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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26回

杉山 央  東京女子医科大学　循環器小児科当番幹事

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

会　場

5,000円（税込）参加費

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 2020年2月8日 （受付開始8：50）9：30～17：20土



プログラム
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【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。
	 発表時間6分／討論時間4分（合計10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、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。

参加者へのお願い
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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（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。

ミニD-sub15ピン　コネクタ 付属外部出力ケーブル
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東京医科歯科大学 構内図

東京医科歯科大学 3号館3階 講義室2 のご案内

〒113-8510 東京都文京区湯島1丁目5－45　TEL：03-3813-6111

東京医科歯科大学 湯島地区
（１）入構門：「お茶の水門」
（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

会場アクセスならびに研究会会場ご案内



5

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

10号館 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

交番 

地下鉄 千代田線 
新御茶ノ水駅

ＪＲ御茶ノ水駅  
東京新宿 

本 郷 通 り

 
 
 
 

 

お茶の水門

外 堀 通 り

聖門 

正門

５号館

御茶ノ水橋口 聖橋口 

医科Ａ棟 

 

歯学部
附属病院

１号館西

２号館

神田川

地下鉄 丸の内線
御茶ノ水駅

 

本郷門 

 
医科B棟 

 

 

M＆Dタワー 

 
 

順
天
堂
大
学
病
院

6
号
館

工
事
中

1
号
館
東

湯 

島 

聖 

堂

聖
橋

御
茶
ノ
水
橋

7
号
館８

号
館

※

ス
ロ
ー
プ
を

　
上
が
ら
な
い

３
号
館

EV

                                   1階の出入口から入り
エレベータで3階へ 

3階から

東京医科歯科大学 構内図

東京医科歯科大学 3号館3階 講義室2 のご案内

〒113-8510 東京都文京区湯島1丁目5－45　TEL：03-3813-6111

東京医科歯科大学 湯島地区
（１）入構門：「お茶の水門」
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第26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　杉山　央　東京女子医科大学　循環器小児科

	 9：35 ~ 10：15 一般演題1	
「続発性肺高血圧」

座長：濱田　洋通　東京女子医科大学　八千代医療センター　小児科
　　　深澤　隆治　日本医科大学付属病院　小児科

10：20 ~ 11：00 一般演題2
「肺動脈性肺高血圧1」

座長：高月　晋一　東邦大学医療センター　大森病院　小児科
　　　小垣　滋豊　大阪急性期・総合医療センター　小児科新生児科

11：00 ~ 11：10 休憩

11：10 ~ 11：50 会長要望演題1
「基礎研究」

座長：山岸　敬幸　慶應義塾大学　医学部　小児科
　　　三谷　義英　	三重大学大学院　医学系研究科　小児科学

11：55 ~ 12：35 一般演題3
「先天性心疾患の肺循環」

座長：猪飼　秋夫　静岡県立こども病院　循環器センター　心臓血管外科
　　　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

12：40 ~ 13：20 ランチョンセミナー
「肺高血圧症患者さんから教わったこと」

座長：杉山　央　　東京女子医科大学　循環器小児科
講師：福島　裕之　東京歯科大学市川総合病院　小児科

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

13：20 ~ 13：30 休憩

13：30 ~ 14：10 特別講演
「小児期肺高血圧症研究の新展開	:	from	bedside	to	bench	to	bedside」

座長：土井　庄三郎　独立行政法人　国立病院機構災害医療センター　副院長
講師：永井　礼子　　北海道大学医学部　小児科

14：15 ~ 14：55 一般演題4
「先天性心疾患に伴う肺高血圧」

座長：星合　美奈子　山梨県立中央病院　小児循環器病センター　小児科
　　　早渕　康信　　徳島大学病院　小児科・地域小児科診療部

15：00 ~ 15：40 会長要望演題2
「非薬物療法」

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
　　　渡辺　健　　財団法人田附興風会　医学研究所　

北野病院　小児科　循環器部門

15：45 ~ 16：25 一般演題5
「肺動脈性肺高血圧2」

座長：中山　智孝　高知大学医学部　小児思春期医学講座
　　　太田　邦雄　金沢大学附属病院　小児科

16：25 ~ 16：35 休憩

16：35 ~ 17：15 会長要望演題3
「画像診断」

座長：小林　富男　群馬県立小児医療センター　循環器科
　　　中島　弘道　千葉県こども病院　循環器内科

17：15 ~ 17：20 閉会挨拶　　　杉山　央　　東京女子医科大学　循環器小児科
次期当番幹事　山岸　敬幸　慶應義塾大学医学部　小児科
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�

9：30〜9：35	 開会挨拶
� 当番幹事� 杉山　央
� � 東京女子医科大学　循環器小児科

�

9：35〜10：15	 一般演題１
“続発性肺高血圧”
� 　座長：濱田　洋通　�東京女子医科大学　八千代医療センター　小児科
	 � 深澤　隆治　日本医科大学付属病院　小児科

O1-1）�慢性肺疾患による重症肺高血圧症に対しSelexipagを含む�
Upfront�Combination�Therapyを施行した乳児例
横浜市立大学附属病院　小児循環器科
〇�黒田　浩行、菅谷　憲太、中野　裕介、渡辺　重朗、鉾碕　竜範

O1-2）�松果体芽腫維持療法中に発症した肺動脈性肺高血圧の1例
埼玉県立小児医療センター　循環器科
〇�鈴木　詩央、星野　健司、吉田　賢司、西岡　真樹子、百木　恒太、太田　健、
河内　貞貴、小川　潔

O1-3）�先天性横隔膜ヘルニア術後8か月に肺高血圧の増悪を認めた一例
三重大学医学部附属病院　小児科、麻酔集中治療学
〇�牧野　宏俊、澤田　博文、三谷　義英、坪谷　尚季、大矢　和伸、淀谷　典子、
大橋　啓之、丸山　一男、平山　雅浩

O1-4）�洞機能不全を伴った左室拡張能障害による肺高血圧症の一例
地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪母子医療センター　小児循環器科
〇�森　雅啓、高橋　邦彦、橋本　和久、廣瀬　将樹、松尾　久実代、平野　恭悠、
石井　陽一郎、青木　寿明、萱谷　太
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�

10：20〜11：00　一般演題２
“肺動脈性肺高血圧1”
� 　座長：高月　晋一　東邦大学医療センター　大森病院　小児科
� � 小垣　滋豊　大阪急性期・総合医療センター　小児科新生児科

O2-1）�小児IPAHの肺移植待機登録時期についての検討
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
〇�石田　秀和1）、成田　淳1）、石井　良1）、江見　美杉1）、吉原　千華1）、石垣　俊1）、
小垣　滋豊2）、大薗　恵一1）

O2-2）�肺高血圧の進行を来した心房中隔欠損（小欠損孔）を伴う��
Inflammatory�skin�and�bowel�disease,�neonatal,�1（NISBD1）疑いの一例
1）	徳島大学病院　小児科
2）	愛知県がんセンター研究所　分子遺伝学分野	
（元	徳島大学大学院医歯薬学研究部人類遺伝学分野）
〇�本間　友佳子1）、早渕　康信1）、杉本　真弓1）、須賀　健一1）、香美　祥二1）、�
井本　逸勢2）

O2-3）カルシウム拮抗薬の追加が奏功した特発性肺動脈性肺高血圧の女児
1）国立循環器病研究センター　小児循環器内科
2）あいち小児保健医療センター　循環器内科
〇�中島　公子1）、岩朝　徹1）、坂口　平馬1）、大内　秀雄1）、津田　悦子1）、�
白石　公1）、黒嵜　健一1）、安田　和志2）

O2-4）�EpoprostenolからTreprostinil持続皮下注へ切り替え後に肺動脈圧が�
著明に上昇したIPAHの1例
1）茨城県立こども病院　小児循環器科
2）筑波大学医学医療系　小児内科
〇�林　立申1,�2）、村上　卓1,�2）、塩野　淳子1）、藤里　秀史1）、矢野　悠介1,�2）、�
野崎　良寛1,�2）、堀米　仁志1,�2）

�

11：00〜11：10　休憩
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�

11：10〜11：50　会長要望演題1
“基礎研究”
� 　座長：山岸　敬幸　慶應義塾大学　医学部　小児科
	 	 �三谷　義英　三重大学大学院　医学系研究科　小児科学

R1-1）�周産期低酸素は若年SUGEN/低酸素ラットにおいて肺動脈性肺高血圧を�
増悪させる：新たな致死性、進行性のPAHラットモデルの報告
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
〇�大下　裕法1,�3）、三谷　義英1）、澤田　博文1,�2）、坪谷　尚季1）、Jane�C.�Kabwe2）、
大橋　啓之1）、淀谷　典子1）、大矢　和伸1）、丸山　一男2）、平山　雅浩1）

R1-2）�Ca拮抗薬が有効な遺伝性肺動脈性肺高血圧症例を経験してわかったこと
1）東京医科歯科大学　小児科
2）国立病院機構　災害医療センター
〇�下山　輝義1）、長島　彩子1）、山口　洋平1）、渡邉　友博1）、石井　卓1）、細川　奨1）、�
土井　庄三郎1,�2）

R1-3）�iPS細胞を用いたダウン症患者における肺高血圧症メカニズムの解析
1）大阪大学大学院　医学系研究科　小児科学
2）大阪母子医療センター　小児循環器科
3）大阪急性期・総合医療センター　小児科
〇�杉辺　英世1）、石田　秀和1）、水流　宏文1）、桂木　慎一1）、石井　良1）、成田　淳1）、�
石井　陽一郎2）、小垣　滋豊3）、大薗　恵一1）

R1-4）�肺高血圧症進展過程におけるデクスメデトミジンの効果
1）東京医科歯科大学　小児科
2）埼玉県立小児医療センター　救急診療科
3）東京医科歯科大学　循環器内科
4）榊原記念病院　循環器内科
5）東京医科歯科大学　生体情報薬理学
6）国立病院機構災害医療センター　小児科
〇�山口　洋平1）、細川　奨1）、梶川　優介2）、前嶋　康浩3）、磯部　光章4）、�
古川　哲史5）、土井　庄三郎6）
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�

11：55〜12：35　一般演題3
“先天性心疾患の肺循環”
� 　座長：猪飼　秋夫　�静岡県立こども病院　循環器センター　	

心臓血管外科
	 	 �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

O3-1）�心原性ショックを呈した肺高血圧を伴う心室中隔欠損症の臨床像
東邦大学医療センター大森病院　小児科
〇�川合　玲子、高月　晋一、判治　由律香、松裏　裕行

O3-2）�完全型房室中隔欠損症（C-AVSD）における肺循環
1）JCHO九州病院小児科、2）心臓血管外科
〇�土井　大人1）、宗内　淳1）、杉谷　雄一郎1）、渡邉　まみ江1）、松岡　良平1）、�
江崎　大起1）、落合　由恵2）

O3-3）�Down症候群に合併した完全型房室中隔欠損症・右室低形成の一例�
二心室修復可能か？
静岡県立こども病院　1）循環器科、2）血管外科
〇�林　勇佑１）、満下　紀恵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）

O3-4）�TCPC到達に肺血管拡張薬が有効だったMAPCAを伴った右室性単心室の
1例
千葉県こども病院　循環器内科
〇�東　浩二、蔵本　怜、大森　紹玄、奥主　健太郎、石井　徹子、中島　弘道、�
青墳　裕之

�

12：40〜13：20　ランチョンセミナー
肺高血圧症患者さんから教わったこと
� 　座長：杉山　央　　東京女子医科大学　循環器小児科
	 　講師：福島　裕之　東京歯科大学市川総合病院　小児科
	 　共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

�

13：20〜13：30　休憩
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�

13：30〜14：10　特別講演
“小児期肺高血圧症研究の新展開	:	from	bedside	to	bench	to	bedside”
� 　座長：土井　庄三郎　�独立行政法人　国立病院機構災害医療センター	

副院長
	 	 �永井　礼子　　北海道大学医学部　小児科

�

14：15〜14：55　一般演題4
“先天性心疾患に伴う肺高血圧”
� 　座長：星合　美奈子　山梨県立中央病院　小児循環器病センター　小児科
	 	 �早渕　康信　　徳島大学病院　小児科・地域小児科診療部

O4-1）�総肺静脈還流異常症術後肺高血圧に関する検討
群馬県立小児医療センター　循環器科
〇�池田　健太郎、新井　修平、浅見　雄司、田中　健佑、下山　伸哉、小林　富男

O4-2）�チーム連携によるTreprostinil持続皮下投与の導入・継続が奏功した�
21�trisomy、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�沼田　隆佑、瀧聞　浄宏、武井　黄太、田中　登、小山　智史、米原　恒介�
大日方　春香、正元　雅斗、山田　優里子、安河内　聰

O4-3）�進行した肺高血圧合併の完全型大血管転換に対する外科治療�
Palliative�Jatene�vs�palliative�Senning
長野県立こども病院　1）循環器小児科、2）心臓血管外科
〇�米原　恒介1）、安河内　聰1）、正本　雅斗1）、大日方　春香1）、小山　智史1）�
田中　登1）、沼田　隆佑1）、武井　黄太1）、山本　隆平2）、山田　有希子2）、�
鹿田　文昭2）、岡村　達2）

O4-4）�VSD/PAH�根治術後にPAHが再増悪した一例
神奈川県立こども医療センター
〇�黒江　崇史、水野　雄太、池川　健、杉山　隆朗、河合　駿、若宮　卓也、�
小野　晋、金　基成、柳　貞光、上田　秀明

�

15：00〜15：40　会長要望演題2
“非薬物療法”
� 　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
	 	 �渡辺　健　　�財団法人田附興風会　医学研究所　北野病院　	

小児科　循環器部門
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R2-1）�Intrapulmonary-artery�septation�〜肺静脈狭窄合併例を打開できるか？〜
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、腰山　宏、伊藤　弘毅、村田　眞哉、
廣瀬　圭一、坂本　喜三郎、猪飼　秋夫

R2-2）�呼吸循環管理に難渋したHCM合併ASDに対し開窓付き閉鎖術が有効で
あった一例
兵庫県立こども病院　循環器内科
〇�田中　敏克、林　賢、堀口　祥、久保　慎吾、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

R2-3）�心理士の介入が有効だった特発性肺動脈性肺高血圧の2例
静岡県立こども病院　循環器科
〇�満下　紀恵、石垣　瑞彦、佐藤　慶介、芳本　潤、金　成海、新居　正基、�
田中　靖彦

R2-4）�肺静脈狭窄に対する大動脈吊り上げ術の効果
あいち小児保健医療総合センター　小児心臓病センター　循環器科
〇�山田　佑也、鈴木　孝典、伊藤　諒一、森本　美仁、郷　清貴、鬼頭　真知子、�
森鼻　栄治、河井　悟、安田　和志

�

15：45〜16：25　一般演題5
“肺動脈性肺高血圧2”
� 　座長：中山　智孝　高知大学医学部　小児思春期医学講座
	 	 �太田　邦雄　金沢大学附属病院　小児科

O5-1）�標高3600mで胎児期から過ごし８歳から低地に移住し13歳時に肺動脈性
肺高血圧と診断された一例
三重大学医学部附属病院　小児科、麻酔集中治療学
〇�大矢　和伸、澤田　博文、三谷　義英、坪谷　尚季、淀谷　典子、大橋　啓之、
丸山　一男、平山　雅浩

O5-2）�ASDの存在により2度の急変に対応できたIPAHの小児例
岩手医科大学附属病院　1）小児科、2）心臓血管外科
〇�高橋　信1）、滝沢　友里恵1）、中野　智1）、斎木　宏文1）、小山　耕太郎1）、�
小泉　淳一2）

O5-3）�逐次併用療法で肺動脈圧が正常化した思春期発症IPAHの一例
高知大学医学部　小児思春期医学講座
〇�山本　雅樹、玉城　渉、中山　智孝、藤枝　幹也

O5-4）�脊椎側弯症術後の循環管理に難渋した特発性肺動脈性肺高血圧症
（IPAH）の女児例
福岡市立こども病院　1）循環器科、2）整形外科
〇�原　卓也1）、倉岡　彩子1）、山口　徹2）、柳田　晴久2）、児玉　祥彦1）�
石川　友一1）、中村�　真1）、佐川　浩一1）
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�

16：25〜16：35　休憩
�

16：35〜17：15　会長要望演題3
“画像診断”
� 　座長：小林　富男　群馬県立小児医療センター　循環器科
	 	 中島　弘道　千葉県こども病院　循環器内科

R3-1）�肺血管拡張薬内服中の単心室形態における進行性冠動脈瘻
1）大阪医科大学附属病院　小児科
2）大阪医科大学附属病院　小児心臓血管外科
3）高槻赤十字病院　小児科
〇�岸　勘太1）、難波　昂宏1）、蘆田　温子1）、小田中　豊1）、尾崎　智康1）、�
芦田　明1）、小西　隼人2）、根本　慎太郎2）、片山　博視3）

R3-2）�先端可動型マイクロカテーテルにより集中治療室で肺動脈圧モニタリングを
行った総肺静脈還流異常症術後肺高血圧症の1例
地域医療機能推進機構　九州病院　小児科
〇�杉谷　雄一郎、宗内　淳、江崎　大起、松岡　良平、土井　大人、渡邉　まみ江

R3-3）�先天性肺気道奇形を合併し、肺動脈統合化手術術後に左肺血流高度低下を
きたした主要体肺動脈側副血行の1例
1）静岡県立こども病院　循環器科
2）静岡県立こども病院　心臓血管外科
〇�橋本　佳亮1）、金　成海1）、植田　由依1）、田邊　雄大1）、石垣　瑞彦1）、�
満下　紀恵1）、伊藤　弘毅2）、猪飼　秋夫2）、坂本　喜三郎2）、田中　靖彦1）

R3-4）�肺動脈瘤と肺動脈解離を認めた右体肺動脈シャント術後の�
Eisenmenger症候群の1例
東京女子医科大学　循環器小児科
〇�原田　元、工藤　恵道、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

�

17：15〜17：20　閉会挨拶
� 当番幹事� � 杉山　央
� � � 東京女子医科大学　循環器小児科
� 次期当番幹事� �山岸　敬幸�

慶應義塾大学医学部　小児科

�
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特別講演
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小児期肺高血圧症研究の新展開�:�
from�bedside�to�bench�to�bedside

北海道大学医学部　小児科
永井　礼子

【抄録】
　2018年に開催された6th World Symposium on Pulmonary Hypertension (6th WSPH) 
において、肺高血圧（pulmonary hypertension; PH）および肺動脈性肺高血圧症（pulmonary 
arterial hypertension; PAH）の定義が「安静時の平均肺動脈圧が20mmHgを超えるもの」
へと変更された。さらにPAHの分類に「カルシウム拮抗薬に長期反応を示すPAH」が
新たに追加され、肺静脈閉塞性疾患pulmonary veno-occlusive disease: PVOD/肺毛
細血管腫症pulmonary capillary haemangiomatosis: PCH「PVOD/PCH」が「PAH with 
overt features of venous/capillaries(PVOD/PCH) involvement」と修正されるなど、前回
WSPHからの大幅な改訂がなされた。
　本講演では、このNice Pulmonary Hypertension Classification 2018の概要について私見
を交えながら解説し、また、PAHの遺伝学的背景とその臨床現場における意義、遺伝学的
情報を活用する上で注意すべきポイントについて、臨床遺伝専門医としての立場からも
述べたいと思う。さらに、小児ならではの重症肺高血圧症のメカニズムについて考察する。
最後に演者自身が現在取り組んでいる肺高血圧研究に触れる。臨床と基礎の両輪を回し
続ける重要性とその面白さをお伝えできれば幸いである。

特別講演



15

ランチョンセミナー
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肺高血圧症患者さんから教わったこと

東京歯科大学市川総合病院　小児科
福島　裕之

　私が肺高血圧症の患者さんに出会ったのは、小児循環器医を志して間もない、1992年
のことでした。その頃は肺高血圧症に有効といえる治療薬はなく、原発性肺高血圧症の
自然歴として知られていた余命の通りに、患者さんたちは亡くなられていきました。医師
としての無念さを感じるとともに、肺高血圧症という難病に対する興味と闘志を患者さん
からいただいた時期でもありました。
　肺高血圧症の患者さんがどのようにして亡くなられるのか、患者さんたちは身をもって
私に教えてくださいました。高校生の女の子が、ベッドに横になることができず、半ば意識
をなくしながら、床頭台にしがみついてあえいでいた姿を忘れることができません。その子が
作ってくれたクマのアート作品は、私の部屋にいまも飾ってあります。
　少し時が進み、1999年にわが国でもエポプロステノール持続静注療法が行えるように
なりました。これは画期的なできごとでした。何度も失神を繰り返し、むくみやお腹の
張りで苦しんでいた小学生の男の子は、エポプロステノールの登場により本当に救われ
ました。注意深く増量をしていくと、心不全がみるみるよくなって、ずっと不機嫌だった
以前の様子が嘘のように、明るい活発なこどもになりました。きっとこれが本来の姿だった
のでしょう。看護師の方たちも手を焼いていた気難しいこの子の姿は、肺高血圧症という
病気が作っていた仮の姿だったのですね。
　さらに時が進み、2005年に内服薬であるボセンタンが登場しました。その後もいくつか
の肺高血圧症治療薬が発売され、肺高血圧症の治療方法にバリエーションができました。
肺高血圧症患者さんにとって素晴らしい時代が来たわけですが、同時に私たち医療者には、
個々の患者さんに最適な治療法は何ですか、という問いがなされました。
　肺高血圧症の個別化医療を実現するためには、その成因に迫り、肺高血圧症を詳細
に分類する必要があります。分析的な目をもって患者さんを拝見する過程で、私は肺高
血圧症ともやもや病を併せ持つ複数の患者さんに出会いました。その後、多くの方たち
のご支援をいただき、肺と脳など全身の血管に狭窄病変を生じるメカニズムをある程度
解明することができました。一方で、これらの患者さんに現在の肺高血圧症治療薬が
有効であるかは疑問が残り、今後も患者さんに多くのことを教わりながら、肺高血圧症
の特殊型といえる患者さんたちの治療法も考えていきたいと思っています。

ランチョンセミナー



17

演題抄録集
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1）�慢性肺疾患による重症肺高血圧症に対しSelexipagを含む�
Upfront�Combination�Therapyを施行した乳児例

横浜市立大学附属病院　小児循環器科

〇�黒田　浩行、菅谷　憲太、中野　裕介、渡辺　重朗、鉾碕　竜範

【症例】早産、超低出生体重（25週2日、538g、Apgar score 2/4点）の男児。新生児慢性肺
疾患としてHOT（0.5L/min）を導入し生後6ヶ月で退院したが、肺高血圧症の診断はされ
ていなかった。生後8ヶ月（体重4.0kg）、自宅で啼泣後に意識消失し全身チアノーゼが
出現したため二次病院に救急搬送、重症肺高血圧症の疑いで当院ICUに搬送された。
心エコー検査でRV圧＞LV圧、小さい卵円孔が右左短絡優位であり、PH crisisと診断
して挿管下でのNO吸入を開始、Tadalafil、Ambrisentan、Selexipagの3剤によるUpfront 
Combination Therapyを導入した。入院 8 日目に抜管、心エコー検査での推定右室圧
35mmHg（RV/LV=0.40）まで改善したのを確認し、入院13日目にICUを退室した。

【考察】 新生児慢性肺疾患に合併する肺高血圧症は発症時期、重症度とも様々であり統一
された治療法は無い。本症例のような遅発性の重症例においてSelexipagを含むUpfront 
Combination Therapyが有効である可能性がある。

2）�松果体芽腫維持療法中に発症した肺動脈性肺高血圧の1例

埼玉県立小児医療センター　循環器科

〇�鈴木　詩央、星野　健司、吉田　賢司、西岡　真樹子、百木　恒太、太田　健、�
河内　貞貴、小川　潔

【症例】10歳男児。偶発的に発見された松果体芽腫に対して、腫瘍亜全摘、ブスルファンを
含む化学療法、放射線治療を行った。外来でエトポシド内服の維持療法中、息切れ、倦怠感
が出現し、心エコーでTRPG 58mmHg、IVS形態からPHと判断した。カテーテル検査では
FiO2 0.21にてPAP 54mmHg(mean)、PCWP 13mmHg、Rp 14.3、Pp/Ps 0.95より、PAHと
診断した。PA angiogramでPA末梢は血管床が乏しく、枯れ枝状であった。段階的にPDE5
阻害剤、エンドセリン受容体拮抗薬を導入した。治療開始1か月後のカテーテル検査では
PAP 17mmHg(mean)、Rp 2.62まで低下した。さらに治療開始1年3か月後にはPAP 
15mmHg(mean)、Rp 1.43、Pp/Ps 0.20、造影でもPAの枯れ枝状の所見は改善した。

【考察】化学療法後のPHの報告は一定数散見される。特にブスルファン投与後にPHを発症
した報告は数例ある。本症例ではiPAHと薬剤による2次性PAHの鑑別は困難であるが、
肺血管拡張薬への反応性が良く、短期間でPHが改善した経緯から、薬剤性PAHの可能性
が高いと考える。薬剤性PAHの機序、経過について考察する。

一般演題1� ＜O1＞
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3）�先天性横隔膜ヘルニア術後8か月に肺高血圧の増悪を認めた
一例

三重大学医学部附属病院　小児科、麻酔集中治療学

〇�牧野　宏俊、澤田　博文、三谷　義英、坪谷　尚季、大矢　和伸、淀谷　典子、�
大橋　啓之、丸山　一男、平山　雅浩

【症例】8か月男児【主訴】哺乳不良、嘔吐
【既往歴】他院にて、先天性横隔膜ヘルニアと胎児診断され、PPHNに対してNO、PGE1、
epoprostenol等で治療後、日齢4に手術実施。術後も高設定での呼吸管理および肺高血圧

（PH）治療を要した。酸素や肺血管拡張薬は４か月で終了し退院後転居により紹介。
【現病歴】８か月時、哺乳不良や嘔吐を契機に前医に入院し、啼泣時のチアノーゼと高度
PHを認め当院に転院。

【臨床経過】酸素投与とsildenafilで初期治療。横隔膜挙上、慢性肺疾患に伴う換気不全、
胃食道逆流が示され、11か月時、噴門形成術、横隔膜再修復術を施行。tadalafilに変更
macitentanを追加し観察中。

【結語】本例では、長期人工呼吸管理や高度の食道胃逆流などの要因により、慢性肺疾患
が進展し、高度PHへの進展に至ったと考えられ、新生児時期からの多領域連携による管理
の重要性を示す例と考えた。

4）�洞機能不全を伴った左室拡張能障害による肺高血圧症の�
一例

地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪母子医療センター　小児循環器科

〇�森　雅啓、高橋　邦彦、橋本　和久、廣瀬　将樹、松尾　久実代、平野　恭悠、�
石井　陽一郎、青木　寿明、萱谷　太

症例は多脾症、洞機能不全、大動脈縮窄複合の2歳女児。1か月で心内修復術施行。術後1年
での心臓カテーテル検査で拡張能障害を認めACEIを導入。その1年後に再度心臓カテー
テル検査を予定した。心電図では洞調律と接合部調律が混在。圧studyでは洞調律 
(75bpm)にてLV:93/e15mmHg、mPAP:31mmHg、Rp 4.7WU/m2と肺高血圧を認めた。 
酸素負荷にてLV:101/e18mmHg、mPAP:20mmHg、Rp 0.6 WU/m2と肺高血圧は改善したが、
LVEDPが上昇。Apace（100ppm）でLV:74/e6、mPAP:21mmHg Rp2.3WU/m2と共に改善
した。右室心筋生検では心筋細胞は正常であったが、線維化を認めた。肺高血圧に対する
治療戦略として現在ペースメーカー挿入を検討中である。

＜O1＞
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1）�小児IPAHの肺移植待機登録時期についての検討

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

〇�石田　秀和1）、成田　淳1）、石井　良1）、江見　美杉1）、吉原　千華1）、石垣　俊1）、�
小垣　滋豊2）、大薗　恵一1）

特発性肺動脈性肺高血圧症(IPAH)は、様々な肺血管拡張薬の登場により大きく予後は改善
したものの、依然、重症例においては肺移植を避けることのできないケースが存在する。
しかし、成人例と異なり小児IPAHでは、高い肺動脈圧や肺血管抵抗係数に比して、右心
不全が軽度のため、本人の自覚症状が非常に軽度で、運動耐容能も維持されているケース
をしばしば経験する。そのため、決して移植後予後の良くない肺移植について、どのタイミ
ングで両親や本人に情報提供を行い、また、実際に移植待機登録を行うのか迷う場面が多々
ある。今回、様々なタイミングで肺移植登録を行った4例の経験から、登録が遅かったと
考えている症例や、早めに登録を行った症例、登録後に想定よりも早く移植にたどり着いた
症例などを提示し、適切な肺移植待機登録時期について議論したい。

2）�肺高血圧の進行を来した心房中隔欠損（小欠損孔）を伴う�
Inflammatory�skin�and�bowel�disease,�neonatal,�1（NISBD1）�
疑いの一例

1）徳島大学病院　小児科
2）愛知県がんセンター研究所　分子遺伝学分野
（元	徳島大学大学院医歯薬学研究部人類遺伝学分野）

〇�本間　友佳子1）、早渕　康信1）、杉本　真弓1）、須賀　健一1）、香美　祥二1）、�
井本　逸勢2）

症例は0歳男児。妊娠26週から認められていた胎児発育不全が増悪し、羊水過小となった
ため、緊急帝王切開で在胎37週6日に体重2066gで出生した。児の兄(第１子)も胎児期に
重度FGR・心拡大・羊水過少を認め、出生後、ADAM17欠損と診断された。重症感染症
を繰り返し、日齢121に間質性肺炎で死亡した。本患児の出生後、臍帯血を用いて遺伝子
解析を行い、日齢４に兄と同様のADAM17遺伝子のミスセンス変異の複合ヘテロと診断
された。スクリーニングの心エコー検査で心房中隔欠損を認めフォローしていたが、1歳
5か月時に肺高血圧を認めた。ADAM17はTNFα、TNF-Rに働き、BMPR IIを制御する。
ADMA17の異常は結果的にTNFαの作用を増強させることで、BMPシグナルを低下さ
せる方向へ働き、PAHを増進する可能性があり、このために乳児期早期から肺高血圧症
をきたしたと考えられた。

一般演題2� ＜O2＞
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3）�カルシウム拮抗薬の追加が奏功した特発性肺動脈性肺高血圧
の女児

1）国立循環器病研究センター　小児循環器内科
2）あいち小児保健医療センター　循環器内科

〇�中島　公子1）、岩朝　徹1）、坂口　平馬1）、大内　秀雄1）、津田　悦子1）、白石　公1）、
黒嵜　健一1）、安田　和志2）

　症例は11歳女児。他院で特発性肺動脈性肺高血圧と診断され、マシテンタン、タダラフィル、
ベラプロストの三剤併用療法の導入後も肺動脈圧72/40(50)mmHg、RpI 10.7U・㎡と
高値で酸素負荷にも反応が乏しく、9歳時に当科紹介となる。当科の検査でも同様の
肺動脈圧で酸素負荷には無反応であったが、NO吸入により大幅な肺血圧の低下が確認
された。タダラフィル→リオシグアトに変更し若干の改善は得られたが、依然NO吸入で
大幅に肺動脈圧が低下した。11歳時にニフェジピンを追加したところ、肺動脈圧
34/12(23)mmHg、RpI 3.5U・㎡と良好なコントロールが得られた。
　カルシウム拮抗薬は約40年前から一部の肺高血圧患者で有効であることは知られて
いたが、日本人小児での報告例は少ない。肺血管拡張薬が多数使用出来る現状におい
ても、症例を選べば有用な薬剤ではないかと考えられた。

4）�EpoprostenolからTreprostinil持続皮下注へ切り替え後に�
肺動脈圧が著明に上昇したIPAHの1例

1）茨城県立こども病院　小児循環器科
2）筑波大学医学医療系　小児内科

〇�林　立申1,�2）、村上　卓1,�2）、塩野　淳子1）、藤里�秀史1）、矢野　悠介1,�2）、野崎　良寛1,�2）、�
堀米　仁志1,�2）

【はじめに】
IPAH治療の中心的薬剤であるEpoprostenol(EPO)が投与ルートの問題や副作用などで継続
困難な場合、Treprostinil(Trep)の持続皮下注がその代替治療となる。中心静脈カテーテル
(CVC)トラブルのためEPOからTrep持続皮下注に切り替えたが、肺動脈圧が著明に上昇した
IPAHの1例を報告する。

【症例】
19歳男児。9歳時に発症したIPAHに対してAmbrisentan (10mg)、Tadalafil (40mg)、EPO
を併用し、mPAP 17mmHg、Rp 6.0WU・m2、CI 1.49L/min/m2、6MWD 481mにコントロール
されていた。度重なるCVCトラブル(1年で事故抜去3回)のため、18歳時にEPO (20ng/kg/
min) からTrep持続皮下注 (26ng/kg/min)に切り替えた。薬剤の切り替えはスムーズで
自覚症状の変化もなかったが、8か月後のカテデータはmPAP 33mmHg、Rp 26.9WU・m2、
CI 1.06L/min/m2と著明に悪化していた。現在Trepを漸増しながら経過観察中である。

【結語】
IPAH例に対するEPO持続静注が継続困難な場合、Trep持続皮下注への切り替えは有用
な手段と考えられるが、本例のように同等な治療効果が得られない可能性を念頭に置き、
血行動態を注意深くフォローする必要がある。

＜O2＞
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1）�周産期低酸素は若年SUGEN/低酸素ラットにおいて肺動脈性
肺高血圧を増悪させる：新たな致死性、進行性のPAHラット
モデルの報告

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

〇�大下　裕法1,�3）、三谷　義英1）、澤田　博文1,�2）、坪谷　尚季1）、Jane�C.�Kabwe2）、�
大橋　啓之1）、淀谷　典子1）、大矢　和伸1）、丸山　一男2）、平山　雅浩1）

【目的】周産期低酸素 (PeriHx)がSUGEN/低酸素 (SuHx)ラットの閉塞性血管病変(PVD)
を悪化させるという仮説を検証した。

【方法】出産前後に慢性低酸素に暴露しPeriHxラットを作成。PeriHx暴露あり群、なし群の
7週齢のラットに、SuHx処置群、非処置の対照群を作成（N=10X4群）、15週齢で血行動態、
血管形態を解析。SuHx処置前時点の7週齢ラットの同指標 (N=8）と、その培養肺動脈平滑
筋(PASMC)の増殖能とメチル化状態を解析した (N=6)。

【結果】PeriHx暴露 は、SuHxラットのみで体重増加率、生存率、血行動態、血管形態の指標
を悪化させた。PeriHxはPASMCの増殖能を亢進し、細胞増殖に関連した遺伝子のメチル化
状態と関連した。

【結論】PeriHx暴露SuHxラットは、初の進行性、致死性閉塞性PVDモデルで、epigenesisの
関与を示唆した。

2）�Ca拮抗薬が有効な遺伝性肺動脈性肺高血圧症例を経験して
わかったこと

1）東京医科歯科大学　小児科
2）国立病院機構　災害医療センター

〇�下山　輝義1）、長島　彩子1）、山口　洋平1）、渡邉　友博1）、石井　卓1）、細川　奨1）、�
土井　庄三郎1,�2）

症例は10歳で発達障害の男児。7歳時に学校心臓検診で肺高血圧(PH)を疑われ前医に入院。
重症と判断され酸素投与のみ開始された。当院に紹介入院し遺伝性肺動脈性肺高血圧症
(HPAH)と診断した。当院でのカテーテル検査は、静脈麻酔による自発呼吸下で行っているが、
肺動脈圧(PAp)は47/17(29)mmHgと想定外に低く逐次併用療法を開始した。
PApの改善は想定外に悪く、診断時から1年で3剤併用療法となった。カテーテル検査中
に自然覚醒しｍPAp25mmHgは2倍まで上昇を認め、血管攣縮が強いことを再認識した。
その後学校で運動後に失神発作を1度認めた。10歳時のカテーテル検査中に故意に覚醒
させると、PApは体血圧まで上昇した。覚醒によるPApの上昇は20ppmのNO吸入により
抑制され、Ca拮抗薬が有効なPAHの可能性が示唆された。Ca拮抗薬の内服で症状、心電図
および心エコー所見は劇的に改善した。

会長要望演題1� ＜R1＞
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3）�iPS細胞を用いたダウン症患者における肺高血圧症メカニズム
の解析

1）大阪大学大学院　医学系研究科　小児科学
2）大阪母子医療センター　小児循環器科
3）大阪急性期・総合医療センター　小児科

〇�杉辺　英世1）、石田　秀和1）、水流　宏文1）、桂木　慎一1）、石井　良1）、成田　淳1）、
石井　陽一郎2）、小垣　滋豊3）、大薗　恵一1）

【背景】肺動脈性肺高血圧症（PAH）では、肺血管の平滑筋細胞（SMC）と血管内皮細胞（EC）
に機能異常があることがin vitro、in vivoの研究で示唆されている。21トリソミー(T21)は
PAHを合併しやすいことは知られているが、その機序には不明な点が多い。

【目的と方法】T21患者由来のiPS細胞からSMC、ECに分化させ、基本的なcell physiology、
ミトコンドリア機能遺伝子発現プロファイルを明らかにした。

【結果】T21のSMCの増殖能は高く、ミトコンドリアの産生するROSが少ない傾向が認めら
れた。RNA-seqにおけるpathway解析などで病態解明を行っている。ECに関してもSMCと
同様の実験を行っている。

【結語】iPS細胞由来SMC、ECの機能解析はT21におけるPAH発症メカニズム解析に寄与
する可能性がある。

4）�肺高血圧症進展過程におけるデクスメデトミジンの効果

1）東京医科歯科大学　小児科
2）埼玉県立小児医療センター　救急診療科
3）東京医科歯科大学　循環器内科
4）榊原記念病院　循環器内科
5）東京医科歯科大学　生体情報薬理学
6）国立病院機構災害医療センター　小児科

〇�山口　洋平1）、細川　奨1）、梶川　優介2）、前嶋　康浩3）、磯部　光章4）、古川　哲史5）、
土井　庄三郎6）

　肺動脈性肺高血圧症（PAH）の病理学的特徴の1つである肺動脈平滑筋細胞（PASMC）
増殖に対して、炎症が重要な役割を果たしていることが知られている。α2アドレナリン受容
体作動薬であるデクスメデトミジン（DEX）が及ぼす効果を検討した。
　モノクロタリン（MCT）による肺高血圧ラットモデルを作成し、DEX持続皮下投与を行った。
MCT群に比べ、DEX投与群では有意に生存率が改善（0％ vs 42％）し、右室圧も低下した

（70±25mmHg vs 34±11mmHg）。免疫組織化学染色では、MCT群で上昇したNF-κB 
p65のリン酸化がDEX群で抑制された。一方で、MCT群で低下したβアレスチン1の発現は、
DEX群で改善した。またDEXは線維芽細胞成長因子刺激によるヒトPASMC増殖を抑制
した。このことからDEXがβアレスチン1を介したNF-κB抑制効果によりPAHを改善する
ことが推察された。

＜R1＞
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1）�心原性ショックを呈した肺高血圧を伴う心室中隔欠損症の
臨床像

東邦大学医療センター大森病院　小児科

〇�川合　玲子、高月　晋一、判治　由律香、松裏　裕行

【症例】2か月女児。
【病歴】41週0日2218gで出生し膜様部VSDを指摘された。1か月頃から多呼吸、体重増加
不良、啼泣時のチアノーゼを認めていた。生後2カ月弱に、心原性ショックを認め緊急入院
した。

【経過】エコー上VSD と肺高血圧、LVEFの低下(10%以下)を認めた。集中治療管理後に、
心臓カテーテルを行ったところ、mPAP 49mmHg、PAWP 14mmHg、Qp/Qs 2.5、PVR 
3.0Wood単位・m2であり、大動脈や冠動脈疾患は認めなかった。治療開始3週間後には、
LVEFは62%まで回復し、PA bandingを施行した。

【まとめ】本症例の他に、乳児期に心原性ショックを呈した肺高血圧を伴うVSDを数例経験し、
その臨床像について報告する。

2）�完全型房室中隔欠損症（C-AVSD）における肺循環

1）JCHO九州病院小児科、2）心臓血管外科

〇�土井　大人1）、宗内　淳1）、杉谷　雄一郎1）、渡邉　まみ江1）、松岡　良平1）、�
江崎　大起1）、落合　由恵2）

【背景】先天性心疾患における肺循環評価は肺血管抵抗（Rp）と肺血管コンプライアンス（Cp）
の両者を評価することが重要である。

【目的】C-AVSDにおける房室弁形態と肺循環指標の関連を検討する。
【対象と方法】C-AVSD 49例を対象とし、心臓カテーテル検査より算出した血行動態指標
と心エコーから得られた房室弁形態所見（Rastelli分類、僧帽弁逆流、atrioventricular valve 
index [AVVI]）の関連を評価した。

【結果】月齢5か月（0-66か月）、男児21例（43%）、Down症33例（67%）で、PAP 57/19(43)
mmHg、Qp/Qs 3.96、Rp 2.90Wood単位、Cp 3.51mL/Hg、Rastelli A型35例、C型14例、
僧房弁逆流中等度以上 25例、AVVI 0.67（0.57-0.78）であった。房室弁形態とRpおよびCp
には関連がなかった。Down症ではRpに有意差はなかった（3.20±2.87 vs 2.27±1.64、P＝0.23）
が、Cpは有意に低値であった（3.02±1.68 vs 4.52±2.83、P＝0.02）。術後PHは術前Rp、Cp
と関連していたが（P＜0.001）、房室弁形態とは関連がなかった。

【結語】C-AVSDにおいて、術後PHは術前Rp、Cpと関連していたが、房室弁形態との関連は
なかった。

一般演題3� ＜O3＞
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3）�Down症候群に合併した完全型房室中隔欠損症・右室低形成
の一例二心室修復可能か？

静岡県立こども病院　1）循環器科、2）血管外科

〇�林　勇佑1）、満下　紀恵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】4か月女児。出生後から呼吸障害あり、他院NICU入院。Down症候群、完全型房室
中隔欠損症、右室低形成、肺動脈弁下狭窄、肺高血圧症の診断となる。以後、高肺血流に
よる心不全症状出現なく、無投薬のまま前医外来で経過観察された。生後4か月時に心嚢液・
胸水貯留、低酸素血症を認め、当院へ転院。来院時から重度の肺高血圧を認め、内科治療
で胸水・心嚢液貯留改善せず、胸腔・心嚢ドレナージを追加した。入院時から二心室修復
困難と判断していたが、胸水・心嚢液貯留改善後に行った心臓カテーテル検査で平均肺動
脈圧19mmHg、Qp/Qs=2.0、Rp=2.1WU・㎡（室内気）、酸素・NO負荷でも反応を認めた。
右室容積も造影検査・心臓超音波検査・心臓MRI検査を駆使して評価し、二心室修復の
可能性を残して生後7か月で肺動脈絞扼術を行った。

【結語】重度の肺高血圧を呈し、Down症候群に合併した二心室修復に懸念をもつ房室中隔
欠損症の治療戦略については、慎重な検討が必要である。

4）�TCPC到達に肺血管拡張薬が有効だったMAPCAを伴った�
右室性単心室の1例

千葉県こども病院　循環器内科

〇�東　浩二、蔵本　怜、大森　紹玄、奥主　健太郎、石井　徹子、中島　弘道、�
青墳　裕之

【背景】MAPCAを伴った単心室症は、肺血管床低形成や高肺血管抵抗を呈する為にTCPC
到達困難な予後不良な疾患群である。

【症例】Asplenia、SRV、PA、MAPCA。3か月時Central shunt + Unifocalization（UF）、6か月
時コイル塞栓、7か月時RMBTS + rt.UF施行。1歳3か月時の心カテでRPA=26mmHg、
LUPA=27mmHg、LLPA=29mmHgと高くシルデナフィルとボセンタンを導入。3歳0か月
時の心カテでRPA=13mmHg、 LUPA=11mmHg、LLPA=12mmHgに低下。以降も2剤
継続し4歳6か月時BDG、5歳11か月時TCPC施行。TCPC到達後2剤中止、7歳4か月時の
心カテでCVP=11mmHg、Rp=2.0U・m2、SaO2=94%、Qs=3.1L/min・m2だった。

【結語】MAPCAに対しても肺血管拡張薬が有効な可能性がある。

＜O3＞
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1）��総肺静脈還流異常症術後肺高血圧に関する検討

群馬県立小児医療センター　循環器科

〇�池田　健太郎、新井　修平、浅見　雄司、田中　健佑、下山　伸哉、小林　富男

【背景】総肺静脈還流異常症（TAPVC）術後に肺高血圧（PH）をきたすことがあるが、原因
および経過については不明な点が多い。

【対象】2010年4月から2019年10月の期間に当院でTAPVC術後にカテーテル検査を行った
症例のうち単心室症を除外した20例。

【結果】術後1年以内のカテーテル検査でmean PAP 25mmHg以上のPHを認めた症例は
10例(50%)であり、うち5例に有意な肺静脈狭窄を認めた。肺静脈狭窄を認めなかった5例
中4例に対しては肺血管拡張薬、在宅酸素療法などが施行され術後3年までの再評価で
PHの改善を認めた。肺静脈狭窄を認めた5例中4例には手術療法が、1例にはバルーン拡張
術が施行され、肺静脈狭窄の改善が得られた4例では術後に肺高血圧の改善を認めた。

【結語】TAPVC術後PHは肺静脈狭窄がなければ改善する可能性が高いと考えられる。

2）�チーム連携によるTreprostinil持続皮下投与の導入・継続が
奏功した21�trisomy、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�沼田　隆佑、瀧聞　浄宏、武井　黄太、田中　登、小山　智史、米原　恒介、�
大日方　春香、正元　雅斗、山田　優里子、安河内　聰

【背景】Treprostinilは、肺動脈性肺高血圧(PAH)に持続皮下投与が可能なPGI2製剤で、
精神発達遅滞を有する21trisomyの導入の報告はない。

【症例】9歳男児。出生後に21trisom、完全型房室中隔欠損症と診断した。日齢59にPA 
banding を施行し、1歳時に心内修復術を施行した。術前の mPAP43/17 (30) mmHg、
Rp4.9W/Uと高値で、術後PAHに対しTadalafi、Beraprost、Macitentanの3剤併用療法を
開始した。PAHは遷延し7歳時のカテーテル検査でmPAP71/39(55)mmHg、Rp11.5W/U、 
Pp/Ps0.9、Rp/Rs0.82、急性肺血管反応は陰性であった。BeraprostをSelexipagに変更後、
8歳時でmPAP53/24(39)mmH、Rp7.5wood/U、Pp/Ps0.71、Rp/Rs0.74まで改善した。
その後、PAHの改善はなく、中心静脈カテーテル抜去のトラブルも考慮してSelexipagから
Treprostinil持続皮下投与へ変更した。導入にはChild life specialist(CLS)、緩和ケアチーム、
在宅支援部門も介入、人形での事前練習やイラストを用いた手順の説明等を行い、家庭での
投与継続に成功した。30ng/kg/minに漸増後、mPAP39/12(25)mmHg、Rp7.1W/U、 
Pp/Ps0.44、Rp/Rs0.37、WHO機能分類ⅢからⅡ度へ著明に改善した。

【結語】術後PAH、21trisomyへのTreprostinil持続皮下投与は、アドヒアランスの困難さを
有するが、部門を超えたチーム連携により、治療の導入・維持がスムーズに施行され、奏功
を得た。

一般演題4� ＜O4＞
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3）��進行した肺高血圧合併の完全型大血管転換に対する外科治療
Palliative�Jatene�vs�palliative�Senning

長野県立こども病院　1）循環器小児科、2）心臓血管外科

〇�米原　恒介1）、安河内　聰1）、正本　雅斗1）、大日方　春香1）、小山　智史1）、�
田中　登1）、沼田　隆佑1）、武井　黄太1）、山本　隆平2）、山田　有希子2）、�
鹿田　文昭2）、岡村　達2）

新生児期を過ぎて肺高血圧（PH）が進行した完全型大血管転換（TGA）に対する外科治療
の選択が問題となる。今回脳出血および左室流出路狭窄のために新生児期にはJatene手術
を実施できず、乳児期にPHが進行した1歳症例に対する治療選択に苦慮した症例について
報告する。症例は、酸素化改善のため生後5ヶ月でBT shuntを施行後、PHが進行し
PH crisisを生じ呼吸管理となった。心カテでは100%酸素下でPp/Ps=0.88（平均圧比0.84）、
Rp=17.6WU・m2、Qep/Qs=0.5、Ao-SaO2=80%、左室流出路圧較差は0mmHgであった。
低酸素血症とPHに対して、Palliative Jateneかpalliative Senningの選択に苦慮した結果、
1y時にpalliative Senningを選択した。術後1ヶ月の評価カテでは、Pp/Ps=0.52、Qs=4.2、
Rp=2.4WU・m2と術前より改善した。本症例の治療選択についての是非を議論したい。

4）�VSD/PAH根治術後にPAHが再増悪した一例

神奈川県立こども医療センター

〇�黒江　崇史、水野　雄太、池川　健、杉山　隆朗、河合　駿、若宮　卓也、�
小野　晋、金　基成、柳　貞光、上田　秀明

症例は13歳男子。日齢2よりASD、VSD、PDAによるhigh flow症状あり、利尿剤内服開始、
月齢3に当院紹介。PAHに対してPABおよび肺生検を施行、結果はHeath-Edwards(HE)
分類3度、臨床経過区分Eで、肺血管拡張療法を開始。生後11ヶ月、1歳10カ月、3歳6ヶ月
時にカテーテル検査施行し、Rpは10-14単位と高値でPAH治療を継続。5歳7ヶ月時のカテー
テル検査でRp 7.4 単位(酸素負荷後 5.5単位)で、5歳10カ月に根治術(patch closure of 
VSD、lung biopsy再検)を施行した。術後、PAHの改善傾向を認め肺血管拡張薬を漸減
したが、その後PAHの再増悪(10歳時 Rp12.3、12歳時 Rp10.2)を認め、PAH治療薬の3剤
併用療法を行っている。肺生検所見の重症例では治療後に肺高血圧の増悪を認めること
がある。

＜O4＞
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1）�Intrapulmonary-artery�septation�〜肺静脈狭窄合併例を打開
できるか？〜

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、腰山　宏、伊藤　弘毅、村田　眞哉、�
廣瀬　圭一、坂本　喜三郎、猪飼　秋夫

片肺循環系症例では、Fontan型手術適応は困難とされる。Intrapulmonary-artery septation 
(IPAS)における肺静脈狭窄(PVO)合併例に対する治療成績は明らかではない。1998年1月
から2018年12月にIPASを施行した42例を対象とし、肺静脈狭窄合併例(P群)と非合併例
(N群)につき検討した。P群24例、N群18例で死亡はN群1例、P群6例で有意差を認めた
(Log rank=0.05)。N群15例で両肺TCPC(83%)に到達した。P群ではTCPC前に患側肺で
25%以上（患側開存肺静脈区域/両側全肺静脈区域）の肺静脈区域開存が維持された12例
(50%)が両肺TCPCに到達し、25%未満12例では両肺TCPC到達は0例であった。PVO合併例
に対してIPASは一定の有用性がある。患側肺静脈開存区域25%以上を維持し得るかが
重要なkeyとなると考えられる。

2）�呼吸循環管理に難渋したHCM合併ASDに対し開窓付き閉鎖術
が有効であった一例

兵庫県立こども病院　循環器内科

〇�田中　敏克、林　賢、堀口　祥、久保　慎吾、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

ASDは乳児期には無症状で経過することが多いが、まれに乳児期早期に重症化することが
ある。症例は5ヵ月女児。心疾患はASD、HCMで、特異的顔貌を有し遺伝子検査でCFC
症候群と診断された。発熱と痙攣を契機とする呼吸不全で当院搬送となった。心エコーで
高度PHを認めたため、気管内挿管下にNOを使用し、安定化した後シルデナフィルへ変更
した。心カテを施行したところ、Qp/Qs 2.6、 Rp 2.1、PAp 30/10(18)、LA (4)、LV 65/7で、
高肺血流だがPHは改善していた。シルデナフィルを中止し、水分バランス調整を行った
後に抜管した。再度痙攣を契機に肺うっ血とPHを認めたため、外科的介入の方針とした。
ASDを完全に閉鎖すると左房圧上昇を来すと考え、4mm開窓付きパッチで閉鎖した。術後、
呼吸循環状態は安定し、術後63日目に退院可能となった。現在フォローアップカテを待機
中である。

会長要望演題2� ＜R2＞
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3）�心理士の介入が有効だった特発性肺動脈性肺高血圧の2例

静岡県立こども病院　循環器科

〇�満下　紀恵、石垣　瑞彦、佐藤　慶介、芳本　潤、金　成海、新居　正基、�
田中　靖彦

【背景】特発性肺動脈性肺高血圧は終わりがみえない治療と疾患による症状や治療薬の副作
用にさらされ続けることで精神的な苦痛も伴うことも多く治療の妨げになることがある。

【症例1】11歳女児。エポプロステノール(Epo)持続点滴と他2剤内服で加療中。労作時呼吸困難
を訴え入院。CI4.0で高心拍出による症状と考えEpo減量、薬剤変更するも自覚症状の改善は
なかった。児がカテーテルを故意にクランプしていることが発覚、心理士の介入を行ったところ
症状は改善。

【症例2】17歳男児。PGI2製剤、PGE5阻害薬、ERA製剤3剤内服で治療中。自然気胸を繰り
返し入院が頻回だった。外来で自殺願望の発言があり心理士介入を行った。数週おきに面談
を行い状態は落ち着いた。

【まとめ】難病をもつ患者は精神的サポートも必要であることは自明であるが、さらに不安定
で多感な小児期、思春期の患者においては心理士面談などの具体的な心理面でのサポートを
継続して行う必要がある。

4）�肺静脈狭窄に対する大動脈吊り上げ術の効果

あいち小児保健医療総合センター　小児心臓病センター　循環器科

〇�山田　佑也、鈴木　孝典、伊藤　諒一、森本　美仁、郷　清貴、鬼頭　真知子、�
森鼻　栄治、河井　悟、安田　和志

【はじめに】下行大動脈による圧迫で肺静脈狭窄(PVO)をきたしうる。大動脈吊り上げ術
(Aortopexy)により狭窄解除を図った5症例の経過を検討した。

【症例1】cAVSD術後。Aortopexy後もLPVO残存。BAPを反復し経過観察中。
【症例2】TAPVC術後。AortopexyによりCT上は狭窄改善したが肺血流シンチでは著変なし。
【症例3】DORV/PA。BTシャント術後LPVO。AortopexyでCT上明らかに狭窄改善。Rastelli
手術施行し経過順調。

【症例4】unbalanced AVSD、TOF。BDG後CathでLPVO判明。Aortopexy後もLPVO残存。
PVO解除術施行するも再燃しstent留置。

【症例5】TGA、VSD、hypo RV。BDG後のCathでLPVO判明しAortopexy施行。LPV-LA
圧較差は6→3mmHgと術前後で改善。TCPC施行、LPVへの再介入なし。

【まとめ】Aortopexy施行後もPVO残存し再介入を要する例もあるが、治療効果を得る例も
あり、侵襲度を考えても一度試みる価値のある術式と考えられる。

＜R2＞
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2）�ASDの存在により2度の急変に対応できたIPAHの小児例

1）岩手医科大学附属病院　小児科、2）心臓血管外科

〇�高橋　信1）、滝沢　友里恵1）、中野　智1）、斎木　宏文1）、小山　耕太郎1）、�
小泉　淳一2）

　IPAHに合併したcoincidental ASDに対しても, PAH薬剤の発達により一部の症例で
デバイスを用いた閉鎖治療の報告が散見されている．今回, PAH治療中の2度の急変に対し, 
ASDの存在により救命できた症例を提示する. 症例は13歳男児. 6歳時にASD, PH指摘され, 
心カテでPAp 56/32/42 mmHg, Pp/Ps 0.76, PVRI 8.5 WU・m2, Qp/Qs 1.1でASD合併IPAH
の診断. tadalafil, bosentan, beraprostのupfrontで治療した. 5か月後には100%O2ASD閉鎖
試験下でPAp 43/20/30 mmHg, Pp/Ps 0.49, PVRI 4.1 WU・m2を確認した. 9歳時に肺炎
による右下葉無気肺を来し, SpO2 50%まで低下したが血圧は保たれた状態で遠隔地病院
から救急搬送された. PAp 70/52/59 mmHg, Pp/Ps 1.0, PVRI 24.5 WU・m2, Qp/Qs 0.63で
epoprostenol導入した. 11歳時にカテーテル損傷により植込みカテーテル再留置および
心カテ(EPO 50ng/kg/min)施行し, PAp 37/15/25mmHg, Pp/Ps 0.5, PVRI 3.1 WU・m2, 
Qp/Qs 1.9を確認した. 3日後夜半にカテーテル自然抜去により血胸となり緊急開胸術を
施行した. 現在, 後障害はなくPAH薬とEPOの同様管理を行っている. ASDの存在により
accidentalな急変に対応できた症例でありこのままの状態で管理を行っている.

1）�標高3600mで胎児期から過ごし８歳から低地に移住し13歳時
に肺動脈性肺高血圧と診断された一例

三重大学医学部附属病院　小児科、麻酔集中治療学

〇�大矢　和伸、澤田　博文、三谷　義英、坪谷　尚季、淀谷　典子、大橋　啓之、�
丸山　一男、平山　雅浩

【症例】13歳女児 【主訴】易疲労、心雑音
【既往歴】胎児期から８歳：ボリビア・ラパス市（標高3640m）居住。
6歳：低地に短期間滞在後に帰宅時に肺うっ血。８歳：日本移住。

【家族歴】父は日系３世。母はボリビア人。肺高血圧（PH）の家族歴なし。
【現病歴】受診の約６か月前から疲れやすくなり所属していた部活（バスケットボール）を
やめた。学校検診で心雑音を指摘され前医を受診し、心エコーでPHの所見あり、紹介となった。
心カテで平均肺動脈圧 25mmHg、肺血管抵抗係数3.13単位・m2、肺動脈性肺高血圧と
診断しtadalafilで治療を開始した。

【結語】高地居住者では、低酸素に伴いPHの有病率が高いことが知られるが、通常は低地
居住により改善するとされる。本例ではPHが小児期後期にも認められ、症状が進行性で
あり、胎児期から幼児期の低酸素環境が長期のPH進展に影響する可能性を示す例と
考えた。

一般演題5� ＜O5＞
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3）�逐次併用療法で肺動脈圧が正常化した思春期発症IPAHの
一例

高知大学医学部　小児思春期医学

〇山本　雅樹、玉城　渉、中山　智孝、藤枝　幹也

【背景】特異的PAH治療薬の開発により、小児期発症IPAHの予後は改善しているが、肺動
脈圧が正常化する例は少ない。

【症例】20歳男性。中学の学校心臓検診では異常指摘なし。14歳時、2ヶ月前から易疲労感
や運動時の胸痛、眼前暗黒感が出現。心エコーでTRPG 72mmHgとPHが疑われ、右心
カテでPAP 59/22 (37)mmHg、 RAP 5mmHg、CI 2.55 L/min/m2、PVRI 9WU・m2、諸検査
からIPAHと診断（しかし、肺血流シンチで上葉血流欠損所見、DLco低値）。BNP 5-20pg/ml、
6MWD 405m(lowest SpO2 81％)。アンブリセンタン2.5→5mg/日、HOT導入し外来移行。
5ヶ月後、ｍPAP 33mmHg、 CI 2 .94 L/min/m2、 PVRI 8 .5WU・m2へ改善。TRPG 
40-50mmHg、BNP 5-20pg/mlで推移するも1年後に失神を認め、タダラフィル20mg/日
追 加し2剤 併 用。発 病 から1年7ヶ月 後、ｍPAP 21mmHg、CI 2.97 L/min/m2、PVRI 
4WU・m2、6MWD 405m(lowest SpO2 92％)と更に改善。16歳時、17歳時に自然気胸発症
もPH増悪なく、現在も正常肺動脈圧を維持でき経過良好である。

【まとめ】低酸素血症やDLco低値、失神もあり治療に難渋するかと考えられたが、比較的
少量の肺血管拡張薬でPHは正常化した。

4）�脊椎側弯症術後の循環管理に難渋した特発性肺動脈性�
肺高血圧症（IPAH）の女児例

福岡市立こども病院　1）循環器科、2）整形外科

〇�原　卓也1）、倉岡　彩子1）、山口　徹2）、柳田　晴久2）、児玉　祥彦1）、石川　友一1）、
中村�　真1）、佐川　浩一1）

脊椎側弯症では、重症例においては呼吸機能障害や肺高血圧症の進行を認め、外科的
治療が推奨されている。一方、その手術侵襲は大きく、心疾患を有する症例においては、
厳密な術後の循環・呼吸管理が必要となる。症例は12歳女児。4歳時にIPAHの診断
に至った。失神を繰り返していたが肺血管拡張薬導入後に改善し、最終カテでは
meanPAP 35mmHg、PVRI 8.5WU・m2であった。側弯症の進行を認めたため、脊柱側弯
症手術（T2-L4後方固定術）を施行。術後はNOを使用したが啼泣時にPH悪化による失神を
認め、以後も移動やNO減量に伴いPHの悪化を繰り返した。また、出血や血管外漏出の
ため循環血漿量の維持が困難で輸血や多量の輸液を必要とし、それに伴う浮腫や胸水も
発症した。経口肺血管拡張薬を再開した後、徐々に改善が得られ、術後16日目にNO離脱
が可能であった。

＜O5＞
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1）肺血管拡張薬内服中の単心室形態における進行性冠動脈瘻

1）大阪医科大学附属病院　小児科
2）大阪医科大学附属病院　小児心臓血管外科
3）高槻赤十字病院　小児科

〇�岸　勘太1）、難波　昂宏1）、蘆田　温子1）、小田中　豊1）、尾崎　智康1）、芦田　明1）

小西　隼人2）、根本　慎太郎2）、片山　博視3）

【緒言】単心室形態における合併症として、冠動脈瘻に関しては報告が少ない。
【目的】単心室形態における冠動脈瘻の臨床像を明らかにする。
【方法】当院でフォローしている単心室形態で、冠動脈瘻を認めた症例を後方視的に調査した。
【結果】3例で冠動脈拡大を伴うび漫性の冠動脈瘻の発達と進行を認めた。症例１:18才男性、
HLHS、開窓フォンタン術後15年、SpO2:86%、NYHAクラスIII。症例２:11才女児、無脾症・
房室中隔欠損症（左室低形成）・肺動脈閉鎖・MAPCA・TAPVC、グレン術後 9 年、
SpO2 : 85%、NYHAクラスII。症例３:9才男児、右室型単心室・肺動脈閉鎖、フォンタン術
後6年、SpO2=93%、NYHAクラスI。3例ともPDE5阻害薬を内服していた。

【考察】冠動脈瘻は進行性であり、PDE5阻害薬の内服、主心室が右室、長期の低酸素血症
という共通点があり、心不全の増悪に関与していた。

2）�先端可動型マイクロカテーテルにより集中治療室で肺動脈圧
モニタリングを行った総肺静脈還流異常症術後肺高血圧症
の1例

地域医療機能推進機構　九州病院　小児科

〇�杉谷　雄一郎、宗内　淳、江崎　大起、松岡　良平、土井　大人、渡邉　まみ江

背景 : 先端可動型マイクロカテーテル(Steerable MC)を用いて肺動脈圧モニタリングを行った
重症肺高血圧(PH)乳児例を経験した。 
症例 : 在胎39週、2580gで出生。TAPVC Iaと診断し生後7日修復術を施行した。術後軽度
PH(TRPG 30mmHg)であったが、肺静脈狭窄が進行し重症PH(TRPG 88mmHg)となった。
生後94日肺静脈狭窄解除術を施行。しかし術後PHが残存。一酸化窒素(NO)から離脱困難
なため、タダラフィル、ボセンタンを開始した。術後31日カテーテル検査では肺静脈狭窄所
見はなくNO投与下肺動脈・体動脈圧比(Pp/Ps) 0.72、NO中止により1.50へと上昇し肺動
脈性PHと診断した。セレキシパグを追加し3剤を併用したが改善しなかった。術後37日失神
しICUへ入室。厳密な肺動脈圧モニタリングのため術後38日右内頚静脈よりSteerable 
MCを挿入した。術後40日に呼吸障害に対して人工呼吸器管理を開始後Pp/Ps 1.20から
0.67へ低下した。術後41日カテーテル感染のため抜去した。
結論 : Steerable MCは乳児でも比較的容易に留置でき肺動脈モニタリングに有用である。

会長要望演題3� ＜R3＞
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3）�先天性肺気道奇形を合併し、肺動脈統合化手術術後に左肺
血流高度低下をきたした主要体肺動脈側副血行の1例

1）静岡県立こども病院　循環器科
2）静岡県立こども病院　心臓血管外科

〇�橋本　佳亮1）、金　成海1）、植田　由依1）、田邊　雄大1）、石垣　瑞彦1）、満下　紀恵1）、
伊藤　弘毅2）、猪飼　秋夫2）、坂本　喜三郎2）、田中　靖彦1）

【症例】3歳女児、胎児診断で肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損症(PAVSD)、主要体肺動脈側副
血行(MAPCA)に加え、先天性肺気道奇形(CPAM)が指摘され、出生後の顔貌から22q11.2
欠失症候群が疑われた。生後7か月時に4本のMAPCAに対し肺動脈統合化手術(UF)、
姑息的右室流出路再建術（pRVOTR、弁なしTAP)、AAo plicationを施行した。その後CT
で左肺血流高度低下、シンチで左右比血流8 : 92、換気40 : 60、CPAMによる両側下肺野の
換気不良を認めた。Cathe上mPAP=30mmHg、UF血管の圧格差は5mmHg以下であった。
3歳時、freePR、RPA中等度狭窄に対し、16mm tricuspid ePTFEにてRVOTR+PRAplasty
施行、術中のflow study後にVSD閉鎖施行した。術後1か月半にVSD leakを認め再閉鎖術
施行、PH薬内服で管理している。

4）�肺動脈瘤と肺動脈解離を認めた右体肺動脈シャント術後の
Eisenmenger症候群の1例

東京女子医科大学　循環器小児科

〇�原田　元、工藤　恵道、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

【症例】多脾症候群、完全房室中隔欠損症、肺動脈弁狭窄の44歳、女性。5歳時に右鎖骨下
動脈を使用した右体肺動脈シャント手術を実施（右肺動脈径1.9cm）。25歳時、肺動脈圧
60/48(55)mmHg、Qp/Qs=1.9、肺血管抵抗9.6 WU・m2よりEisenmenger症候群と診断し、
根治術の適応はなく肺高血圧に対してベラプロストを開始した（右肺動脈径3.7cm）。42歳
より喀血を1年に1回認めるようになった。42歳時に右背部痛と胸部Xpで右肺動脈陰影
の拡大を認め当院受診した。造影CTで右体肺動脈シャントは1.3cmに拡大、右肺動脈は
主肺動脈から末梢分枝まで瘤状に拡大（最大径8.0cm）し、末梢分枝に肺動脈解離を認めた。
高い肺動脈圧に加え、拡大した右体肺動脈シャントからの肺血流増加が右肺動脈に限局
した肺動脈瘤、解離の成因と考えられた。

【結語】体肺動脈シャント術後の慢性的な高い肺動脈圧と高肺血流は肺動脈瘤や解離、破裂
を引き起こす可能性がある。

＜R3＞
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日本小児肺循環研究会役員・幹事名簿
役職 氏　名 勤務先 所　属

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 静岡県立こども病院　循環器センター 心臓血管外科
幹事 石川　司朗 医療法人輝栄会 福岡輝栄会病院 内科・循環器内科
幹事 岩朝　　徹 国立循環器病研究センター 小児循環器科
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 金沢大学附属病院 小児科

幹事 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

幹事 小川　　潔 埼玉県立小児医療センター 循環器科

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 小児科学講座

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 小児科新生児科
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
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26回当番幹事 杉山　　央 東京女子医科大学 循環器小児科
副代表幹事 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

幹事 瀧聞　浄宏 長野県立こども病院 循環器小児科

代表幹事 土井庄三郎 独立行政法人国立病院機構
災害医療センター 副院長

幹事 中右　弘一 旭川医科大学医学部 小児科学講座
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 高知大学医学部 小児思春期医学講座
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 徳島大学病院
小児科・地域小児科診療部 小児科学

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 日本医科大学付属病院 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　循環器センター 循環器科
幹事 宗内　　淳 地域医療機能推進機構　九州病院 小児科
幹事 桃井　伸緒 福島県立医科大学 小児循環器
幹事 安河内　聰 長野県立こども病院　循環器センター 循環器科
第27回当番幹事 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　循環器部門

名誉幹事 小野　安生 静岡県立こども病院　循環器センター 循環器科
名誉幹事 山田　　修 国立循環器病研究センター 病理部
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日本小児肺循環研究会
当番幹事一覧（第1回～第26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　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　地域医療連携センター
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

第26回（2020年） 杉山　央 東京女子医科大学　循環器小児科



協賛団体・企業一覧

第 26 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。

2020 年 2 月

第 26 回日本小児肺循環研究会

当番幹事　杉山　央
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