にエポプロステノールよりセレキシパグに変更した。【結語】従来手術適応が
ない高肺血管抵抗のASD-PH症例において、treat and repairの治療戦略によりPH
増悪なく欠損孔を閉鎖可能であった。
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一般演題4（口演） ＜O4＞

1）Alveolar capillary dysplasia with misalignment of pulmonary veins
が疑われた高度な肺動脈性肺高血圧症を呈した
心房中隔欠損症の乳児例
兵庫県立こども病院

循環器内科

〇久 保慎吾、田中敏克、上村和也、林賢、三木康暢、松岡道生、亀井直哉、小川禎治、
富永健太、城戸佐知子
症例は4か月男児。4か月健診でチアノーゼを指摘されて前医を受診し、心房中隔欠損症、
肺高血圧症と診断されて当院へ紹介入院した。高度低酸素血症のため人工呼吸器管理下
（FiO2 0.6、NO 20ppm）に心臓カテーテル検査を行い、平均肺動脈圧 31mmHg、肺血管
抵抗 11.5Wood単位･m2、肺静脈圧 9～ 10mmHgだった。造影CTでは肺塞栓所見はなく、
肺はびまん性のすりガラス陰影を呈していた。この結果から肺動脈性肺高血圧症と診断
して肺血管拡張剤を開始したが、肺うっ血が進行するため、多少の低酸素血症を許容し
ながら投薬調整をするしかなく、治療に難渋している。臨床的に肺胞毛細血管レベル
での問題が疑われたため、遺伝子解析を行ったところ FOXF1 にミスセンス変異を認め、
Alveolar capillary dysplasia with misalignment of pulmonary veins（ACD/MPV）
が疑われた。肺血管拡張剤により肺水腫様の経過をたどる肺動脈性肺高血圧症には
ACD/MPVが潜在している可能性を考慮する必要がある。

2）長期のPAH治療後に閉鎖術を行った
心房中隔欠損/高度肺高血圧の成人例
三重大学医学部附属病院

小児科

〇大矢和伸、三谷義英、澤田博文、大橋啓之、服部共樹、淀谷典子、平山雅浩
17年間のPAH治療後に閉鎖術を行った高度PAH合併ASD成人例を報告する。症例は
44歳女性。27歳時、職場検診のX線異常のため初診、心カテにてmean PAP 48mmHg、
Qp/Qs 1.3、Rp 7.79wu/m2のため当初はIPAH/ASDと診断し、beraprost内服を開始した。
31歳時にQp/Qs 1.47、Rp 9.83、mPAP 52と増悪し、急性肺血管反応試験（AVT）への
反応も乏しくbosentanを開始した。その後臨床症状、Rp、AVTは一時的に改善したが、
40歳時にRp 9.47と再び上昇しmacitentanへ変更し、tadalafil内服を追加した。42歳時に
Rp 5.54と低下し、AVTに反応あり、ASD閉鎖テストでmPAP低下し、閉鎖適応と判断
して 43歳時にFFOⅡによるカテーテル閉鎖術を施行した。術後macitentan/tadalafilを
継続して経過観察中である。治療経過を報告し考察を加える。
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＜O4＞

3）心室でのシャントが僅かでも肺高血圧を伴う房室中隔欠損
に対する肺動脈絞扼術（ほぼ心房中隔欠損のみの状態での
肺動脈絞扼術）
国立循環器病研究センター
1）

1）小児循環器科、2）小児心臓外科

1）

〇岩朝徹 、廣田篤史 、三宅啓 1）、加藤愛章 1）、坂口平馬 1）、北野正尚 1）、白石公 1）、
黒嵜健一 1）、中田朋宏 2）、島田勝利 2）、帆足孝也 2）、市川肇 2）
心房中隔欠損（ASD）・肺動脈性肺高血圧（PAH）に対する肺動脈絞扼術（PAB）は
有効性の報告に乏しく、通常行われていない。我々は房室中隔欠損（AVSD）において
心室中隔欠損がないか極小さく、実質ASD＋PAHに等しい4症例においてPABを行った。
2症例は左室の軽度低形成、2症例は低体重が理由で修復を先送りにする目的で施行。
3例が心内修復に至った。PAB後3例では概ね順調であったが、術前右室圧が低めであった
左室低形成を伴う例では一過性の右心不全の増悪が認められ、強心薬でのサポートが
必要であった。
一般にASD-PAHに対するPABは効果が実証されていないが、少なくともAVSDにおいて
は早期の修復や治療方針決定を避ける効果が見込める。一方でPABが及ぼす血行動態的
影響の全てが解明できておらず、今後の症例の蓄積や今回の症例の更なる観察が必要と
思われる。

4）新生児遷延性肺高血圧の治療に難渋した
両大血管右室起始症のダウン症の1例
日本医科大学付属病院

1）小児科、2）心臓血管外科

〇橋本康司 1）、築野香苗 1）、橋本佳亮 1）、渡邉誠 1）、赤尾見春 1）、上砂光裕 1）、勝部康弘 1）、
深澤隆治 1）、鈴木憲治 2）、佐々木孝 2）
症例は現在11か月男児。在胎週数41週6日、体重3513gで出生。重症新生児仮死（Apgar
1/2）のため、蘇生し救命した。顔貌は特異的であり、後に染色体検査で21 trisomyの診断
となった。挿管、人工呼吸管理下で酸素100%投与でも酸素化が保てず、PPHNと診断、カ
テコラミン、PGI2、NOでCriticalな状態を克服した。その後はPH薬（Sildenafil, Selexipag）
を導入することで、人工換気を離脱、NOおよびPGI2を終了することができた。4か月時の
カテーテル検査では、mPA平均35mmHg、Rp5.4であったが酸素負荷にて反応を認めた。
5か月時に肺動脈絞扼術を施行、PH薬、在宅酸素療法を継続し、11か月時に根治術を施行
した。PPHNの治療に難渋した症例であったが、根治術までたどり着くことができた症例
を経験したため報告する。
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＜O4＞

5）先天性左気管下葉支閉鎖を合併したDORV.PS.TAPVCの
新生児例
九州大学病院

小児科

〇村岡衛、福岡将治、永田弾、長友雄作、平田悠一郎、大賀正一
【背景】気管支閉鎖への心疾患合併は稀であるが重症な場合が多く、治療に難渋する。今回
先天性左気管下葉支閉鎖を合併したDORV.PS.TAPVCの一例を経験した。【症例】在胎
27週に先天性肺気道奇形（CPAM）およびDORV、TAPVCを指摘され、在胎37週1日に
出生体重2172g、Apgar3点/5点で出生した。出生後SpO2 上昇しないため挿管しHFO管理、
NO投与を行い、出生3時間でVA-ECMOを導入した。重症PS、肺静脈狭窄（PVO）のため
肺血流は維持できず、ECMOの離脱が困難なため、日齢3に肺動脈弁バルーン拡張術および
PVOに対してステント留置術を施行した。治療後は血行動態安定し、日齢9にECMO離脱、
日齢44に抜管した。【結語】肺疾患を合併する複雑心奇形では出生前からその重症度を
予測し、出生後可及的速やかに新生児治療へ移行することが望まれる。

メモ
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一般演題5（口演） ＜O5＞

1）PTAV後も残存する左室拡張障害による高度肺高血圧に対し、
肺血管拡張薬が有効であったcritical ASの1例
大阪市立総合医療センター

1）小児医療センター小児循環器内科、2）小児不整脈科

〇児玉菜津子 1）、江原英治 1）、丸山和歌子 1）、松井勝敏 1）、加藤有子 2）、中村香絵 1）、
藤野光洋 1）、吉田葉子 2）、鈴木嗣敏 2）、村上洋介 1）
【症例】4歳男児。生後LVEF 9%、Ao archの逆流を認め日齢0と9にPTAV施行しPGE1
中止。EFEが疑われたがLVEF 40%まで改善。生後1か月と9か月にPTAVを追加、最終
心カテ（4歳）
ではLVEF 66%、ASPG 27mmHg、AR（-）。一方1か月時の心カテでPAP（m）
27 mmHgとPH認 め、酸 素 に 加 えsildsnafil開 始。3 か月 時PAP（m） 50 mmHg、PAR
16u・m2と高度PH残存。NO負荷で反応ありLA（m）11mmHgと著明な上昇なく、経口PGI2、
tadalafil、bosentanに変更。9か月時PAP（m）24mmHgと改善、bosentan中止。2歳時
PAP（m）63mmHgと悪化、macitentan追加。4歳時PAP（m）28mmHg、PCW 19mmHg、
PAR 1.4 u・m2 と改善し経過観察中。
【結語】左心系心疾患によるPHは原疾患の治療が基本であるが、reactive PHの要素に
ついでは肺血管拡張薬が有効である。

2）MRIとカテで治療方針を決定した肺血流不均衡を呈した
単心室の1例
静岡県立こども病院

1）循環器科部門、2）心臓血管外科

〇土 井悠司 1）、満下紀恵 1）、陳又豪 1）、原周平 1）、真田和哉 1）、田邊雄大 1）、石垣瑞彦 1）、
佐藤慶介 1）、芳本潤 1）、金成海 1）、新居正基 1）、田中靖彦 1）、猪飼秋夫 2）、坂本喜三郎 2）
症例は8歳男児。左室型単心室、大動脈縮窄、両側上大静脈で1ヵ月subclavian flapによる
COA解除＋肺動脈バンディング術施行。10ヵ月で左肺静脈狭窄（lPVO）指摘。1歳1ヵ月
グレン術+DKS術+LSVCdivision術施行。左肺静脈狭窄は残存、左のAPcollateral As
が増生。2歳でpeel&wrap,lPVO解除術もPVO残存した。3歳6ヵ月肺動脈内隔壁作成+
左BTシャント（IPAS）術施行。3歳8ヵ月apcasコイル塞栓術。4歳9ヵ月心カテ+cMRIで
左肺動脈のRp7.5、右肺動脈Rp=1.4、5歳8ヵ月左Rp=6.9、右Rp=1.8でタダラフィルを追加。
6歳4ヵ月左Rp=5.6、右Rp=2.5にて7歳3ヵ月でfenestration付きTCPC術を施行した。左右
肺血流源が違う例ではカテのみではそれぞれの肺血管抵抗を算出できなかったが、心カテと
cMRIを併用しすることにより、左右それぞれの肺血管抵抗を評価可能となり治療方針決定
に有用であった。
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＜O5＞

3）学校検診を契機に発見された先天性肺静脈狭窄ならびに
閉鎖症の一例
千葉県こども病院

循環器内科

〇河内遼、東浩二、大森紹玄、白石真大、梶川優介、石井徹子、中島弘道、青墳裕之
先天性肺静脈狭窄ならびに閉鎖症の自然歴は様々であり、症例毎に治療介入を検討する
必要がある。症例は16歳女児。在胎34週2日、1689g、帝王切開で出生。先天性空腸閉鎖と
未熟児動脈管開存に対して新生児期に手術歴はあったが転居に伴い定期管理が中断。
高校の学校検診で行った胸部レントゲンで右肺中葉部の異常陰影を指摘され当院初診。
造影CTで左上下肺静脈の狭窄、右上肺静脈の閉鎖ならびに右下肺静脈の著明な拡張あり。
肺血流シンチで右：左＝85：15。心カテで右肺動脈圧＝22/10（15）mmHg、左肺動脈圧＝
22/10（16）mmHg、右肺動脈楔入圧＝5mmHg、左肺動脈楔入圧＝11mmHg、発達した
体肺側副血行路は認めず。著明な肺血流不均衡はあるが、肺うっ血や肺高血圧はなく、
喀血や肺炎を反復した既往もない為に保存的に経過観察の方針としたものの積極的に
治療介入すべきか苦慮している。

4）重度肺高血圧症を伴う右肺底動脈大動脈起始症の
治療経験
独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院

小児科

〇岩屋悠生、宗内淳、足立俊一、山本順子、横田千恵、大村隼也、藤井俊輔、松岡亮平、
川口直樹、杉谷雄一郎、渡邉まみ江、高橋保彦
【背景】肺底動脈大動脈起始症は稀な先天異常で，新生児期に重度肺高血圧で発症した
1例を経験したので報告する．
【症例】在胎 37週，出生体重 2431gの女児．胎児診断なし．呻吟のため前医入院となり
心エコーで中等度三尖弁逆流と肺高血圧（TR-PG＝80mmHg）に加え，腹部大動脈より
異常血管を指摘した．心内構造異常はなかった．日齢3に当院転院となったが進行性呼吸
障害があり，造影CTで右肺底動脈大動脈起始症と診断した．日齢 6に心カテを実施し，
肺動脈圧=75/35（53）mmHg，大動脈圧=57/35（45）mmHgであった．肺動脈造影で右肺
底部への動脈分枝認めず，腹部大動脈から右肺底部への異常血管を認め，それは左房に
環流していた．大動脈側より異常血管をコイル塞栓後（0.035インチ使用）
［塞栓後：肺動脈圧
=36/14（24）mmHg，大動脈圧=51/33（41）mmHg］，日齢 16，右下肺切除術を実施した．
【結語】新生児期より高肺血流性肺高血圧を生じた右肺底部動脈大動脈起始症の1例を
経験した．新生児期より重症となる症例ではカテーテル治療後に症状安定後に外科治療をす
ることが望ましい．
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会長要望演題2 ＜R2＞

1）肺末梢血管/肺胞の新生を目指した新生児慢性肺疾患に
対する新規治療法の開発
1）大阪大学大学院 医学系研究科 小児科学
2）大阪急性期・総合医療センター 小児科・新生児科

〇桂木慎一 1）、石田秀和 1）、石井良 1）、成田淳 1）、小垣滋豊 2）、大薗恵一 1）
【背景】サーファクタント製剤開発以降の新生児慢性肺疾患（BPD）は、超早産児における
肺胞と末梢肺血管新生の未熟性に起因し、重症例では肺高血圧症を合併して予後不良で
ある。近年、肺血管新生と肺胞形成におけるNO-cGMP系の役割が治療標的として注目
されている。
【目的と方法】NO-cGMP系活性化によるBPD治療の可能性を検討するため、
日齢1のラットにVEGF阻害薬を投与して作成したBPDモデルにsildenafilとriociguatを
日齢10から投与し、体重、生存率、肺胞形成、肺血管新生、右室肥大を評価した。
【結果】BPD
ラットでは有意な体重減少、高い死亡率、粗雑な肺胞構造と肺血管数の減少、著名な右室
肥大を認めた。Sildenafil、riociguat投与により、日齢21での右室肥大の改善と肺胞構造
の緻密化を確認した。
【結語】
NO-cGMP系活性化によるBPD治療の可能性が示唆された。

2）Deep learningを用いた、胸部X線写真から
肺体血流比を予測する方法の開発
三重大学大学院医学系研究科
1）

1）胸部心臓血管外科学教室、2）小児科学

2）

〇鳥羽修平 、三谷義英 、石川廉太1）、小沼武司1）、大矢和伸2）、淀谷典子2）、大橋啓之2）、
澤田博文 2）
【緒言】肺体血流比（Qp/Qs）は先天性心疾患における治療方針決定に重要な指標であるが、
その正確な測定はカテーテル検査を必要とするため侵襲が大きい。
我々はdeep learning
（DL、
いわゆるAI）を用い、胸部X線写真（Xp）からQp/Qsを定量的に予測する方法を開発した。
【方法】当院小児循環器科で2005-2017年にカテーテル検査を施行した症例のうち、841例の
Qp/Qs及びXpを用いて既存モデル（Inception-v3）の転移学習を行った。50例を用いて
予測精度を評価し、肺血流を4段階評価した際の正答率を小児循環器専門医と比較した。
【結果】Fick法によるQp/Qsと予測Qp/Qsの相関係数は0.81であった。DLによる予測は
医師と比べ正答率が高かった（35 vs 18.7例，p<.001）
。
【結語】DLによりXpからQp/Qsを
定量的に予測できた。更なる精度向上が課題である。
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＜R2＞

3）PAVSD/MAPCAs: complete repairにおける
術中PA flow studyの有用性
静岡県立こども病院

心臓血管外科

〇石道基典、渡辺謙太郎、太田恵介、菅野勝義、伊藤弘毅、村田眞哉、廣瀬圭一、
長門久雄、坂本喜三郎、猪飼秋夫
PAVSD, MAPCAsに対して当院では生後5ヶ月、体重5kgを目安に中心肺動脈に有無に
よらずprimary unifocalizationを行い、術中PA flow studyによりmean PAP≦25mmHg
で心内修復を行う。mean PAP>25 mmHgでは姑息的右室流出路再建を行っている。
心内修復後に右室収縮期圧（RVSP）/左室収縮期圧（LVSP）
（術中大動脈収縮中枢圧で代用）
＞0.8 であった場合にはVSD patchにfenestrationを作成する。術後の肺血管は抵抗が
不均一で、血流量が一定せず形態が変化するため、術後早期（6ヵ月以内）にカテーテル検査
を行い、肺動脈の評価、maintenanceを積極的に行っている。2017年5月以降、10例に上記
方針で治療介入を行った。一期的complete repairを目指した治療戦略における当院の経験
を報告する。

メモ
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一般演題6（口演） ＜O6＞

1）右心バイパス症例に対する肺血管拡張薬投与の現状
福岡市立こども病院

循環器科

〇原田雅子、倉岡彩子、兒玉祥彦、石川友一、中村真、佐川浩一、石川司朗
【背景】近年右心バイパス症例に対し肺血管拡張薬（PVD）を投与する症例が増加しているが,
その適応についての明確なコンセンサスはない. 当院のPVD投与の現状を報告する.
【方法】2016年11月から2018年10月にFontan術（F術）後半年のカテーテル検査を行った
69例でPVD投与の有無,血行動態等を検討した.
【結果】投与群は19例（HLHS 9例, TA 4例, PAIVS 3例, SRV 3例）で5例に気道合併症を
有していた, 13 例（68%）がPDE5 阻害薬単独, 1 例（5 %）がET受容体阻害薬単独, 5 例
（26%）は 2剤併用であった. 1例がGlenn術（G術）前, 9例がG術後, 9例はF術後に導入された.
F術後半年の時点で肺血管抵抗（RpI）（投与群/非投与群：1.23vs1.74 U/m2, p=0.005）
と肺動脈楔入圧（PCWP）（4.7vs3.3mmHg, p=0.004）が高かった. PA index（207.3vs
236.6mm2/m2, p=0.100）
, 平均肺動脈圧（8.32vs8.28mmHg, p=0.945）,SaO2（94.5vs94.7%,
P=0.65）
に有意差はなかった.大動脈肺動脈短絡に対するコイル塞栓や結紮術は, 14例
（74％）
/25例（50％）p=0.065で投与群に多い傾向であった.
【結論】PVDが投与されていた症例はF術後半年の段階でもRpI, PCWPが高い症例であった
と考えられた.

2）フォンタン術後患者の体静脈側副血行路に対する
塞栓術の治療効果
国立循環器病研究センター

小児循環器科

〇三池虹、大内秀雄、藤本一途、根岸潤、岩朝徹、北野正尚、坂口平馬、白石公、
黒嵜健一
【背景】フォンタン術後（F）患者の体静脈側副血行路（VVC）発達は、低酸素血症に加え
脳塞栓等のリスクであり塞栓術が施行される場合がある。
【目的】VVCに対する塞栓術前後
の低酸素改善の効果を心肺運動負荷試験（CPX）の変化から明らかにする。
【方法】当科
で塞栓術を行ったF患者16例において、その前後でCPXでの経皮的動脈血酸素飽和度
（SpO2）、最高酸素摂取量の変化を検討した。
【結果】安静時SpO2 は1.9±0.6%上昇し
（p<0.01）、運動時SpO2 は3.6±1%上昇した（p<0.01）。CPX中のSpO2 の低下幅は1.8%
軽減したが有意差はなく、VVCの塞栓部位別によるSpO2 の変化に差はなかった。また、
VVC術前後で最高酸素摂取量に有意な変化はなかった。
【結語】VVCに対する塞栓術は
安静および運動時の低酸素血症を改善するが、運動耐容能の変化については長期的な検討
が必要である。
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3）フォンタン循環におけるselexipagの使用経験
三重大学医学部附属病院

小児科

〇服部共樹、三谷義英、澤田博文、大橋啓之、大矢和伸、淀谷典子、平山雅浩
背景：Fontan術後患者の予後不良因子として肺動脈圧上昇は重要とされる。PAHでは、
エンドセリン受容体拮抗薬、PDE5阻害薬に、新規IP受容体作動薬Selexipag併用の有効性
が報告されつつあるが、Fontan術後患者でのその有効性は不明である。
症例：三尖弁閉鎖症（Ⅱc型）の男児で日齢28にPABを施行された。2歳時にBDG術とDKS
吻合を施行、3歳時にTCPC手術が実施された。術後は平均PA圧が18mmHgであった。
4歳時にmacitentan、tadalafil併用療法を開始し平均PA圧は15mmHgへ低下した。6歳時
からはselexipagを併用し、平均PA圧は12mmHgへさらに低下した。
結語：Macitentan＋Tadalafilにselexipagの併用でPA圧が低下した。Selexipagを含む3者
併用療法は、Fontan術後患者の肺循環管理に有効な可能性が示唆された。

メモ
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一般演題7（口演） ＜O7＞

1）両側肺静脈閉塞があるにもかかわらずFontan循環が
成立した無脾症、総肺静脈還流異常、単心室の1例
徳島大学病院

1）小児科、2）心臓血管外科

〇本間友佳子 1）、早渕康信 1）、小野朱美 1）、香美祥二 1）、菅野幹雄 2）、北市隆 2）、北川哲也 2）
【背景】肺静脈狭窄・閉塞は予後不良であり、手術を繰り返しても再閉塞に至ることが多く、
Fontan循環を阻害する因子となる。
【症例】
無脾症、TAPVC（Ib）
、右室性単心室の3歳男児。
これまでに肺静脈狭窄解除術を3回施行されたが、TCPC術前のカテーテル検査で両側下肺
静脈の閉塞を認めた。両側下肺静脈血流はともに同側上肺静脈へ側副血管を通じて還流
しており、肺動脈圧9mmHg、肺血管抵抗1.0 woodU･m2 で安定していたため、TCPCを
施行した。術後1年間の経過は順調である。
【考察】両側下肺静脈閉塞にも関わらず、PVPV shuntの発達によって充分な上肺静脈への還流が得られた1例を経験した。側副血管の
増殖は、いずれも臓側胸膜部分で顕著に認められ、肺動静脈よりも体動静脈のほうが低酸素
血症や肺血流量低下に起因する血管新生が強い可能性も示唆された。

2）Tadalafil 中止後に蛋白漏出性胃腸症の改善を認めた3例
富山大学

医学部

小児科学教室

〇岡部真子、寳田真也、伊吹圭二郎、小澤綾佳、廣野恵一
【背景】TCPC後の蛋白漏出性胃腸症（PLE）は様々な治療法の提唱とともに5年存率は
2000年代には88％まで向上したが、予後不良な合併症である。単心室のTCPC/Glenn後
の反復するPLEに対し、tadalafil（TAD）中止後にPLEの改善を認めた3症例を経験した。
【症例】症例1）15歳女児、三尖弁閉鎖症で2歳でTCPC施行、10歳でPLEを発症し、肺血管
拡張薬や利尿剤などで内科的に管理されたが再発を繰り返した。TADを中止後に低血圧・
PLEともに改善した。症例2）11歳女児、単心室症で1歳でGlenn術を施行、8歳でPLEを
発症し、症例1と同様に投薬管理をされていたが再発を繰り返し、TAD中止後にPLEの
改善を認めた。症例3）
13歳女児、左心低形成症候群で2歳でTCPC施行、7歳でPLEを発症し、
再発を繰り返した。TADを中止後にPLEの改善を認めた。【まとめ】TADはPLEの治療
としても比較的よく使用されている薬剤であるが、今回TAD中止後にPLEの改善を認めた
3症例を経験した。TADがPLEの血行動態に及ぼす影響について考察する。
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3）Selexipagが有効であった21trisomy、
不完全型房室中隔欠損症、
TCPC術後肺高血圧の1例
神奈川県立こども医療センター

循環器内科

〇野木森宜嗣、杉山隆朗、加藤昭生、若宮卓也、小野晋、金基成、柳貞光、上田秀明
【背景】Selexipagは経口で、プロスタグランジンI 2受容体作動薬である。小児での有効例の
報告は少ない。
【症例】
11歳女児。25kg。21trisomy,unbalanced AVSD. hypoRVでFontan candidateと診断。
生後１ヶ月で肺動脈絞扼術、生後6ヶ月でグレン手術を施行した。HOTと肺血管拡張剤の
内服を行い、10歳時にfenestrated TCPCを施行した。術後も肺高血圧に対してはTadalafil
とMacitentanでの内服を行い、術後のCVPは10mmHgで経過した。自宅退院となり外来
経過観察となったが、術後6ヶ月時に胸水貯留を認め入院。肝臓は5cm触知し末梢静脈圧は
20mmHgと高値であったため中心静脈圧の高値と判断しSelexipagを導入した。導入後
約1ヶ月でカテーテル検査行いPAP12-13mmHg, Rp1.4 unit · m2 の結果であった。胸水は
消失し肝臓も3cmの触知に改善したため退院。その後外来でSelexipagを漸増し8ヶ月後に
再度カテーテル検査行い、PAP7-9mmHg, Rp0.9 unit · m2 と改善していた。現在Selexipag
1.6mg 分2内服中。
【結論】フォンタン術後小児例においても、Selexipagは有効な可能性がある。
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猪飼

秋夫

静岡県立こども病院
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石川

司朗
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循環器センター

属
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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

大内

秀雄

国立循環器病研究センター

成人先天性心疾患科

幹事

太田

邦雄

金沢大学医薬保健研究域

小児科

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

幹事

大橋

直樹

幹事

小川

潔

埼玉県立小児医療センター

循環器科
小児科学講座

幹事

小山耕太郎

岩手医科大学附属病院
地域医療連携センター

幹事

加藤

太一

名古屋大学医学部附属病院

小児科

幹事

岸

勘太

大阪医科大学付属病院

小児科

幹事

小垣

滋豊

大阪急性期・総合医療センター

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

小児集中治療部

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

第25回当番幹事

白石

公

国立循環器病研究センター

教育推進部・小児循環器部

第26回当番幹事

杉山

央

東京女子医科大学

循環器小児科

幹事

高月

晋一

東邦大学医療センター大森病院

小児科

幹事

高橋

幸宏

財団法人日本心臓血圧研究振興会附属
榊原記念病院

心臓血管外科

浄宏

幹事

瀧聞

長野県立こども病院

循環器小児科

代表幹事

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

幹事

中右

旭川医科大学医学部

小児科学講座

弘一

幹事

中島

弘道

千葉県こども病院

循環器内科

幹事

中西

敏雄

公益財団法人日本心臓血圧研究振興会

臨床研究施設・研究部門

幹事

中村

常之

つねファミリークリニック

院長

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

恵愛病院

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

早渕

康信

徳島大学大学院

小児科学

医歯薬学研究部

幹事

平田

拓也

京都大学医学部附属病院

小児科

幹事

廣野

恵一

富山大学附属病院

小児科

幹事

深澤

隆治

日本医科大学

小児科

幹事、
会計監事

福島

裕之

東京歯科大学市川総合病院

小児科

幹事

鉾碕

竜範

横浜市立大学附属病院

小児科

幹事

三谷

義英

三重大学大学院医学系研究科

小児科学

幹事

満下

紀恵

静岡県立こども病院

循環器科

幹事
（新任）

宗内

淳

幹事

桃井

伸緒

循環器センター

地域医療機能推進機構

九州病院

福島県立医科大学

小児科
小児循環器

幹事

安河内

聰

長野県立こども病院

幹事

山岸

敬幸

慶應義塾大学医学部

小児科

幹事

吉林

宗夫

医療法人瀬田三愛病院

小児科

幹事

渡辺

健

財団法人田附興風会医学研究所
北野病院

小児科

名誉幹事

小野

安生

名誉幹事

山田

修

静岡県立こども病院

循環器センター

循環器センター

国立循環器病研究センター
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循環器科

循環器部門

循環器科
小児循環器診療部

日本小児肺循環研究会
当番幹事一覧（第1回～第25回）
第１回（1995年）

松尾
門間

準雄
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

千里

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

千葉大学医学部小児科

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

制洋

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

埼玉県立小児医療センター循環器科

第19回（2013年）

松島

正氣

社会保険中京病院小児循環器科

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

滋豊

大阪大学大学院医学系研究科小児科

第22回（2016年）

土井

庄三郎

東京医科歯科大学大学院
医歯科総合研究科小児・周産期地域医療学診療科

第23回（2017年）

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

第24回（2018年）

小山

耕太郎

岩手医科大学附属病院
小児科学講座

第25回（2019年）

白石

公

国立循環器病研究センター
教育推進部・小児循環器部
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地域医療連携センター

協賛団体・企業一覧
第 25 回日本小児肺循環研究会の開催にあたり、下記の団体・企業より格別のご高配を
賜り誠に有難うございました。皆様のご支援によりまして円滑な運営が出来ます事を
ご報告申し上げ、厚く御礼を申し上げます。
2019 年 2 月
第 25 回日本小児肺循環研究会
当番幹事

■寄付・広告（五十音順）
アクテリオン

ファーマシューティカルズ

アッヴィ合同会社
科研製薬株式会社
グラクソ・スミスクライン株式会社
帝人ファーマ株式会社
東レ株式会社
一般社団法人

日本血液製剤機構

日本新薬株式会社
ファイザー株式会社
持田製薬株式会社

ジャパン株式会社

白石

公

