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プログラム

1月17日㊎ 第1会場［4F  ホール B］

11:40 - 開会の辞

会長：森田 紀代造（東京慈恵会医科大学 心臓外科学講座）

11:45 - 12:15 ACHD専門医制度修練カリキュラム・専門医試験概要

座長：三谷 義英（三重大学大学院 医学系研究科）

1. ACHD専門医修練カリキュラムおよび専門医試験概要
犬塚　　亮　　東京大学

2. 外科系専門医申請要件改定の要点
森田紀代造　　東京慈恵会医科大学

12:20 - 13:10 ランチョンセミナー 1　
座長：元木 博彦（信州大学医学部 循環器内科学教室）
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

LS-1 ACHDにおける肺高血圧症診療：ニース会議提言（2018）を振り返る
小垣 滋豊
大阪急性期・総合医療センター 小児科・新生児科

13:15 - 15:00 パネルディスカッション1
成人先天性心疾患における肺高血圧症の病態と治療
最新知見とガイドラインからみた肺血管拡張療法

座長：八尾 厚史（東京大学 保健・健康推進本部）　
三谷 義英（三重大学大学院医学系研究科 小児科学）

P-01-1 ACHDに伴う肺高血圧症治療の実臨床とガイドライン
小垣 滋豊
大阪急性期・総合医療センター 小児科 新生児科

P-01-2 高度肺高血圧症を伴う成人先天性心疾患に対するTreat ＆ Repair: pre-tricuspid shunt
高谷 陽一，赤木 禎治，中川 晃志，中山 理絵，三木 崇史，伊藤 浩
岡山大学 循環器内科

P-01-3 高度肺高血圧を伴うACHDに対するTreat ＆ Repair : post-tricuspid shuntと複雑心疾患
相馬 桂1)，齋藤 暁人1)，稲葉 俊郎1)，八尾 厚史2)，小室 一成1)
1) 東京大学医学部附属病院 循環器内科，2) 東京大学 保健健康推進部
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P-01-4 アイゼンメンジャー症候群の診断のpitfallと治療ガイドラインの実践的レビュー
三谷 義英
三重大学大学院医学系研究科 小児科学

P-01-5 Eisenmenger症候群多施設共同研究の進捗状況
坂崎 尚徳1)，丹羽 公一郎2)
1) 兵庫県立尼崎総合医療センター 小児循環器内科，2) 聖路加国際病院 心血管センター

15:10 - 16:00 教育セミナー　Basic Lecture 1
ACHD専門医のための不整脈治療の最重要知識

座長：星野 健司（埼玉県立小児医療センター 循環器科）

 BL-01-1 成人先天性心疾患に合併する不整脈のマネージメント
今井 靖
自治医科大学 循環器内科学・臨床薬理学・成人先天性心疾患センター

BL-01-2 電気生理学的検査とablationの原理
西井 伸洋
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 先端循環器治療学講座

16:15 - 17:00 Legend Lecture　

座長：八木原 俊克（地方独立行政法人 りんくう総合医療センター）

LL 先天性心疾患と共に50年：今後のACHD診療への期待
松田 暉
東宝塚さとう病院 心臓血管外科

17:00 - 17:30 Meet The Expert 1　
座長：城戸 佐知子（兵庫県立こども病院 循環器内科）
共催：GEヘルスケア・ジャパン

ME-01 ACHD患者における2Dスペックルトラッキング法の応用とCRT療法
瀧聞 浄宏
長野県立こども病院 循環器小児科

17:30 - 18:00 Meet The Expert 2　
座長：芳本 潤（静岡県立こども病院 循環器科）

ME-02 先天性心疾患の3D画像診断と3Dprinting技術：ACHD領域への応用
黒嵜 健一1)，白石 公2)，中沢 一雄3)，原口 亮4)，武田 正俊5)
1) 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 小児循環器内科部，
2) 国立循環器病研究センター 教育推進部・小児循環器内科，3) 森ノ宮医療大学保健医療学部 臨床工学科，
4) 兵庫県立大学大学院 応用情報工学研究科，5) 株式会社クロスメディカル
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1月17日㊎ 第2会場［4F  ホール A］

12:20 - 13:10 ランチョンセミナー 2　
座長：志水 秀行（慶應義塾大学 心臓血管外科）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

LS-2 SSI対策における閉胸時のこだわり
金村 賦之
イムス葛飾ハートセンター 心臓血管外科

13:15 - 14:00 教育セミナー　Basic Lecture 2
ACHD内科専門医のための心臓手術の知識

座長：杉山 央（東京女子医科大学 循環器小児・成人先天性心疾患科）

BL-02-1 成人先天性心疾患手術：成人期の心内修復術・再手術の現況と成績
河田 政明
自治医科大学とちぎ子ども医療センター・成人先天性心疾患センター 小児・先天性心臓血管外科

BL-02-2 ACHD心臓外科医が循環器内科に望むこと
上村 秀樹
奈良県立医科大学 先天性心疾患センター

14:00 - 15:00 教育セミナー　Basic Lecture 3
ACHDを理解するために必要な発生学と心臓形態学『これで複雑先天性心疾患苦手を克服』

座長：小山 耕太郎（岩手医科大学医学部 小児科学講座）

BL-03-1 先天性心疾患を理解するために必要な心臓発生： 
心房心室関係の異常と大血管転位症の形態発生
山岸 敬幸
慶應義塾大学医学部 小児科

BL-03-2 わかりやすい心臓形態学：心臓形態診断法の基礎
白石 公
国立循環器病研究センター 教育推進部・小児循環器科
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15:10 - 16:10 教育セミナー　Basic Lecture 4 

ACHDのための画像診断の最重要知識

座長：坂崎 尚徳（兵庫県立尼崎総合医療センター 小児循環器内科）

BL-04-1 心エコーによるCHD形態診断の基礎
新居 正基
静岡県立こども病院 循環器科

BL-04-2 心エコーによる病態評価
石津 智子
筑波大学 臨床検査医学

BL-04-3 もっとできる心臓MRI
石川 友一
福岡市立こども病院 循環器科

17:00 - 17:30 Meet The Expert 3　
座長：石戸 美妃子（東京女子医科大学 循環器小児科）

ME-03 ACHDに対する補助循環・移植医療の現況と展望
市川 肇1)，帆足 孝也1)，島田 勝利1)，今井 健太1)，小森 元貴1)，坂口 平馬2)，大内 秀雄2)，
白石 公2)，福嶌 教偉3)

1) 国立循環器病研究センター 小児心臓外科，2) 国立循環器病研究センター 小児循環器内科，
3) 国立循環器病研究センター 移植部

17:30 - 18:00 Meet The Expert 4　
座長：山岸 正明（京都府立医科大学 小児医療センター 小児心臓血管外科）

ME-04 成人先天性心臓外科手術の新たなエビデンス：血流解析とハートチームの役割
板谷 慶一
京都府立医科大学 心臓血管外科・心臓血管血流解析学講座・成人先天性心疾患センター

1月17日㊎ 第3会場［3F  ルーム 1］

12:20 - 13:10 ランチョンセミナー 3　
座長：高橋 昌（新潟大学大学院 医歯学総合研究科／新潟地域医療学講座 災害医学・医療人育成部門／

　　　　  新潟大学医学部 災害医療教育センター）

共催：株式会社フィリップス・ジャパン

LS-3  IoTを使用した救急疾患への対応
武田 聡
東京慈恵会医科大学 救急医学講座
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13:15 - 14:15 一般口演1
ACHDの妊娠・出産の諸問題

座長：小川 正樹（東京女子医科大学 産婦人科）
吉松　 淳（国立循環器病研究センター 産婦人科）

 OS-01-1 Fontan術後患者の出産後遠隔期の心血管イベント
梅本 真太郎1)，坂本 一郎1)，石北 綾子1)，永田 弾2)，山村 健一郎2)，日浅 謙一1)，井手 友美1)，
筒井 裕之1)
1) 九州大学病院 循環器内科，2) 九州大学病院 小児科

OS-01-2 フォンタン術後妊婦の胎盤機能が胎児合併症に与える影響についての検討
児玉 浩幸1)，椎名 由美1)，木島 康文1)，山中 美智子2)，兵藤 博信3)，丹羽 公一郎1)
1) 聖路加国際病院 循環器内科，2) 聖路加国際病院 女性総合診療部，3) 東京都立墨東病院 産婦人科

OS-01-3 妊娠期・授乳期のβ/αβ遮断薬内服による新生児合併症：症例集積検討
中尾 真大，奥村 亜純，鈴木 僚，小野 良子，川端 伊久乃，吉田 純，桂木 真司
榊原記念病院 産婦人科

OS-01-4 成人先天性心疾患合併妊娠に対する無痛分娩の検討
住江 誠1)，辛島 裕士1)，帯刀 英樹2)，塩瀬 明2)，山浦 健1)
1) 九州大学病院 麻酔科蘇生科，2) 九州大学病院 心臓血管外科

OS-01-5 心疾患合併妊娠において、分娩時の努責時間は産後のBNP上昇と関連する
中西 篤史，神谷 千津子，京本 萌，月永 理恵，松坂 優，三上 祐紀子，塩野入 規，小西 妙，
堀内 縁，岩永 直子，吉松 淳
国立循環器病研究センター病院 産婦人科

14:15 - 15:15 一般口演2
ハイリスク妊娠と出産管理（Case Presentation）

座長：篠原 徳子（東京女子医科大学 循環器小児・成人先天性心疾患科）
桂木 真司（三重大学 産婦人科）

OS-02-1 当院におけるACHD合併のハイリスク妊娠・出産管理についての検討
稲熊 洸太郎1)，坂崎 尚徳1)，豊田 直樹1)，石原 温子1)，北田 琢哉2)，前田 登史2)，加藤 おと姫2)，
佐藤 博文2)，植野 剛2)，吉澤 康祐2)，長門 久雄2)，大野 暢久2)
兵庫県立尼崎総合医療センター　1) 小児循環器内科　2) 心臓血管外科

OS-02-2 妊娠発覚でワーファリン自己中断したため危機的状況に陥った機械弁置換後の若年女性
野中 利通，鎌田 真弓，村上 優，大沢 拓哉，櫻井 寛久，櫻井 一
JCHO中京病院 心臓血管外科

OS-02-3 人工弁ミスマッチにより妊娠末期に急性肺水腫を来し、再々左側房室弁置換術を要し
た1例
鵜垣 伸也，吉積 功，河田 政明
自治医大 とちぎ子ども医療センター 成人先天性心疾患センター 小児先天性心臓血管外科
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OS-02-4 修正大血管転位症、肺高血圧合併妊娠の1例
加藤 賢2)，三浦 大1)，岡部 はるか2)，栗山 真侑3)，本多 泉3)，高田 眞紀子4)，田辺 瀬良美4)
1) 東京都立小児総合医療センター 循環器科，2) 東京都立多摩総合医療センター 循環器内科，
3) 東京都立多摩総合医療センター 産婦人科，4) 東京都立多摩総合医療センター 麻酔科

OS-02-5 Rastelli術後妊娠の1症例
戸枝 満，榎本 紗也子，古橋 芙美，高倉 翔，二井 理文，田中 佳世，鳥谷部 邦明，田中 博明，
池田 智明

15:15 - 16:15 一般口演3
ACHD-PAHに対する肺血管拡張薬療法

座長：中西 敏雄（日本心臓血圧研究振興会 細胞免疫研究センター）
木島 康文（聖路加国際病院 循環器内科）

OS-03-1 肺高血圧症を合併した心房中隔欠損症に対するTreat and Repair strategyの有効性
中山 小百合1)，浅野 遼太郎1)，辻 明宏1)，青木 龍男1)，上田 仁1)，小永井 奈緒1)，平川 京子1)，
市川 肇2)，大郷 剛1)
1) 国立循環器病研究センター 心臓血管内科，2) 国立循環器病研究センター 心臓血管外科

OS-03-2 シャント疾患による肺高血圧に対するセレキシパグ使用経験
小板橋 俊美，藤田 鉄平，前村 健治，池田 祐毅，郡山 恵子，前川 恵美，阿古 潤哉
北里大学 循環器内科学

OS-03-3 小シャント合併特発性肺動脈性肺高血圧症の長期管理におけるTreat and Repairの意義
梅井 正彦，相馬 桂，稲葉 俊郎，齊藤 暁人，上原 雅恵，八尾 厚史，小室 一成
東京大学医学部附属病院 循環器内科

OS-03-4 術後肺高血圧症を呈したファロー四徴症の症例
狩野 実希，大和 恒博，田村 洋平，成田 岳，矢野 弘崇，新田 義一，加藤 駿一，高野 寿一，
池ノ内 孝，村田 和也，羽田 泰晃，高宮 智正，稲村 幸洋，根木 謙，稲葉 理，佐藤 明，松村 穣
さいたま赤十字病院 循環器内科

OS-03-5 肺血管拡張薬が有効であった低肺血流のBTシャント術後の単心室症例
坂本 一郎1)，石北 綾子1)，梅本 真太郎1)，永田 弾2)，山村 健一郎2)，筒井 裕之1)
1) 九州大学病院 循環器内科，2) 九州大学病院 小児科，3) 九州大学病院 心臓血管外科

17:00 - 18:00 一般口演5
Fontan合併症の診断と治療

座長：住友 直方（埼玉医科大学 国際医療センター 小児心臓科）
宗内 　淳（地域医療機能推進機構 九州病院 小児科）

OS-05-1 Fontan術後に発症した広範型 PEに対しカテーテル的血栓吸引術を行った2症例
児玉 浩幸1)，西畑 庸介1)，椎名 由美1)，木島 康文1)，丹羽 公一郎1)
1) 聖路加国際病院 循環器内科，2) 千葉県循環器病センター 心臓血管外科
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OS-05-2 門脈体循環短絡を有するフォンタン患者の臨床像
永田 弾1)，坂本 一郎2)，石北 綾子2)，梅本 慎太郎2)，小林 優1)，豊村 太亮1)，福岡 将治1)，
長友 雄作1)，平田 悠一郎1)，山村 健一郎1)，大賀 正一1)
1) 九州大学病院 小児科，2) 九州大学病院 循環器内科

OS-05-3 フォンタン術後遠隔期の画像による肝臓病変スコアリングと予後との関連
中島 公子，大内 秀雄，三池 虹，鈴木 大，小永井 奈緒，岩朝 徹，坂口 平馬，白石 公，黒嵜 健一
国立循環器病研究センター 小児循環器内科部

OS-05-4 Fontan術後中長期の肝障害に対する肝硬度と臨床因子との関連
藤野 光洋1)，森 秀洋1)，丸山 和歌子1)，中村 香絵1)，江原 英治1)，吉田 葉子2)，鈴木 嗣敏2)，
小澤 秀登3)，鍵﨑 康治3)，西垣 恭一3)，徳原 大介4)，村上 洋介1)
1) 大阪市立総合医療センター 小児医療センター 小児循環器内科，
2) 大阪市立総合医療センター 小児医療センター 小児不整脈科，
3) 大阪市立総合医療センター 小児医療センター 小児心臓血管外科，4) 大阪市立大学大学院医学研究科 発達小児医学

OS-05-5 フォンタン術後患者のEOB-MRIによる肝線維化の評価：慢性肝疾患との比較
長尾 充展2)，椎名 由美1)，坂井 玲子2)，大橋 良子2)，稲井 慶3)，坂井 修二2)
1) 聖路加国際病院 循環器科，2) 東京女子医科大学 画像診断学・核医学講座，3) 東京女子医科大学 循環器小児科

1月17日㊎ 第4会場［3F  カーネリアン］

11:00 - 11:45 評議員会

13:15 - 14:30 How to Do IT 1『さぁこの症例どうする』
多領域連携による手術戦略の選択

座長：井本 　浩（鹿児島大学大学院 心臓血管・消化器外科学）
坂本 一郎（九州大学病院 循環器内科）

コメンテーター：建部 俊介（東北大学病院 循環器内科）
鈴木 孝明（埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓外科）
宮本 隆司（北里大学医学部 心臓血管外科）
岡本 浩嗣（北里大学医学部 麻酔科）

H-01-1 部分肺静脈還流異常症に合併した肺がんに対する治療戦略  治療の優先順位は？
仁田 学1)，中島 理恵1)，木野 旅人1)，松本 祐介1)，成川 雅俊1)，中山 未奈1)，田口 有香1)，
郷原 正臣1)，岩田 究1)，清國 雅義1)，小村 直弘1)，小西 正紹1)，細田 順也1)，重永 豊一郎1)，
上村 大輔1)，松本 克己1)，菅野 晃靖1)，石上 友章1)，石川 利之1)，石川 善啓2)，町田 大輔3)，
益田 宗孝3)，田村 功一1)，木村 一雄1)
1) 横浜市立大学附属病院 循環器・腎臓・高血圧内科学，2) 横浜市立大学附属病院 呼吸器外科，
3) 横浜市立大学附属病院 心臓血管外科
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H-01-2 三尖弁閉鎖、シャント後吻合部狭窄に褐色細胞腫を合併した41歳女性に対しての治療
中西 啓介，川﨑 志保理，畑 博明，天野 篤
順天堂大学 心臓血管外科

H-01-3 右肺動脈上行大動脈起始症術後遠隔期に漏斗胸による右冠動脈圧迫を来した症例
松岡 良平1)，宗内 淳1)，江崎 大起1)，土井 大人1)，杉谷 雄一郎1)，渡邉 まみ江1)，落合 由恵2)，
上村 哲郎3)
1) JCHO九州病院 小児科，2) JCHO九州病院 心臓血管外科，3) JCHO九州病院 小児外科

15:00 - 16:15 一般口演4
ACHD外科治療（1）

座長：山岸 正明（京都府立医科大学 小児医療センター 小児心臓血管外科）
芳村 直樹（富山大学 第1外科）

OS-04-1 当施設における成人先天性心疾患（ACHD）外科治療の現状
桑原 優大，高橋 幸宏，小森 悠矢，加部東 直広，和田 直樹
榊原記念病院 心臓血管外科

OS-04-2 成人期にFontan手術に到達した3例の経験
渡辺 まみ江1)，宗内 淳1)，杉谷 雄一郎1)，土井 大人1)，松岡 良平1)，江崎 大起1)，落合 由恵2)
JCHO九州病院　1) 循環器小児科 　2) 心臓血管外科

OS-04-3 フォンタン術後成人期再手術症例の検討
廣瀬 圭一1)，猪飼 秋夫2)，村田 眞哉2)，伊藤 弘毅2)，腰山 宏2)，石道 基成2)，太田 恵介2)，
渡辺 謙太郎2)，坂本 喜三郎2)
1) 静岡こども病院 心臓血管外科 静岡県リサーチサポートセンター，2) 静岡こども病院 心臓血管外科

OS-04-4 成人期に手術となった房室中隔欠損症
河田 政明1)，吉積 功1)，鵜垣 伸也1)，片岡 功一2)，今井 靖3)，甲谷 友幸3)，久保田 香菜3)
自治医科大学とちぎ子ども医療センター・成人先天性心疾患センター　
1) 小児・先天性心臓血管外科　2) 小児科，小児手術・集中治療部　3) 循環器内科

OS-04-5 完全型房室中隔欠損症術後遠隔期に三尖弁狭窄を伴い再中隔形成術を行った2例
櫻井 一1)，野中 利通1)，櫻井 寛久1)，小坂井 基史1)，大沢 拓哉1)，村上 優1)，鎌田 真弓1)，
大橋 直樹2)，西川 浩2)，吉田 修一朗2)，加藤 温子2)，吉井 公浩2)，佐藤 純2)
1) JCHO中京病院 心臓血管外科，2) JCHO中京病院 小児循環器科

OS-04-6 当院におけるBulging Sinus付きePTFE Graftによる肺動脈弁置換術の術後早期臨床像
枡岡 歩，永瀬 晴啓，細田 隆介，岩崎 美佳，保土田 健太郎，鈴木 孝明
埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓外科
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1月18日㊏ 第1会場［4F  ホール B］

8:00 - 8:45 海外招請講演1 English Session

座長：長嶋 光樹（和歌山県立医科大学 第一外科）

IL-01 Aggressive Approach to Two-Ventricle Repair to Avoid Fontan
Pedro J. del Nido, MD, PhD
William E. Ladd Professor and Chairman, Harvard Medical School, Department of Cardiac Surgery, 
Boston Children's Hospital, Boston, Massachusetts

8:50 - 9:35 海外招請講演2 English Session

座長：坂東 興（東京慈恵会医科大学 心臓外科） 

IL-02 Valve Sparing Aortic Root Replacement in Marfan Syndrome and Adult Congenital 
Heart Disease
Duke Edward Cameron, M.D. 
Professor of Surgery, Department of Cardiac Surgery, Massachusetts General Hospital Boston, 
Massachusetts

9:45 - 12:00 日本心臓血管外科学会・成人先天性心疾患学会 JSCVS -JSACHD
ジョイント・シンポジウム

先天性心疾患に合併する拡張性大動脈疾患Aortopathyの病態と治療

座長：丹羽公一郎（聖路加国際病院 循環器内科）
北川　哲也（公立学校共済組合 四国中央病院）

JS-1 先天性心疾患に伴うAortopathyの血行動態と病理学的背景
齋木 宏文
岩手医科大学病院 小児科学講座

JS-2 大動脈二尖弁と大動脈疾患
中谷 敏
大阪大学医学部 保健学科

JS-3 先天性心疾患におけるaortopathyの血管生理学的特徴
村上 智明
札幌徳洲会病院 小児科

JS-4 Fallot四徴症修復手術後の成人の大動脈基部拡大と弾性低下に関する前向きコホート
研究（TRANSIT）
永峯 宏樹1)，三浦 大1)，石津 智子2)，小野 博3)，立野 滋4)，前田 潤5)，山岸 敬幸5)，丹羽 公一郎6)
1) 東京都立小児総合医療センター 循環器科，2) 筑波大学 臨床検査医学，3) 国立成育医療研究センター 循環器科，
4) 千葉県循環器病センター 小児科，5) 慶應義塾大学 小児科，6) 聖路加国際病院心血管センター 循環器内科
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JS-5 成人先天性心疾患にともなう大動脈弁・大動脈基部の外科治療
北川 哲也，市川 肇，河田 政明，平田 康隆，松尾 浩三，村上 新，本村 昇，山岸 正明，
丹羽 公一郎，宮田 裕章，横山 斉
日本心臓血管外科学会 成人先天性心疾患WG

JS-6 MSP小児・AYA世代の大動脈基部手術
益田 宗孝1)，町田 大輔1)，仁田 学2)，落合 亮太3)，富永 訓央1)，金子 翔太郎1)，中山 雄太1)，
郷田 素彦1)，鈴木 伸一1)，鉾崎 竜範4)，中野 祐介4)，渡辺 重朗4)，菅谷 憲太4)，黒田 裕行4)
1) 横浜市立大学 外科治療学，2) 横浜市立大学 循環器・腎臓・高血圧内科，
3) 横浜市立大学医学部 看護学科成人看護学，4) 横浜市立大学 小児科

JS-7 大動脈基部置換術の適応と外科治療：成人先天性心疾患領域への適応
齋木 佳克1)，安達 理1,2)
1) 東北大学 心臓血管外科，2) 宮城こども病院

JS-8 Marfanおよび類縁疾患の外科治療－最新の治療戦略と管理
湊谷 謙司
京都大学大学院医学研究科 器官外科学講座 心臓血管外科学

12:15 - 13:05 ランチョンセミナー 4　
座長：清水 渉（日本医科大学付属病院 循環器内科）
共催：日本メドトロニック株式会社

LS-4 成人先天性心疾患に対するペーシング治療 ～Beyond Bradycardia Pacing～
庄田 守男
東京女子医科大学病院 循環器内科

13:30 - 14:15 海外招請講演3 English Session

座長：市田 蕗子（国際医療福祉大学 臨床医学研究センター 山王病院 小児科）

IL-03 Pathophysiology and therapeutic strategies for Failing Fontan circulation in 
adults
Margarita Brida, MD PhD 
Division of Adult Congenital Heart Disease, Department of Cardiovascular Medicine, 
University Hospital Centre Zagreb, Croatia
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14:15 - 15:50 シンポジウム2 English Session

EC Fontan世代におけるFontan failureの多臓器病態と管理：
より良いフォンタン循環維持に向けて今できること

Pathophysiology and Management of Fontan Failure in the Era of Extracardiac TCPC　

座長：稲井　 慶（東京女子医科大学 循環器小児科）　
安河内 聰（長野県立こども病院 循環器センター）

コメンテーター：Margarita Brida, MD PhD（Division of Adult Congenital Heart Disease, Department of 

Cardiovascular Medicine, University Hospital Centre Zagreb, Croatia）

Keynote Fontan failure Overview
稲井 慶
東京女子医科大学 循環器小児科

S-02-1 心室血管機能応答破綻の病態生理と病態進展への対策
先崎 秀明
北里大学医学部 新世紀医療開発センター 小児循環器集中治療学

S-02-2 フォンタン不全におけるリンパ系うっ滞の病態と治療の現状：PLEの病態と対策
大内 秀雄
国立循環器病研究センター 小児循環器，成人先天性心疾患科

S-02-3 FALDの管理
藤澤 知雄
済生会横浜市東部病院 小児肝臓消化器科

S-02-4 フォンタン手術  長期遠隔成績改善のために
猪飼 秋夫，廣瀬 圭一，太田 恵介，渡辺 謙太郎，腰山 宏，石道 基典，伊藤 弘毅，村田 眞哉，
坂本 喜三郎
静岡県立こども病院 心臓血管外科

S-02-5 4D flow解析と術式：新たなフォンタン循環設計
板谷 慶一
京都府立医科大学 心臓血管外科・心臓血管血流解析学講座・成人先天性心疾患センター

15:55 - 16:40 海外招請講演4 English Session

座長：筒井 裕之（九州大学病院 循環器内科）

IL-04 Heart Failure In ACHD - A New Epidemic: How To Tackle And To Manage Unique 
Challenges ?
Erwin Oechslin, MD
Director Adult Congenital Heart Disease Program, Peter Munk Cardiac Centre, University Health Network, 
and University of Toronto, Toronto, Canada
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16:55 - 18:15 How to Do IT 3『さぁこの症例どうする』
診断・病態・治療方針

座長：賀藤　 均（国立成育医療研究センター 循環器科） 　
市田 蕗子（国際医療福祉大学 臨床医学研究センター 山王病院 小児科）

コメンテーター：元木　博彦（信州大学医学部 循環器内科）
平松　健司（京都第二赤十字病院 心臓血管外科）
安藤　　誠（金沢医科大学 小児心臓血管外科）
山村健一郎（九州大学病院 小児科）

H-03-1 進行性の右心機能不全と肝硬変の合併症が疑われる若年ファロー四徴症患者への治療
選択
藤田 鉄平1)，大木 卓巳1)，前川 恵美1)，郡山 恵子1)，成毛 崇1)，小板橋 俊美1)，田所 祐紀2)，
八鍬 一貴2)，宮本 隆司2)，宮地 鑑2)，阿古 潤哉1)
1) 北里大学医学部 循環器内科学，2) 北里大学医学部 心臓血管外科

H-03-2 末期腎不全状態の重症未修復チアノーゼ性心疾患患者における体液管理
児玉 浩幸1)，椎名 由美2)，木島 康文2)，伊藤 雄伍3)，中山 昌明3)，丹羽 公一郎2)
聖路加国際病院　1) 循環器内科　2) 腎臓内科　3) 外科

H-03-3 心不全入院を繰り返す不完全型房室中隔欠損症術後の重度左側房室弁逆流に対する治
療戦略
赤澤 祐介1)，打田 俊司4)，奥 貴幸3)，宮田 豊寿2,3)，森谷 友造3)，千阪 俊行3)，高田 秀実3)，
坂本 裕司4)，杉浦 純也4)，木下 将城1)，西村 和久1)，池田 俊太郎1)，檜垣 高史2,3)，江口 真理子3)，
山口 修1)
1) 愛媛大学大学院医学系研究科 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学講座，
2) 愛媛大学大学院医学系研究科 地域小児・周産期学講座，3) 愛媛大学大学院医学系研究科 小児科学講座，
4) 愛媛大学大学院医学系研究科 心臓血管・呼吸器外科学

H-03-4 26歳でフォンタンに到達した単心室症例
落合 由恵1)，藤本 智子1)，松田 健作1)，嶋田 将之1)，馬場 啓徳1)，徳永 滋彦1)，宗内 淳2)，
渡邉 まみ江2)
1) JCHO九州病院 心臓血管外科，2) JCHO九州病院 小児科

1月18日㊏ 第2会場［4F  ホール A］

8:00 - 9:30 学術委員会シンポジウム 2020

成人期修正大血管転位症の診断、治療方針そして予後 －この疑問に答える

座長：大内 秀雄（国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 小児循環器科）
稲井 　慶（東京女子医科大学 循環器小児科）

ACS-1 体心室右室機能、三尖弁逆流評価のGolden standardは？
椎名 由美
聖路加国際病院 心血管センター 循環器内科
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ACS-2 修正大血管転位症  長期予後およびその規定因子は？
島田 衣里子，稲井 慶，朝貝 省史，原田 元，佐藤 正規，石戸 美妃子，竹内 大二，豊原 啓子，
富松 宏文，篠原 徳子，杉山 央
東京女子医科大学 循環器小児・成人先天性心疾患科

ACS-3 修正大血管転位にdevice治療は有効か
宮﨑 文1)，三宅 誠2)，土井 拓2)
1) 静岡県立こども病院 循環器科，2) 天理よろづ相談所病院 先天性心疾患センター

ACS-4 成人未診断ccTGAをどう見つけどう管理するか
石津 智子1)，川松 直人2)，町野 智子2)，増田 慶太3)，堀米 仁志4)
1) 筑波大学 臨床検査医学，2) 筑波大学 循環器内科，3) 横浜労災病院 循環器内科，4) 筑波大学 小児科

ACS-5 修正大血管転位のライフサイクルにおける外科的治療をどう考えるか？ 
－特に成人期における外科介入の適応と術式
圓尾 文子7)，白井 丈晶1)，角谷 誠1)，上村 和也2)，佐藤 有美2)，月城 泰栄3)，松本 賢亮4)，
松久 弘典5)，田中 敏克6)，城戸 佐知子6)，山口 眞弘7)
加古川中央市民病院　1) 循環器内科　2) 小児科，3) 兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科，
4) 神戸大学付属病院 循環器内科，5) 兵庫県立こども病院 心臓血管外科，6) 兵庫県立こども病院 循環器科，
7) 加古川中央市民病院 心臓血管外科

9:40 - 10:25 教育講演

座長：森 善樹（北里大学 メディカルセンター 小児科）

SP-1 ACHD専門医に必要な先天性心疾患の刺激伝導系異常の最重要知識
黒澤 博身
医療法人社団榊原厚生会 榊原サピアタワークリニック 循環器科・心臓血管外科

10:25 - 12:10 シンポジウム1 English Session

ACHDに合併する難治性不整脈の治療
Non-pharmacological therapy for refractory arrhythmias associated with  　
adult congenital heart disease 

座長：庄田 守男（東京女子医科大学 循環器内科）
立野 　滋（千葉市立海浜病院 小児科）

S-01-1 Nonpharmacological management of arrhythmia in adult congenital heart 
disease
Eun-Jung Bae. M.D.
Department of Pediatrics, Seoul National University Children's Hospital, Seoul, South Korea

S-01-2 ACHD症例におけるアブレーションの現状と治療戦略
向井 靖1,2)，坂本 一郎2)，石北 綾子2)，坂本 和生2)，河合 俊輔2)，長岡 和宏2)，梅本 真太郎2)，
永田 弾3)，山村 健一郎3)，樗木 晶子4)，筒井 裕之2)
1) 福岡赤十字病院・循環器内科，2) 九州大学病院・循環器内科，3) 九州大学医学部・保健学科
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S-01-3 Fontan術後の難治性不整脈に対するアブレーションによる治療戦略を再考する
小島 敏弥1)，藤生 克仁1,2)，相馬 桂1)，稲葉 俊郎1)，八尾 厚史1,3)，小室 一成1)
1) 東京大学医学部附属病院 循環器内科，2) 東京大学医学部附属病院 先進循環器病学，
3) 東京大学 保健・健康推進本部

S-01-4 Fontan術前および術後遠隔期の心房細動に対するカテーテルアブレーション
籏 義仁，長岡 孝太，山口 英貴，清水 武，大山 伸雄，樽井 俊，木口 久子，宮原 義典，藤井 隆成，
石野 幸三，富田 英
昭和大学病院 小児循環器・成人先天性心疾患センター

S-01-5 心房細動を合併した心房中隔欠損症の患者に対するカテーテルアブレーション 
－傾向スコアマッチングを用いた解析
服部 正幸1)，石津 智子1)，山﨑 浩1)，折居 大輔1)，下尾 知1)，川松 直人1)，町野 智子1)，
町野 毅1)，増田 慶太2)，堀米 仁志3)，野上 昭彦1)，青沼 和隆1)，家田 真樹1)
1) 筑波大学医学医療系 循環器内科，2) 横浜労災病院 循環器内科，3) 筑波大学医学医療系 小児科

S-01-6 成人Fontan患者の不整脈に対する外科的介入の現状と成績
加藤 おと姫1)，吉澤 康祐1)，藤原 慶一1)，前田 登史1)，佐藤 博文1)，植野 剛1)，長門 久雄1)，
大野 暢久1)，稲熊 洸太郎2)，豊田 直樹2)，石原 温子2)，坂崎 尚徳2)
兵庫県立尼崎総合医療センター　1) 心臓血管外科　2) 小児循環器内科

12:15 - 13:05  ランチョンセミナー 5　
座長：萩原 誠久（東京女子医科大学 循環器内科）
共催：ノバルティス ファーマ株式会社

LS-5 心不全バイオマーカーとしてのナトリウム利尿ペプチドとその役割
元木 博彦
信州大学医学部 循環器内科学教室

13:30 - 15:00 Expert Work Shop 1　
『精神心理学的・社会的課題とメンタルケア』
ACHD多職種連携診療体制の中で患者の心のケアとどう向き合うか？

座長：中澤　 誠（総合南東北病院 小児生涯心臓疾患研究所）
落合 亮太（公立大学法人 横浜市立大学医学部 看護学科）

EW-01-1 成人先天性心疾患における精神心理的問題 － 精神医学的な観点から
森島 宏子
千葉県循環器病センター 成人先天性心疾患診療部

EW-01-2 成人先天性心疾患患者のQuality of lifeとメンタルヘルス
榎本 淳子
東洋大学 文学部，千葉県循環器病センター 成人先天性心疾患診療部

EW-01-3 成人先天性心疾患診療部における看護師の役割－心理的適応の促進
水野 芳子
東京情報大学 看護学部
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EW-01-4 ACHD診療における緩和ケア～『語り』の立場から
松本 賢亮1)，鈴木 麻希子1)，須藤 麻貴子1)，坂下 明大1)，木澤 義之1)，平田 健一1)
神戸大学病院　1) 循環器内科　2) 緩和支持治療科

EW-01-5 ACHD患者の自立への不安と就業支援
檜垣 高史1)，赤澤 祐介2,3)，高田 秀実1,2)，太田 雅明2)，千阪 俊行2)，森谷 友造1,2)，宮田 豊寿1,2)，
岩田 はるか2)，伊藤 敏恭2)，奥 貴幸2)，柏木 孝介2)，小西 恭子2)，中野 威史2)，松田 修2)，
山本 英一2)，杉浦 純也4)，小嶋 愛4)，打田 俊司4)，山口 修3)，落合 亮太5)
愛媛大学大学院医学系研究科　1) 地域小児・周産期学　2) 小児科学　3) 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学　
4) 心臓血管・呼吸器外科，5) 横浜市立大学学術院医学群医学研究科 看護学専攻 がん・先端成人看護学

15: 10-16: 10 教育セミナー 　Advanced Lecture 2
成人期先天性大動脈弁疾患の診断と治療

座長：川井 真（東京慈恵会医科大学 内科学講座 循環器内科）

AL-02-1 大動脈2尖弁、類縁疾患の形態診断および術前評価
福本 梨沙
虎の門病院 循環器センター内科

AL-02-2 先天性大動脈弁疾患に対する大動脈弁形成術
國原 孝，森田 紀代造，坂東 興，宇野 吉雅，長堀 隆一，儀武 路雄，松村 洋高，西岡 成知， 
篠原 玄，中尾 充貴，髙木 智充，有村 聡士
東京慈恵会医科大学 心臓外科

16:20 - 17:30 How to Do IT  4『さぁこの時どうする』
成人先天性心疾患の重症不整脈の管理

座長：立野 　滋（千葉市立海浜病院 小児科） 
小島 敏弥（東京大学医学部附属病院 循環器内科）

コメンテーター：小板橋俊美（北里大学医学部 循環器内科学）
籏　　義仁（昭和大学病院 小児循環器・成人先天性心疾患センター）
平田　康隆（東京大学医学部附属病院 心臓外科）
打田　俊司（愛媛大学大学院医学系研究科 心臓血管・呼吸器外科）

H-04-1 Fontan術後のVF survivor症例
豊原 啓子，工藤 恵道，杉山 央
東京女子医科大学 循環器小児 成人先天性心疾患科

H-04-2 難治性心室頻拍に陥ったFallot四徴心内修復術後の症例
塚本 泰正1)，中野 智彰1)，小津 賢太郎1)，南口 仁1)，溝手 勇1)，大谷 朋仁1)，上野 高義2)，
彦惣 俊吾1)，坂田 泰史1)
大阪大学大学院医学系研究科　1) 循環器内科学　2) 心臓血管外科学

H-04-3 心房粗細動を合併した二心室治療後純型肺動脈閉鎖の1例
満下 紀恵1)，田中 靖彦2)，芳本 潤2)，猪飼 秋夫3)，廣瀬 圭一3)，坂本 裕樹4)，恒吉 裕史5)
1) 静岡県立こども病院（静岡県立総合病院），2) 静岡県立こども病院 循環器科，
3) 静岡県立こども病院 心臓血管外科，4) 静岡県立総合病院 循環器科，5) 静岡県立総合病院 心臓血管外科
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1月18日㊏ 第3会場［3F  ルーム 1］

8:00 - 9:00 会長要望演題1
ACHD診療体制

座長：建部　俊介（東北大学病院 循環器内科）
山村健一郎（九州大学病院 小児科）

FA-01-1 子ども医療センターを併設する大学病院での成人先天性心疾患診療体制構築の取り組み
片岡 功一1,2,3)，河田 政明1,3,4)，安済 達也2)，鈴木 峻2)，古井 貞浩2)，横溝 亜希子2)，関 満2)，
佐藤 智幸2)，今井 靖3,5)，甲谷 友幸3,5)
1) 自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児手術・集中治療部，
2) 自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児科，3) 自治医科大学 成人先天性心疾患センター，
4) 自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児・先天性心臓血管外科，5) 自治医科大学 循環器内科

FA-01-2 こども病院における重症ACHD患者の成人施設への移行の現状
青木 寿明，萱谷 太，橋本 和久，廣瀬 将樹，松尾 久実代，平野 恭悠，石井 陽一郎，高橋 邦彦
大阪母子医療センター 小児循環器科

FA-01-3 小児病院と成人循環器内科の連携による成人ASDカテーテル治療
星野 健司1)，小川 潔1)，河内 貞貴1)，鈴木 詩央1)，狩野 実希2)，松村 穣2)，稲葉 理2)
1) 埼玉県立小児医療センター 循環器科，2) さいたま赤十字病院 循環器内科

FA-01-4 地方中核病院における成人先天性心疾患の診療体制構築の取り組み
星合 美奈子1)，朝比奈 千沙2)，猪股 大智2)，秋山 裕一郎2)，後藤 剛顕2)，清水 琢也2)，矢野 利明2)，
牧野 有高2)，佐野 圭太2)，中村 政彦2)，中島 雅人3)，梅谷 健2,3)
1) 山梨県立中央病院 小児循環器病センター，山梨県立中央病院　2) 循環器内科　3) 循環器病センター

FA-01-5 フォンタン術後症例に対する妊娠出産を踏まえた診療支援
木島 康文1)，椎名 由美1)，児玉 浩幸1)，弓田 悠介1,2)，山中 美智子3)，小宮山 伸之1)，丹羽 公一郎1)
1) 聖路加国際病院 心血管センター 循環器内科，2) 防衛医科大学校 循環器内科，3) 聖路加国際病院 女性総合診療部

9:00 - 10:00 一般口演6
画像診断

座長：富松 宏文（東京女子医科大学 循環器小児科）
高橋　 健（順天堂大学 小児科学教室）

OS-06-1 体心室右室収縮能評価 －心臓超音波検査とMRIとの比較－
市川 奈央子1)，椎名 由美2)，木島 康文2)，児玉 浩幸2)，弓田 悠介2)，小宮山 伸之2)，丹羽 公一郎2)
1) 聖路加国際病院 臨床検査科，2) 聖路加国際病院 循環器内科

OS-06-2 ファロー四徴症心内修復術後例における心エコー PR評価の精度と限界 
－心臓MRIとの比較－
町野 智子1)，石津 智子1)，中澤 直美1)，川松 直人1)，矢野 悠介2)，野崎 良寛2)，高橋 実穂2)，
堀米 仁志2)，家田 真樹1)
1) 筑波大学医学医療系 循環器内科，2) 筑波大学医学医療系 小児科



48　　　日本成人先天性心疾患学会雑誌

1
月
18
日
㊏

OS-06-3 Feature tracking MRIによる無症候性ファロー四徴症患者における肺動脈弁置換の最適
タイミングの検討
稲毛 章郎1)，吉敷 香菜子1)，水野 直和2)，前田 佳真1)，小林 匠1)，浜道 裕二1)，上田 知実1)，
矢崎 論1)，嘉川 忠博1)
1) 榊原記念病院 小児循環器科，2) 榊原記念病院 放射線科

OS-06-4 IVC-PFO angleの卵円孔右左シャント出現頻度・重症度に与える影響
山下 英治1)，毛見 勇太1)，藤原 健史2)，佐々木 健人1)，中村 紘規1)，内藤 滋人1)
1) 群馬県立心臓血管センター 循環器内科，2) 自治医科大学 循環器内科

OS-06-5 T1 mappingで右室の質的評価を行った未修復の成人先天性心疾患3症例
水野 将徳1)，小徳 暁生2)，桜井 研三1)，升森 智香子1)，中野 茉莉恵1)，麻生 健太郎1)
1) 聖マリアンナ医科大学 小児科，2) 聖マリアンナ医科大学 放射線科

10:00 - 11:00 一般口演7
長期予後・心臓移植

座長：田邊 一明（島根大学医学部 内科学講座 内科学第四）
武智 史恵（千葉県循環器病センター 小児科）

OS-07-1 結果報告：成人先天性心疾患患者における直接作用型経口抗凝固薬の有効性に関する
検討
増田 慶太1)，石津 智子2)，家田 真樹2)
1) 横浜労災病院 不整脈科，2) 筑波大学医学医療系 循環器内科

OS-07-2 成人先天性心疾患患者における心血管イベントと緊急入院の予測因子としての健康関
連QoL
紺野 亮1)，建部 俊介1)，杉村 宏一郎1)，佐藤 公雄1)，福井 重文1)，鈴木 秀明1)，山本 沙織1)，
佐藤 遥1)，照井 洋輔1)，安達 理2)，木村 正人3)，齋木 佳克2)，下川 宏明1)
1) 東北大学 循環器内科学，2) 東北大学 心臓血管外科学，3) 東北大学 小児科学

OS-07-3 von Willebrand factor上昇は右心不全を伴う成人先天性心疾患患者の予後不良と関連する
大内 秀雄1,2)，岩朝 徹1)，坂口平馬1)，白石 公1)，黒嵜 健一1)
国立循環器病研究センター　1) 小児循環器　2) 成人先天性心疾患科

OS-07-4 成人先天性心疾患における心臓移植適応
石戸 美妃子，篠原 徳子，島田 依里子，原田 元，森 浩輝，杉山 央
東京女子医科大学 循環器小児科

OS-07-5 当院における小児期心臓移植後患者の成人移行医療の現状
成田 淳1)，吉原 千華1)，江見 美杉1)，石井 良1)，石田 秀和1)，塚本 泰正2)，坂田 泰史2)，大薗 恵一1)
大阪大学大学院医学系研究科　1) 小児科　2) 循環器内科
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11:00 - 12:00 教育セミナー　Advanced Lecture 1
先天性心疾患におけるリンパ循環不全：failed Fontanに対する観血的治療の進歩

座長：犬塚 亮（東京大学 小児科）

AL-01-1 リンパ循環不全に対するInterventional radiology: failed Fontan, PLEへの適応と限界
山本 真由，座古 竜世，小澤 瑞生，鈴木 皓佳，原 卓也，山本 浩大郎，人見 秀，近藤 浩史，大場 洋
帝京大学病院 放射線科

AL-01-2 リンパ流の再建外科 ～乳びを止めるために～
加藤 基
東京大学大学院医学系研究科 形成外科学分野

12:15 - 13:05 ランチョンセミナー 6　
座長：吉村 道博（東京慈恵会医科大学 循環器内科）
共催：第一三共株式会社

LS-6 心房細動：その多様性を考える
深谷 英平
北里大学医学部 循環器内科学

13:30 - 14:30 一般口演8
ACHDの不整脈治療

座長：豊原 啓子（東京女子医科大学 循環器小児 成人先天性心疾患科）
西井 伸洋（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科）

OS-08-1 心房中隔欠損症に合併した心房細動に対するカテーテルアブレーションの心負荷軽減
効果
坂本 和生1)，向井 靖2)，高瀬 進3)，長岡 和宏4)，河合 俊輔2)，矢加部 大輔5)，井上 修二朗6)，
渡邊 高徳3)，坂本 一郎3)，石北 綾子3)，梅本 真太郎3)，樗木 晶子3)，筒井 裕之3)
1) 九州大学病院 循環器内科，2) 福岡赤十字病院，3) 九州大学病院，4) 聖マリア病院，
5) 国立病院機構九州医療センター，6) 麻生飯塚病院

OS-08-2 三尖弁形成術後に発症した房室結節リエントリー性頻拍との鑑別に難渋したATP感受
性心房頻拍の1例
林 勇佑，芳本 潤，石垣 瑞彦，佐藤 慶介，満下 紀恵，金 成海，新居 正基，田中 靖彦
静岡県立こども病院 循環器科

OS-08-3 CARTO SOUNDが有用であったファロー四徴症術後VTの1例
高麗 謙吾，廣島 謙一，安藤 献児
小倉記念病院 循環器内科
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OS-08-4 AVSD、心内修復術・MVR術後例に合併したIARTに対しカテーテルアブレーションが
奏功した一例
今井 靖1,2)，甲谷 友幸1)，渡部 智紀1)，渡邉 裕昭1)，久保田 香菜1)，片岡 功一3)，佐藤 智幸3)，
関 満3)，吉積 功4)，鵜垣 伸也4)，河田 政明4)，苅尾 七臣1)
自治医科大学　1) 循環器内科学部門　2) 臨床薬理学部門　3) 小児科学講座　4) 小児・先天性心臓血管外科学部門

OS-08-5 Fontan術後の複数の心房頻拍に対しRhythmiaによるカテーテルアブレーションとTCPC
conversionが奏効した1例
森本 芳正1)，西井 伸洋1)，水野 智文1)，浅田 早央莉1)，木村 朋生1)，宮本 真和1)，中川 晃志1)，
渡邊 敦之1)，中村 一文1)，伊藤 浩1)，栄徳 隆裕2)，笠原 真悟3)
1) 岡山大学病院 循環器内科，2) 岡山大学病院 小児循環器科，3) 岡山大学病院 心臓血管外科

14:30 - 15:42 一般口演9
術後遠隔期の諸問題

座長：深澤 隆治（日本医科大学 小児科）
鎌田 政博（広島市立広島市民病院 循環器小児科）

OS-09-1 右心系の問題により再手術を要したTOF成人例の問題点
中川 直美1)，鎌田 政博1)，石口 由希子1)，森藤 祐次1)，岡本 健吾1)，川田 典子1)，土橋 智也1)，
久持 邦和2)，立石 篤史2)，西岡 健司3)，臺 和興3)
広島市立広島市民病院　1) 循環器小児科　2) 心臓血管外科　3) 循環器内科

OS-09-2 純型肺動脈閉鎖の長期予後と問題点
高田 秀実，檜垣 高史，太田 雅明，千阪 俊行，森谷 友造，宮田 豊寿，伊藤 敏恭，赤澤 祐介，
奥貴 幸，江口 真理子
愛媛大学 小児科学

OS-09-3 タンパク漏出性腸症を伴った心疾患の成人期の予後
杜 徳尚2)，小谷 恭弘1)，赤木 禎治2)，横濱 ふみ2)，黒子 洋介1)，馬場 健児3)，大月 審一3)，
笠原 真悟1)，伊藤 浩2)
1) 岡山大学 心臓血管外科，2) 岡山大学 循環器内科，3) 岡山大学 小児循環器科

OS-09-4 完全大血管転位症に対する心房位血流転換術後遠隔期での血行動態評価
小木曽 正隆1,2)，稲井 慶1)，杉山 央1)，庄田 守男2)，萩原 誠久2)
1) 東京女子医科大学 循環器小児・成人先天性心疾患科，2) 東京女子医科大学 循環器内科

OS-09-5 当院におけるccTGAの長期予後
横濱 ふみ1)，杜 徳尚1)，赤木 禎治1)，伊藤 浩1)，黒子 洋介2)，小谷 恭弘2)，笠原 真悟2)
1) 岡山大学 循環器内科，2) 岡山大学 心臓血管外科

OS-09-6 多施設疫学調査研究における成人先天性心疾患のうつ病スクリーニング評価
森島 宏子2)，建部 俊介1)，立野 滋2)，榎本 淳子2,3)，水野 芳子2,4)，小山 耕太郎5)，中島 弘道6)，
岡嶋 良知2)，川副 泰隆2)，武智 史恵2)，丹羽 公一郎2,7)
1) 東北大学大学院医学系研究科 循環器内科学，2) 千葉県循環器病センター 成人先天性心疾患診療部，
3) 東洋大学文学部 教育学科，4) 東京情報大学 看護学部，5) 岩手医科大学医学部 小児科学講座，
6) 千葉県こども病院 循環器科，7) 聖路加国際病院 心血管センター 循環器内科
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15:45 - 16:45 一般口演11
Fontan術後遠隔期管理とQOL

座長：三浦 大（東京都立小児総合医療センター 循環器科）
小野 博（国立成育医療研究センター 循環器科）

OS-11-1 成人期に至ったFontan症例における凝固・線溶系機能の長期的評価とWarfarin離脱に
関する検討
宇野 吉雅，森田 紀代造，篠原 玄，國原 孝
東京慈恵会医科大学 心臓外科

OS-11-2 成人期Fontan術後患者におけるDOACの有効性と安全性の検討
川松 直人1)，石津 智子1)，福田 旭伸2)，木島 康文2)，椎名 由美2)，立野 滋3)，町野 智子1)，
堀米 仁志4)，丹羽 公一郎2)，家田 真樹1)
1) 筑波大学附属病院 循環器内科，2) 聖路加国際病院心血管センター 循環器内科，
3) 千葉県循環器病センター 成人先天性心疾患診療部，4) 筑波大学 小児科

OS-11-3 再入院を要するフォンタン手術後患者の臨床像 
～小循フォンタンレジストリーから～
三池 虹1)，大内 秀雄1,2)，中島 公子1)，鈴木 大1)，小永井 奈緒1)，廣田 篤史1)，加藤 愛章1)，
藤本 一途1)，岩朝 徹1)，北野 正尚1)，津田 悦子1)，坂口 平馬1)，白石 公1)，黒嵜 健一1)
国立循環器病研究センター　1) 小児循環器内科　2) 成人先天性心疾患科

OS-11-4 当院管理中の成人フォンタン患者100名のQOL
兒玉 祥彦1,3)，井手 友美1)，坂本 一郎1)，大谷 規彰1)，山村 健一郎2)，石川 友一3)，佐川 浩一3)，
筒井 裕之1)
1) 九州大学病院 循環器内科，2) 九州大学病院 小児科，3) 福岡市立こども病院 循環器科

OS-11-5 酸素投与は成人Fontan術後症例のCVPは低下する
坂本 一郎1)，石北 綾子1)，梅本 真太郎1)，山村 健一郎2)，永田 弾2)，筒井 裕之1)
1) 九州大学病院 循環器内科，2) 九州大学病院 小児科，3) 九州大学病院 心臓血管外科

17:00 - 18:15 Featured Topics Session 1　 English Session

Management of the repaired complete TGA patients late after arterial / atrial repair.　

座長：笠原 真悟（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 心臓血管外科）
犬塚　 亮（東京大学 小児科）

Keynote Evaluation and Medical Management of Adults with Complete TGA Late After 
Atrial / Arterial Switch Operation
Yiu-fai Cheung

Division of Paediatric Cardiology, Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, 
Queen Mary Hospital, LKS Faculty of Medicine, The University of Hong Kong, Hong Kong.

FT-01-1 Reoperations long after arterial switch operation
中山 祐樹，新川 武史，宝亀 亮悟，小林 慶，吉田 尚司，新浪 博
東京女子医科大学病院 心臓血管外科
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FT-01-2 完全大血管転位に対する大動脈スイッチ術後大動脈基部拡張と体型
宗内 淳1)，渡辺 まみ江1)，杉谷 雄一郎1)，松岡 良平1)，土井 大人1)，江崎 大起1)，松田 健作2)，
藤田 智子2)，落合 由恵2)
JCHO九州病院　1) 小児科　2) 心臓血管外科

FT-01-3 心房スイッチ術後の成人完全大血管転位症における心血管イベント
梅本 真太郎1)，坂本 一郎1)，石北 綾子1)，永田 弾2)，山村 健一郎2)，筒井 裕之1)
1) 九州大学病院 循環器内科，2) 九州大学病院 小児科

FT-01-4 当院における心房、動脈スイッチ術後dTGA遠隔期再介入の現状
吉澤 康祐1)，大野 暢久1)，長門 久雄1)，植野 剛1)，佐藤 博文1)，加藤 おと姫1)，前田 登史1)，
北田 琢哉1)，坂崎 尚徳2)，石原 温子2)，豊田 直樹2)，稲熊 洸太郎2)
兵庫県立尼崎総合医療センター　1) 心臓血管外科　2) 小児循環器科

1月18日㊏ 第4会場［3F  カーネリアン］

9: 00 - 9:45 教育講演【看護・多職種セッション】

座長：河野 由枝（国立循環器病研究センター 看護部）

ACHDの在宅管理 －現状と課題－
弓野 大
医療法人社団 ゆみの

10:00 - 12:00 看護ワーキング情報交換会

既存の資源はACHDのチーム医療にどこまで活用できるか？

ACHD看護ワーキング主催
多職種ラウンドテーブルディスカッション

13:30 - 15:00 How to Do IT  2『さぁこの時どうする』　
成人先天性心疾患再手術中の心臓大血管損傷　【日本体外循環技術医学会JaSECT共同企画】

座長：笠原 真悟（岡山大学病院 心臓血管外科）
長嶋 光樹（和歌山県立医科大学 第一外科）

コメンテーター：芳村 直樹（富山大学 第1外科）
野村　 実（東京女子医科大学 麻酔科）
落合 由恵（地域医療機能推進機構 九州病院 心臓血管外科）
加藤 篤志（東京女子医科大学 臨床工学部）
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H-02-1 成人先天性心疾患の手術中の心臓大血管損傷の対処法について
宮本 隆司1)，八鍬 一貴1)，田所 祐紀1)，大西 義彦 1)，藤田 鉄平2)，小板橋 俊美2)，北村 律1)，
宮地 鑑1)
1) 北里大学医学部 心臓血管外科，2) 北里大学医学部 循環器内科

H-02-2 4回目の開心術で大動脈を損傷したPVRの1例
松葉 智之，山下 雄史，井本 浩
鹿児島大学病院 心臓血管外科

H-02-3 肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損の成人期再開胸心内修復術時に上行大動脈損傷を来した
症例
渡邊 卓次，上野 高義，金谷 知潤，奥田 直樹，荒木 幹太，富永 佑児，久呉 洋介，戸田 宏一，
倉谷 徹，澤 芳樹
大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科

H-02-4 強固な胸骨、大動脈癒着を伴うロス手術-Bentall術後4回目の再手術における体外循環
の工夫：正中切開と左開胸併用アプローチPVR
川尻 将守1)，髙橋 光太1)，遠藤 友哉1)，佐々木 雄一1)，岩谷 理恵子1)，平塚 明倫1)，宇野 吉雅2)，
森田 紀代造2)
1) 東京慈恵医科大学附属病院 臨床工学部，2) 東京慈恵会医科大学 心臓外科学講座

15:00 - 16:00 一般口演10
術後続発・遺残病変の治療

座長：金子 幸裕（国立成育医療研究センター 心臓外科）
帆足 孝也（国立循環器病研究センター 小児心臓外科）

OS-10-1 ラステリ術後の導管による冠動脈圧排に対するPCI後の長期臨床経過
福 康志1)，脇 研自2)，新垣 義夫2)，門田 一繁1)
1) 倉敷中央病院病院 循環器内科，2) 倉敷中央病院病院 小児科

OS-10-2 完全大血管転位症（TGA）Jatene術後の左冠動脈閉塞に対しoff-pump CABGを施行した
一例
家村 素史1)，鍵山 慶之1)，安永 弘2)，須田 憲治3)
1) 聖マリア病院 小児循環器科，2) 聖マリア病院 心臓血管外科，3) 久留米大学病院 小児科

OS-10-3 術後遠隔期に縦隔内血腫により右室流出路狭窄を来した2例
加藤 温子1)，佐藤 純1)，吉井 公浩1)，吉田 修一朗1)，西川 浩1)，大橋 直樹1)，櫻井 寛久2)，櫻井 一1)
1) JCHO中京病院 小児循環器科，2) JCHO中京病院 心臓血管外科

OS-10-4 ファロー四徴症  右室流出路再手術における3弁付きePTFE conduitの使用経験.
石川 廉太1)，小沼 武司1)，山崎 誉斗1)，夫津木 綾乃1)，山本 直樹1)，伊藤 久人1)，平野 弘嗣1)，
庄村 遊1)，高尾 仁二1)，新保 秀人2)，奥村 陽介3)，長谷川 知広3)，大矢 和伸3)，淀谷 典子3)，
大橋 啓之3)，澤田 博文3)，三谷 義英3)，荻原 義人4)
1) 三重大学大学院医学系研究科 胸部心臓血管外科学，2) 三重県立総合医療センター，
3) 三重大学大学院医学系研究科 臨床医学系講座 小児科学，
4) 三重大学大学院医学系研究科 臨床医学系講座 循環器・腎臓内科学

OS-10-5 肺動脈の瘤状変化を来したファロー四徴術後の成人例
丸谷 怜1)，髙田 のり1)，西 孝輔1)，上嶋 和史1)，西野 貴子2)，稲村 昇1)
1) 近畿大学医学部 小児科学教室，2) 近畿大学医学部 心臓血管外科学教室
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1月19日㊐ 第1会場［4F  ホール B］

8:00 - 8:45 海外招請講演 5 English Session

座長：小林 俊樹（埼玉医科大学 国際医療センター 小児心臓科）

IL-05 THE IMPACT OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY FOR THE MANAGEMENT OF 
ACHD: FROM THE PRESENT TO THE FUTURE
Massimo Chessa M.D., Ph.D.,FSCAI, FESC
Head of ACHD/GUCH Unit, Senior Interventional Congenital Cardiologist Consultant, Pediatric and 
Adult Congenital Heart Centre, IRCCS-Policlinico San Donato - University Hospital, Milan, Italy

8:45 - 10:15 シンポジウム3 English Session

ACHDに対するInterventional Cardiologyの最新知見と将来展望
Update and Prospect on Interventional Cardiology for ACHD　

座長：富田 　英（昭和大学病院 小児循環器・成人先天性心疾患センター）
赤木 禎治（岡山大学 循環器内科）

コメンテーター：Massimo Chessa M.D., Ph.D.,FSCAI, FESC（Head of ACHD/GUCH Unit, Senior Interventional 

Congenital Cardiologist Consultant, Pediatric and Adult Congenital Heart Centre, IRCCS-Policlinico 

San Donato - University Hospital, Milan, Italy）

S-03-1 カテーテル治療時代の心房中隔欠損症
坂本 一郎，石北 綾子，梅本 真太郎，日浅 謙一，林谷 俊児，筒井 裕之
九州大学病院 循環器内科

S-03-2 卵円孔開存
高谷 陽一，赤木 禎治，中川 晃志，中山 理絵，三木 崇史，伊藤 浩
岡山大学 循環器内科

S-03-3 Trans-catheter Pulmonary Valve Implantation
Gi-Beom Kim. MD., PhD.

Department of Pediatrics, Seoul National University Children’s Hospital, 
Seoul National University College of Medicine, Seoul, South Korea

S-03-4 ACHDに対する経カテーテル僧帽弁形成術；MitraClip
佐地 真育，高山 守正，高見澤 格，泉 祐樹，吉敷 香菜子，上田 知実，矢崎 諭，嘉川 忠博，
桂木 真司，高梨 秀一郎，高橋 幸宏，磯部 光章

S-03-5 Stentを用いた治療
藤井 隆成，富田 英，長岡 孝太，山口 英貴，清水 武，大山 伸雄，柿本 久子，籏 義仁
昭和大学病院 小児循環器・成人先天性心疾患センター



日本成人先天性心疾患学会雑誌　　　55

1
月
19
日
㊐

10:25 - 12:00 パネルディスカッション2
ACHDハイリスク患者の妊娠・出産管理

座長：池田 智明（三重大学大学院医学系研究科 産科婦人科学）
吉松 　淳（国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 産婦人科） 

P-02-1 ACHDハイリスク妊娠管理：人工弁術後・抗凝固療法中の妊娠・出産
赤木 禎治1)，杜 徳尚2)，横濱 ふみ2)，衛藤 英理子3)，牧 尉太3)，増山 寿3)，伊藤 浩2)
1) 岡山大学 循環器内科 成人先天性心疾患センター，2) 岡山大学 循環器内科，3) 岡山大学 産婦人科

P-02-2 Fontan 術後の妊娠・出産
篠原 徳子
東京女子医科大学 循環器小児・成人先天性心疾患科

P-02-3 Systemic RVの合併妊娠
椎名 由美
聖路加国際病院 心血管センター 循環器内科

P-02-4 先天性心疾患に由来する肺高血圧症と妊娠・出産
桂木 真司1)，佐藤 徹2)，池田 智明3)
1) 榊原記念病院 産婦人科，2) 杏林大学 循環器内科，3) 三重大学 産婦人科

P-02-5 modified WHO分類IIIの妊娠出産管理
城戸 佐知子1)，船越 徹2)，亀井 直哉1)，田中 敏克1)，三木 康暢1)，松岡 道生1)，小川 禎治1)，
富永 健太1)
兵庫県立こども病院　1) 循環器内科　2) 周産期センター産科

12:05 - 12:55 ランチョンセミナー 7　
座長：室原 豊明（名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学）
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／日本新薬株式会社

LS-7 私たちの施設での肺高血圧症への取り組み

「当院における肺高血圧症合併ACHD症例に対する取り込み」
木島 康文
聖路加国際病院 心血管センター 循環器内科

「ACHD-PHの院内連携と治療」
赤木 逹
岡山大学大学院 循環器内科学

13:00 - 13:30  日本成人先天性心疾患学会総会



56　　　日本成人先天性心疾患学会雑誌

1
月
19
日
㊐

13:45 - 15:15 How to Do It  5『さぁこの症例どうする』　
重症疾患の治療方針（ccTGA，心不全）

座長：檜垣 高史（愛媛大学医学部 地域小児・周産期学講座） 
増谷 　聡（埼玉医科大学 総合医療センター 小児循環器科）

コメンテーター：大内　秀雄（国立循環器病研究センター 小児循環器科）
石戸美妃子（東京女子医科大学 循環器小児科）
藤原　慶一（兵庫県立尼崎総合医療センター 心臓血管外科）
益田　宗孝（横浜市立大学 外科治療学）

H-05-1 ペースメーカー留置後に比較的急速に右室収縮能が低下した修正大血管転位症の一例
鈴木 麻希子，松本 賢亮，須藤 麻貴子，平田 健一
神戸大学医学部附属病院 循環器内科

H-05-2 修正大血管転位症に合併した三尖弁閉鎖不全症治療介入時期を検討する
大家 理伸1,2)，福 康志1)，小野 幸代1)，小坂田 皓平1)，佐藤 一寿2)，林 知宏2)，脇 研自2)，
新垣 義夫2)
倉敷中央病院　1) 循環器内科　2) 小児科

H-05-3 修正大血管転位患者における、高度左側房室弁逆流に対するカテーテル治療の検討
中島 祥文1)，上田 寛修1)，小泉 淳一2)，金 一2)，森野 禎浩1)
1) 岩手医科大学附属病院 循環器内科，2) 岩手医科大学附属病院 心臓血管外科

H-05-4 o-BTS術後ドロップアウトしていた単心室女性の管理
中川 直美1)，鎌田 政博1)，石口 由希子1)，森藤 祐次1)，岡本 健吾1)，川田 典子1)，土橋 智也1)，
西岡 健司2)
広島市立広島市民病院　1) 循環器小児科　2) 循環器内科

15:30  - 17:00 日本循環器学会ジョイント企画・市民公開シンポジウム

専門医制度元年における成人先天性心疾患診療体制の課題と展望
：専門医制度は総合診療体制整備にどう寄与するか

座長：赤木 禎治（岡山大学 循環器内科）
白石　 公（国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 教育推進部・小児循環器内科）

JOS-1 スタートしたACHD専門医制度と修練施設整備の現状と展望
八尾 厚史
東京大学 保健・健康推進本部 講師

JOS-2 本邦におけるACHD総合診療体制・専門医制度における心臓外科の意義
森田 紀代造
東京慈恵会医科大学附属病院 心臓外科

JOS-3 九州大学病院における成人先天性心疾患診療の課題と展望
坂本 一郎1)，石北 綾子1)，梅本 真太郎1)，山村 健一郎2)，永田 弾2)，帯刀 英樹3)，塩瀬 明3)，
筒井 裕之1)
1) 九州大学病院 循環器内科，2) 九州大学病院 小児科，3) 九州大学病院 心臓血管外科
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JOS-4 ACHD診療センター構築モデルケースから学ぶ：長野モデル
元木 博彦
信州大学医学部 循環器内科学教室

JOS-5 沖縄県初のACHD専門診療センターの構築 －歴史的背景、現状と課題
中矢代 真美1)，佐藤 誠一1)，長田 信洋2)，知念 久美子3)
1) 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児循環器科，
2) 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 成人先天性心疾患外来，3) 琉球大学 第3内科

JOS-6 静岡県立病院機構内ACHD専門診療体制の現状と課題
満下 紀恵1)，田中 靖彦1)，芳本 潤1)，廣瀬 圭一2)，猪飼 秋夫2)，坂本 裕樹3)
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，3) 静岡県立総合病院 循環器科

:

17:00 - 18:00 市民公開講座

成人先天性心疾患における不整脈治療の最前線～心臓突然死をいかに予防できるか？

座長：丹羽 公一郎（聖路加国際病院 循環器内科）
森田 紀代造（東京慈恵会医科大学 心臓外科学講座） 

OC-1 『在宅での遠隔不整脈監視システムの現況と展望』
藤生 克仁
東京大学大学院医学系研究科 先進循環器学講座 特任准教授

OC-2 『院外心臓突然死を救え』：PUSH活動はじめませんか
高橋 昌
新潟大学大学院医歯学総合研究科 新潟地域医療学講座 災害医学・医療人育成部門 特任教授，
新潟大学医学部災害医療教育センター 事業責任者，新潟医療人育成センター センター長，新潟PUSH 代表

1月19日㊐ 第2会場［4F  ホール A］

8:00 - 9:30 Expert Work Shop 2　
Failed Fontanへの挑戦：外科・侵襲的治療介入の適応と限界

座長：佐野 俊二（カリフォルニア大学 サンフランシスコ校 小児心臓胸部外科）
市川 　肇（国立循環器病研究センター 小児心臓外科） 

コメンテーター：Pedro J. del Nido, MD, phD（William E. Ladd Professor and Chairman, Harvard Medical School, 

Department of Cardiac Surgery, Boston Children's Hospital, Boston, Massachusetts）

EW-02-1 Failed Fontanの現状 ～TCPC conversionの限界～
坂口 平馬1)，大内 秀雄1)，白石 公1)，黒嵜 健一1)，帆足 孝也2)，市川 肇2)
国立循環器病研究センター　1) 小児循環器内科　2) 小児心臓外科
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EW-02-2 Failed Fontanに対するTCPC conversion/不整脈手術の術式と適応・成績
櫻井 一1)，野中 利通1)，櫻井 寛久1)，小坂井 基史1)，大沢 拓哉1)，村上 優1)，鎌田 真弓1)，
大橋 直樹2)，西川 浩2)，吉田 修一朗2)，加藤 温子2)，吉井 公浩2)，佐藤 純2)
1) JCHO中京病院 心臓血管外科，2) JCHO中京病院 小児循環器科

EW-02-3 Failed Extracardiac Fontanに対する侵襲的治療・外科介入- What’re next steps？
松尾 浩三，椛沢 政司
千葉県循環器病センター 心臓血管外科

EW-02-4 Failing FontanへのCRTの適応と成績
宮﨑 文1)，三宅 誠2)，土井 拓2)
1) 静岡県立こども病院 循環器科，2) 天理よろづ相談所 病院先天性心疾患センター

9:30 - 10:15 教育セミナー 　Advanced Lecture 3
心臓ペースメーカー治療における最新のlead Management

座長：庄田 守男（東京女子医科大学 循環器内科）
共催：Cook Japan株式会社

Keynote
庄田 守男
東京女子医科大学 先進電気的心臓制御研究部門

AL-03-1 心臓ペースメーカー治療における最新のリード・マネジメント
柳下 大悟1)，庄田 守男2)
1) 東京女子医科大学 循環器内科，2) 東京女子医科大学 先進電気的心臓制御研究部門

10:25 - 11:55 Featured Topics Session 2　 English Session

Pulmonary valve replacement late after TOF repair　

座長：河田 政明（自治医科大学とちぎ子ども医療センター・成人先天性心疾患センター 小児・先天性心臓血管外科）
杜 　徳尚（岡山大学 循環器内科）

Keynote Post Tetralogy of Fallot repair : When to replace the pulmonary valve?
Geetha Kandavello MD, PhD

Senior Consultant Paediatric Cardiologist & Director, Adult congenital Heart Disease Services Pediatric 
Congenital and Heart Center National Heart Institute (Institute Jantung Negara), Kuala Lumpur, Malaysia

 FT-02-1 生体弁肺動脈弁置換術による早期効果
小谷 恭弘1)，杜 徳尚2)，黒子 洋介1)，川畑 拓也1)，後藤 拓弥1)，堀尾 直裕1)，小林 泰幸1)，
迫田 直也1)，辻 龍典1)，横田 豊1)，三浦 望1)，赤木 禎治2)，伊藤 浩2)，笠原 真悟1)
岡山大学病院　1) 心臓血管外科　2) 循環器内科

FT-02-2 Fallot四徴症心内修復術後の肺動脈弁置換術におけるCEP Magna®とEpic valve®の中期
遠隔期における弁機能の比較
富永 佑児，上野 高義，金谷 知潤，奥田 直樹，荒木 幹太，渡邊 卓次，戸田 宏一，倉谷 徹，澤 芳樹
大阪大学大学院医学系研究科  心臓血管外科
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FT-02-3 青年期におけるTOF術後肺動脈生体弁置換術の中期遠隔成績
宮地 鑑1)，宮本 隆司1)，八鍬 一貴1)，田所 祐紀1)，小板橋 俊美2)，藤田 鉄平2)，阿古 潤哉2)
1) 北里大学医学部 心臓血管外科，2) 北里大学医学部 循環器内科

FT-02-4 ファロー四徴症術後遠隔期の肺動脈弁置換における弁の選択
立石 実1)，小出 昌秋1)，國井 佳文1)，奥木 聡志1)，曹 宇晨1)，新堀 莉沙1)，中嶌 八隅2)，
金子 幸栄2)，井上 奈緒2)
聖隷浜松病院　1) 心臓血管外科　2) 小児循環器科

FT-02-5 成人期肺動脈弁置換施行例から見た初回修復術と遺残・続発病変
福場 遼平，横山 晋也，殿村 玲，三谷 和大，上村 秀樹
奈良県立医科大学附属病院 先天性心疾患センター

FT-02-6 UCLAにおける経皮的肺動脈弁置換術の経験と現在の位置付け
福田 旭伸1), Weiyi Tan1), Daniel Levi2), Morris Salem3), Jamil Aboulhosn1,2)
1) Department of Medicine, Ahmanson Adult Congenital Heart Disease Center, David Geffen School of 
Medicine at UCLA, 
2) Department of Pediatrics, Division of Cardiology, UCLA Mattel Children’s Hospital, 
3) Department of Pediatrics, Division of Cardiology, Kaiser Permanente

12:05 - 12:55 ランチョンセミナー 8　
座長：吉村 道博（東京慈恵会医科大学 内科学講座 循環器内科）
共催：日本光電工業株式会社

LS-8 慢性心不全におけるCPXと心リハの最前線
小池 朗
筑波大学医学医療系 医療科学 循環器内科学

13:30 - 15:30 日本体外循環技術医学会 JsSECT JSACHD
ジョイント パネルディスカッション

成人先天性心疾患の再手術と体外循環の工夫

座長：松尾 浩三（千葉県循環器病センター 心臓血管外科）
岩城 秀平（静岡県立こども病院 臨床工学室）

JP-1 ファロー四徴症再手術： 術式と体外循環
帯刀 英樹2)，定松 慎矢1)，塩瀬 明2)
1) 九州大学病院 MEセンター ，2) 九州大学病院 心臓血管外科

JP-2 Rastelli再手術における人工心肺管理のための工夫と注意点
石川 慶1)，南 茂1)，吉田 幸太郎1)，楠本 繁崇1)，高階 雅紀1)，吉田 靖2)，上野 高義3)，澤 芳樹3)
1) 大阪大学医学部附属病院 臨床工学部，2) 大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻 先進臨床工学共同研究講座，
3) 大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座 心臓血管外科
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JP-3 大動脈基部、弓部の再手術における脳分離体外循環システム 
～大動脈遮断困難例に対する工夫～
黄 義浩1)，野村 耕司1)，村山 史朗1)，磯部 将1)，古山 義明2)
埼玉県立小児医療センター　1) 心臓血管外科　2) 臨床工学部

JP-4 成人先天性大動脈手術における術式と補助手段
小出 昌秋2)，北本 憲永1)，國井 佳文2)，立石 実2)，奥木 聡志2)，曹 宇晨2)，新堀 莉沙2)
1) 聖隷浜松病院 臨床工学室，2) 聖隷浜松病院 心臓血管外科

JP-5 フォンタン再手術時における人工心肺の工夫
新川 武史1)，加藤 篤志2)，中山 祐樹1)，寶亀 亮悟1)，新浪 博1)
東京女子医科大学　1) 心臓血管外科　2) 臨床工学部

15:40 - 16:40 Surgical / Interventional Video　

座長：鈴木 孝明（埼玉医科大学 国際医療センター 小児心臓外科）
木村 成卓（慶應義塾大学医学部 外科学（心臓血管））

V-1 Double snare techniqueを用いた心房中隔欠損症閉鎖deviceの安全な回収方法
赤澤 祐介1)，檜垣 高史2,3)，奥 貴幸3)，宮田 豊寿2,3)，森谷 友造3)，千阪 俊行3)，高田 秀実3)，
坂本 裕司4)，杉浦 純也4)，打田 俊司4)，江口 真理子3)，池田 俊太郎1)，山口 修1)
1) 愛媛大学大学院医学系研究科 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学講座，
2) 愛媛大学大学院医学系研究科 地域小児・周産期学講座，3) 愛媛大学大学院医学系研究科 小児科学講座，
4) 愛媛大学大学院医学系研究科 心臓血管・呼吸器外科学

V-2 左側方開胸併用で手術を施行した16歳のPartial PA slingの一例
落合 由恵1)，藤本 智子1)，松田 健作1)，嶋田 将之1)，馬場 啓徳1)，徳永 滋彦1)，宗内 淳2)，
渡邉 まみ江2)
1) JCHO九州病院 心臓血管外科，2) JCHO九州病院 小児科

V-3 成人先天性心疾患における大動脈弁手術の経験
笠原 真悟，辻 龍典，横田 豊，小林 泰幸，迫田 直也，堀尾 直裕，後藤 拓弥，川畑 拓也，
黒子 洋介，小谷 恭弘
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 心臓血管外科

V-4 Kay-Reed法術後遠隔期の僧帽弁閉鎖不全症MRを有する若年女性へのRedo複雑弁形成術
米田 正始，神谷 賢一
医誠会病院 心臓血管外科

16:40 - 17:40 会長要望演題3
成人期大動脈縮窄症の治療

座長：齋木 佳克（東北大学病院 心臓血管外科） 
椛沢 政司（千葉県循環器病センター 成人先天性心疾患診療部）

FA-03-1 成人期大動脈縮窄症（CoA）の臨床経過と治療
迫田 直也，黒子 洋介，横田 豊，辻 龍典，小林 泰幸，村岡 玄哉，堀尾 直裕，後藤 拓弥，
末澤 孝徳，廣田 正規，川畑 拓也，小谷 恭弘，笠原 真悟
岡山大学病院 心臓血管外科
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FA-03-2 成人大動脈縮窄症に対して外科手術を施行した7例
三浦 勇也，上原 京勲，松田 均，松尾 二郎，井上 陽介，四條 崇之，清家 愛幹，佐々木 啓明，
小林 順二郎
国立循環器病研究センター病院 心臓血管外科

FA-03-3 成人期大動脈縮窄症患者の治療経験
近田 正英1)，北 翔太1)，宮入 剛1)，西巻 博1)，縄田 寛1)，大野 真1)，千葉 清1)，永田 徳一郎1)，
向後 美沙1)，鈴木 寛俊1)，麻生 健太郎2)，水野 将徳2)，桜井 研三2)，中野 茉莉恵2)
聖マリアンナ医科大学　1) 心臓血管外科　2) 小児科

FA-03-4 青年期から成人期に大動脈狭窄病変に対して人工血管置換術を行った5症例の検討
伊吹 圭二郎1)，宮尾 成明1)，仲岡 英幸1)，小澤 綾佳1)，廣野 恵一1)，鳥塚 大介2)，東田 昭彦2)，
芳村 直樹2)
1) 富山大学附属病院 小児科，2) 富山大学附属病院 第一外科

FA-03-5 大動脈縮窄のsubclavian flap術後瘤形成に対する成人期再手術
前田 登史1)，吉澤 康祐1)，長門 久雄1)，北田 琢哉1)，加藤 おと姫1)，佐藤 博文1)，植野 剛1)，
大野 暢久1)，稲熊 洸太郎2)，豊田 直樹2)，石原 温子2)，坂崎 尚徳2)
兵庫県立尼崎総合医療センター　1) 心臓血管外科　2) 小児循環器内科

1月19日㊐ 第3会場［3F  ルーム 1］

8:10 -  9:00 一般口演12
婦人科的諸問題

座長：兵藤 博信（東京都立墨東病院 産婦人科）
中西 篤史（国立循環器病研究センター 周産期婦人科）

OS-12-1 先天性心疾患患者の月経異常は中心静脈圧上昇と関連し予後不良の一指標となり得る
小永井 奈緒1,2)，大内 秀雄1)，則武 加奈恵1)，中島 公子1)，岩朝 徹1)，坂口 平馬1)，白石 公1)，
黒嵜 健一1)
1) 国立循環器病研究センター 小児循環器内科，2) 熊本大学医学教育部 循環器先進医療学分野

OS-12-2 腹水貯留で発見された集学的治療を要した子宮体癌とEbstein病の成人例
丸谷 怜，髙田 のり，西 孝輔，上嶋 和史，稲村 昇
近畿大学医学部 小児科学教室

OS-12-3 APC Fontan術後の抗凝固療法中に重篤な黄体出血をきたし、緊急付属器切除術を行っ
た1例
永田 佳敬，倉石 建治，太田 宇哉，西原 栄起
大垣市民病院 小児循環器新生児科

OS-12-4 Fontan術後遠隔期に進行子宮体癌を合併した1例
竹田 義克，中村 太地，斉藤 剛克，太田 邦雄
金沢大学医薬保健学域医学系 小児科
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9:10 - 10:10 一般口演13
ACHD外科治療（2）

座長：中野 俊秀（福岡市立こども病院 心臓血管外科）
平田 康隆（東京大学医学部附属病院 心臓外科）

OS-13-1 ファロー四徴症術後遠隔期での肺動脈弁置換術後の三尖弁機能
白石 修一，杉本 愛，北原 武尊，高橋 昌，土田 正則
新潟大学大学院医歯学総合研究科 呼吸循環外科学分野

OS-13-2 人工血管による中心肺動脈再建を施行した成人先天性心疾患症例
野村 耕司，黄 義浩，村山 史朗，磯部 将
埼玉県立小児医療センター 心臓血管外科

OS-13-3 成人PAPVR症例に対する人工血管を用いたWarden手術
宮原 義典，樽井 俊，山口 英貴，長岡 孝太，清水 武，大山 伸雄，柿本 久子，藤井 隆成，籏 義仁，
石野 幸三，富田 英
昭和大学病院 小児循環器・成人先天性心疾患センター

OS-13-4 右側大動脈弓・Kommerell憩室における小児期・成人期での手術経験と検討
小西 隼人1)，根本 慎太郎1)，小澤 英樹2)，勝間田 敬弘2)，蘆田 温子3)，小田中 豊3)，尾崎 智康3)，
片山 博視3)，岸 勘太3)
大阪医科大学附属病院　1) 小児心臓血管外科　2) 心臓血管外科　3) 小児科

OS-13-5 当院における3D内視鏡補助下MICS法によるASD閉鎖術の検討
雨谷 優，白鳥 一明，豊田 泰幸，濵 元拓，新津 宏和
佐久医療センター 心臓血管外科

10:15 - 11:05 一般口演14
ACHDインターベンション

座長：小林 俊樹（埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓科）
矢崎　 諭（榊原記念病院 小児循環器科）

OS-14-1 心臓MRIによる心房中隔欠損症の閉鎖術前後における心機能変化の検討
常盤 洋之1)，稲葉 俊郎1)，齊藤 暁人1)，相馬 桂1)，上原 雅恵1)，八尾 厚史2)，小室 一成1)
1) 東京大学医学部附属病院 循環器内科，2) 東京大学 保健・健康推進本部

OS-14-2 成人期動脈管開存症根治後胸部大動脈瘤に対し胸部ステントグラフト留置術を施行し
た2例
豊田 泰幸，白鳥 和明，濵元 拓，新津 宏和，雨谷 優
佐久医療センター 心臓血管外科

OS-14-3 末梢性肺動脈狭窄症に対してPALMAZステントを留置した一例
中西 直彦，津端 英雄，瀧上 雅雄，若菜 紀之，矢西 賢次，全 完，中村 猛，山野 哲弘，白石 裕一，
白山 武司，的場 聖明
京都府立医科大学 循環器内科
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OS-14-4 積極的カテーテル治療によりRoss手術後右室流出路導管狭窄への再手術を回避した
2例
江崎 大起，松岡 良平，土井 大人，杉谷 雄一郎，渡邊 まみ江，宗内 淳
JCHO九州病院 小児科

11:05 - 11:55 一般口演15
希少疾患・症例

座長：豊野　学朋（秋田大学大学院医学系研究科 小児科学）
麻生健太郎（聖マリアンナ医科大学 小児科）

OS-15-1 孤立性右室低形成にて右心不全を呈した1例
廣野 恵一1)，伊吹 圭二郞1)，小澤 綾佳1)，芳村 直樹2)，市田 蕗子3)，平井 忠和4)
富山大学附属病院　1) 小児科　2) 第一外科，3) 国際医療福祉大学 小児科，4) 不二越病院 内科

OS-15-2 たこつぼ心筋症を発症したFontan術後若年女性の一例
大日方 春香，瀧聞 浄宏，山田 優里子，正本 雅斗，沼田 隆佑，米原 恒介，小山 智史，田中 登，
武井 黄太，安河内 聰
長野県立こども病院 循環器小児科

OS-15-3 88歳で診断された修正大血管転位症の一例
小坂田 皓平1)，小野 幸代1)，大家 理伸1)，佐藤 一寿2)，荻野 佳代2)，林 知宏2)，福 康志1)，
那須 博司3)，脇 研自2)，門田 一繁1)，新垣 義夫2)
倉敷中央病院　1) 循環器内科　2) 小児科，3) 鳥取県立中央病院 心臓内科

OS-15-4 修正大血管転位症の房室伝導系組織の解析 －Rastelli術後遠隔期突然死の一例－
松山 高明1)，槇野 陽介2)，岩瀬 博太郎2)，植田 初江3)，三澤 正弘4)
1) 昭和大学医学部 法医学，2) 東京大学医学部 法医学，3) 国立循環器病研究センター 病理部，
4)東京都立墨東病院 小児科

12:05 - 12:55 ランチョンセミナー 9　
座長：庄田 守男（東京女子医科大学病院 循環器内科）
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

LS-9 成人先天性心疾患における新しい3D不整脈マッピングRHYTHMIA™の適用
豊原 啓子
東京女子医科大学病院 心臓病センター 循環器小児科

森 仁
埼玉医科大学 国際医療センター
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13:30 - 14:45 International Session 1　 English Session

Recent Issues in Management of ACHD 　

座長：Eun-Jung Bae（Seoul National University Children's Hospital）

Aya Miyazaki（Shizuoka Children’s Hospital）

IS-01-1 Recent Issues in ACHD : Focused on Treatment Decision
Lucy Youngmin Eun, MD, PhD

Pediatric Cardiology, Yonsei University Severance Hospital, Seoul, Korea

IS-01-2 Impact of Atrial Fibrillation on Survival in Adults with Congenital Heart Disease
Shin Yi Jang, RN, PhD1), June Huh, MD, PhD2), EunKyoung Kim, MD, PhD1), 

Sung-A Chang, MD, PhD1), Jinyoung Song, MD, PhD2), I-Seok Kang, MD2), 

Seung Woo Park, MD, PhD1)

1) Division of Cardiology, Department of Medicine, Heart Vascular Stroke Institute, Samsung Medical 
Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, Republic of Korea, 
2) Department of Pediatrics, Heart Vascular Stroke Institute, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan 
University School of Medicine, Seoul, Republic of Korea

IS-01-3 Fontan患者におけるカテーテルアブレーション
西井 伸洋1)，森本 芳正2)，木村 朋生2)，宮本 真和2)，杜 徳尚2)，中川 晃志2)，渡邊 敦之2)，
森田 宏1)，伊藤 浩2)，重光 祐輔3)，栄徳 隆裕3)，馬場 健児3)，笠原 慎吾4)
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　1) 先端循環器治療学講座　2) 循環器内科　3) 小児循環器科　4) 心臓血管外科

IS-01-4 Usefulness of Magnetic Navigation System for Management of Arrhythmia in 
Adult Congenital Heart Disease
岡嶋 克則1)，白井 丈晶1)，中西 智之1)，永松 裕一1)，米原 昇吾1)，梶浦 あかね1)，中西 祐介1)，
藤井 寛之1)，市川 靖士1)，辻本 誠長1)，下浦 広之1)，寺尾 侑也1)，金子 明弘1)，中岡 創1)，
嘉悦 泰博1)，中村 浩彰1)，白木 里織1)，本多 由佳1)，角谷 誠1)，圓尾 文子2)，石川 雄一1)，
大西 祥男1)
1) 加古川中央市民病院 循環器内科，2) 加古川中央市民病院 心臓血管外科

IS-01-5 拡張型心筋症に対する新しい左室形成術 ―― 心室頻拍への効果
米田 正始，神谷 賢一
医誠会病院 心臓血管外科

14:45 - 15:45 International Session 2　 English Session

Innovation in Diagnostic Imaging　

座長： Lucy Y Eun（Yonsei University Severance Hospital）

Hideaki Senzaki（Kitasato University School of Medicine）

IS-02-1 The comparison between good Fontan circulation and one and a half ventricle 
repair ~based on the hemodynamic data collected sequentially in a consistent 
manner~
Yuichi Ishikawa

Fukuoka Children’s Hospital
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IS-02-2 ACHDにおける3DCTの有用性
椎名 由美1)，稲井 慶2)，高橋 辰徳3)，下宮 大和4)，長尾 充展5)
1) 聖路加国際病院 循環器内科，2) 東京女子医科大学 循環器小児・成人先天性心疾患科，3) 山形大学 小児科，
4) ZIO株式会社，5) 東京女子医大 画像診断学・核医学科

IS-02-3 成人先天性心疾患におけるSSFPラジアルスキャンによる非造影血管造影の有用性につ
いて
稲毛 章郎1)，吉敷 香菜子1)，水野 直和2)，前田 佳真1)，小林 匠1)，浜道 裕二1)，上田 知実1)，
矢崎 論1)，嘉川 忠博1)
1) 榊原記念病院 小児循環器科，2) 榊原記念病院 放射線科

IS-02-4 Atrioventricular conduction pathway in the hearts with right isomerism of the 
atrialappendages by Synchrotron Radiation-based Phase-Contrast Computed 
Tomography (PCCT)
Gen Shinohara, Kiyozo Morita, Yoshimasa Uno

Department of Cardiac Surgery, The Jikei University School of Medicine.

15:45 - 17:00 一般口演16
術後遠隔期多臓器合併症・IE

座長：川副　泰隆（千葉県循環器病センター 成人先天性心疾患診療部）
渡邊まみ江（JCHO 九州病院 循環器小児科）

OS-16-1 大動脈弁置換術後遠隔期に脊髄硬膜外血種を発症した男性
井福 俊允
宮崎県立宮崎病院 小児科

OS-16-2 繰り返す重度の喀血の治療中に脳 塞を発症したフォンタン術後の成人例
田中 敏克，三木 康暢，堀口 祥，林 賢，久保 慎吾，松岡 道生，亀井 直哉，小川 禎治，富永 健太，
城戸 佐知子
兵庫県立こども病院 循環器内科

OS-16-3 Warfarin皮膚潰瘍に対してHeparin皮下注導入を行った人工弁置換術後Ebsteinの1例
宇野 吉雅，森田 紀代造，篠原 玄，國原 孝
東京慈恵会医科大学 心臓外科

OS-16-4 PAHを合併したMustard術後のdTGA成人例 ～irreversible hepatic failure～
高橋 信1)，滝沢 友里恵1)，中野 智1)，齋木 宏文1)，上田 寛修2)，小泉 淳一3)，小山 耕太郎1)
岩手医科大学附属病院　1) 循環器小児科　2) 循環器内科　3) 心臓血管外科

OS-16-5 成人先天性心疾患患者における18F-FDG-PET/CTの有用性
石北 綾子1)，坂本 一郎1)，梅本 真太郎1)，永田 弾2)，山村 健一郎2)，帯刀 英樹3)，塩瀬 明3)，
筒井 裕之1)
1) 九州大学病院 循環器内科，2) 九州大学病院 小児科，3) 九州大学病院 心臓血管外科

OS-16-6 ファロー四徴に対する肺動脈弁置換術後中期に生じた脳 塞
岩朝 徹1)，小永井 奈緒1)，鈴木 大1)，三池 虹1)，中島 公子1)，坂口 平馬1)，大内 秀雄1)，
白石 公1)，黒嵜 健一1)，市川 肇2)
1) 国立循環器病研究センター 小児循環器内科，2) 国立循環器病研究センター 小児心臓外科
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1月19日㊐ 第4会場［3F  カーネリアン］

8:00 - 9:15 会長要望演題2　看護・多職種セッション
ACHDに対する心臓リハビリテーション

座長：小野　 博（国立成育医療研究センター 循環器科）
白井 丈晶（加古川中央市民病院 循環器内科）

FA-02-1 個々のFontan術後患者の長期的なQOL向上を目指した心外機能評価
杉谷 雄一郎1)，宗内 淳1)，江崎 大起1)，松岡 良平1)，土井 大人1)，渡邉 まみ江1)，落合 由恵2)
1) 地域医療機能推進機構 九州病院 小児科，2) 地域医療機能推進機構 九州病院 心臓血管外科

FA-02-2 ACHDにおけるサルコペニア CTによる大腰筋定量と心不全
椎名 由美1,2)，長尾 充展3)，下宮 大和4)，稲井 慶2)
1) 聖路加国際病院循環器内科，2) 東京女子医科大学循環器小児・成人先天性心疾患科，
3) 東京女子医科大学画像診断学・核医学科，4) ZIO株式会社

FA-02-3 成人先天性心疾患患者に対する心臓リハビリテーションの現状と課題
大西 伸悟1)，圓尾 文子2)，白井 丈晶3)，嘉悦 泰博3)，金子 明弘3)，大西 和子1)，川崎 健作1)，
宮地 亮彦1)，八木 隆元1)，冨田 和枝4)
1) 加古川中央市民病院 リハビリテーション室，2) 加古川中央市民病院 心臓血管外科，
3) 加古川中央市民病院 循環器内科，4) 加古川中央市民病院 看護部

FA-02-4 成人先天性心疾患に対する心肺運動負荷試験を活用した心臓リハビリテーション
前川 恵美1)
1) 北里大学 循環器内科学，2) 北里大学病院 リハビリテーション部

FA-02-5 心臓リハビリテーションにより職場復帰に至った1症例
久保 貴嗣1)，佐藤 純2)，吉井 公浩2)，加藤 温子2)，吉田 修一朗2)，西川 浩2)，大橋 直樹2)
1) JCHO 中京病院 リハビリテーションセンター，2) JCHO 中京病院 小児循環器科

FA-02-6 フォンタン術後遠隔期に心臓リハビリテーションを導入した1症例を経験して
大西 和子1)，嘉悦 泰博2)，金子 明弘2)，白井 丈晶2)，圓尾 文子3)，大西 伸悟1)，冨田 和枝4)
1) 加古川中央市民病院 リハビリテーション室，2) 加古川中央市民病院 循環器内科，
3) 加古川中央市民病院 心臓血管外科，4) 加古川中央市民病院 看護部

9:30 - 10:18 看護・多職種セッション1
妊娠・出産

座長：本末　　舞（東京女子医科大学病院 看護部）
森﨑真由美（東京大学大学院 医学系研究科）

NM-01-1 成人先天性心疾患女性患者における妊娠・出産に対する認識調査
森貞 敦子1)，高田 鼓1)，清川 晶2)，大家 理伸3)，福 康志3)，脇 研自4)，新垣 義夫4)
1) 倉敷中央病院 看護部，2) 倉敷中央病院 産婦人科，3) 倉敷中央病院 循環器内科，4) 倉敷中央病院 小児科
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NM-01-2 エジンバラスケール：産後うつ病評価
福間 睦子
榊原記念病院 看護部

NM-01-3 解離性障害のあるSenning術後完全大血管転位合併妊婦の一例・多職種連携の重要性
小板橋 紀通3)，井上 真紀1)，高橋 由美子2)，亀田 高志1)，岩瀬 明1)，倉林 正彦3)
群馬大学医学部附属病院　1) 産婦人科　2) 精神科神経科　3) 循環器内科

NM-01-4 先天性心疾患患者の妊娠に向けた看護師面談の一例
杉渕 景子1)，佐藤 聡子1)，鈴木 陽子1)，五十嵐 葵1)，中島 千春1)，椎名 由美2)，丹羽 公一郎2)
1) 聖路加国際病院 看護部，2) 聖路加国際病院 循環器内科

10:20 - 11:08 看護・多職種セッション2
診療体制・自立支援

座長：山崎 啓子（九州大学大学院）
大津 幸枝（埼玉医科大学 総合医療センター） 

NM-02-1 A病院における成人先天性心疾患患者の診療体制と看護師の役割
小出 沙由紀，中井 美穂，武田 美穂
愛媛大学医学部附属病院 小児総合医療センター

NM-02-2 成人先天性心疾患患者の心臓MRI検査における当院の現状
田中 康晴1)，中間 康夫1)，白井 丈晶2)，金子 明弘2)
1) 加古川中央市民病院 放射線室，2) 加古川中央市民病院 循環器内科

NM-02-3 A病院で主催した成人先天性心疾患患者交流会の試み
伊織 圭美，青木 智子，三輪 冨士代
福岡市立こども病院 看護部外来

NM-02-4 22q 11.2 欠失症候群の就学ガイド作成と活用の実際
北村 千章1)，安河内 聰2)，榎本 淳子3)，猪又 竜4)
1) 清泉女学院大学，2) 長野県立こども病院，3) 東洋大学，4) NPO法人 親子の未来を支える会

11:10 - 11:50 看護・多職種セッション3
意思決定支援

座長：白井　丈晶（加古川中央市民病院 循環器内科）
笹川みちる（国立循環器病研究センター）

NM-03-1 感情の自己フィードバックができずセルフケアが困難となった患者への精神看護専門
看護師（CNS）の介入
成井 花奈恵
榊原記念病院 看護部，熊本大学大学院保健学教育部 博士後期課程



68　　　日本成人先天性心疾患学会雑誌

1
月
19
日
㊐

NM-03-2 Eisenmenger症候群で心不全増悪し、紹介受診となった成人患者の意思決定と看護の
役割
権守 礼美1)，小林 匠2)，嘉川 忠博2)
1) 榊原記念病院 看護部，2) 榊原記念病院

NM-03-3 終末期状態と考えられる、EC-TCPC術後の単心室成人症例
塚本 泰正1)，中野 智彰1)，成田 淳2)，溝手 勇1)，大谷 朋仁1)，上野 高義3)，彦惣 俊吾1)，坂田 泰史1)
大阪大学大学院医学系研究科　1) 循環器内科学　2) 小児科学　3) 心臓血管外科学
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ハイブリッド・ポスターセッションプログラム

1月17日㊎　17:00-18:00  ハイブリッド・ポスター会場

ミニオーラル 1　 ［3F  Room 2］

不整脈治療

座長：鈴木 嗣敏（大阪市立総合医療センター 小児不整脈科）

HP-01-1 Fontan術後遠隔期の多様な上室頻拍をhigh-frequency catheter ablationとAmiodarone内
服で抑制し得た一成人例
池田 正樹1)，関 俊二1)，徳永 正朝1)，西畠 信1)，豊原 啓子2)
1) 総合病院鹿児島生協病院 小児科，2) 東京女子医大学 循環器小児科

HP-01-2 両大血管右室起始症、フォンタン術後慢性期に心房細動アブレーションを施行した
症例
高瀬 進1)，坂本 和生1)，梅本 真太郎1)，石北 綾子1)，永田 弾2)，坂本 一郎1)，筒井 裕之1)
1) 九州大学病院 循環器内科，2) 九州大学病院 小児科

HP-01-3 心房中隔欠損症術後の持続性心房細動患者にハイブリッド心房細動治療を施行した
1例
加藤 賢2)，大塚 俊哉1)，岡部 はるか2)，櫻井 進一朗2)，関根 拓郎2)，尾川 理紗2)，山本 恵理2)，
大塚 佳満2)，宮部 倫典2)，伊東 勘介2)，西村 睦弘2)，森永 弘章2)，三ツ橋 佑哉2)，田中 博之2)，
手島 保2)
1) 東京都立多摩総合医療センター 心臓血管外科，2) 東京都立多摩総合医療センター 循環器内科

HP-01-4 CARTO3 version6を用いた右房起源心房頻拍の1例
高麗 謙吾，廣島 謙一，安藤 献児
小倉記念病院 循環器内科

HP-01-5 心拍コントロールにジギタリスが有効であった心臓移植後の洞頻拍の1例
手島 秀剛
市立大村市民病院 小児科

HP-01-6 ペースメーカ植込み手術で左肺胞出血を発症した左肺動脈無形成のファロー四徴症の
一例
中野 智彰，塚本 泰正，南口 仁，小津 賢太郎，溝手 勇，大谷 朋仁，水野 裕八，彦惣 俊吾，坂田 泰史
大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学
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ミニオーラル 2　 ［3F  Room 3］

診療体制の課題・ハイリスク妊娠など

座長：藤原 優子（町田市民病院 小児科）

HP-02-1 当院の心疾患合併妊娠の無痛分娩適応の検討
前田 佳紀
榊原記念病院 産婦人科

HP-02-2 モザイク型ターナー症候群の妊娠分娩の1例
兵藤 博信，栗山 恵理沙，藤野 佐保，岩佐 加波，須江 英子，彦坂 慈子，船倉 翠，今田 信哉，
久具 宏司
東京都立墨東病院 産婦人科

HP-02-3 妊娠初期に感染性心内膜炎、急性心不全を発症し生体弁置換を行った一例
桂木 真司1)，中尾 真大1)，藤巻 晴香2)，古市 結富子3)，清水 篤4)，加瀬川 均4)
榊原記念病院　1) 産婦人科　2) 循環器内科　3) 麻酔科　4) 心臓血管外科

HP-02-4 妊娠を契機に成人先天性心疾患外来へ移行となった2症例
蘆田 温子1)，片山 博視1)，小田中 豊1)，尾崎 智康1)，岸 勘太1)，酒谷 優佳2)，星賀 正明2)，
大門 篤史3)，永易 洋子3)，藤田 太輔3)，芦田 明1)
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 循環器内科，3) 大阪医科大学附属病院 産科・生殖医学科

HP-02-5 成人先天性心疾患診療の主科はどうあるべきか？
－小児科医がゲートキーパーになるべき－
宮本 朋幸，村島 義則，岩岡 亜里，佐藤 充晃
横須賀市立うわまち病院 小児医療センター 小児科

HP-02-6 ファロー四徴症修復術後の続発症治療介入を逃さないために
大徳 和之，小渡 亮介，福田 幾夫
弘前大学大学院医学研究科 胸部心臓血管外科学講座

ミニオーラル 3　 ［3F  Room 4］

外科手術①

座長：宮本 隆司（北里大学医学部 心臓血管外科） 

HP-03-1 ファロー四徴症術後22年に異種心膜ロール劣化による肺動脈導管の切迫破裂を生じ
た1例
石川 廉太1)，小沼 武司1)，山崎 誉斗1)，夫津木 綾乃1)，山本 直樹1)，伊藤 久人1)，平野 弘嗣1)，
庄村 遊1)，高尾 仁二1)，新保 秀人2)，奥村 陽介3)，長谷川 知広3)，大谷 和伸3)，淀谷 典子3)，
大橋 啓之3)，澤田 博文3)，三谷 義英3)，荻原 義人4)
1) 三重大学大学院医学系研究科 胸部心臓血管外科学，2) 三重県立総合医療センター，
3) 三重大学大学院医学系研究科 臨床医学系講座 小児科学，
4) 三重大学大学院医学系研究科 臨床医学系講座 循環器・腎臓内科学

HP-03-2 修正大血管転位に対するRastelli術後の導管交換術：症例報告
佐々木 孝，芝田 匡史，川瀬 康裕，栗田 二郎，泉二 佑輔，網谷 亮輔，上田 仁美，高橋 賢一朗，
森嶋 素子，鈴木 憲治，宮城 泰雄，坂本 俊一郎，石井 庸介，師田 哲郎，新田 隆
日本医科大学 心臓血管外科
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HP-03-3 インスピリスRESILIA大動脈弁を使用したファロー四徴症術後肺動脈弁置換症例
森下 寛之1)，江連 雅彦1)，長谷川 豊1)，山田 靖之1)，星野 丈二1)，岡田 修一1)，金澤 祐太1)，
加我 徹1)，山下 英治2)，村上 淳2)，宮本 隆司3)
1) 群馬県立心臓血管センター 心臓血管外科，2) 群馬県立心臓血管センター 循環器内科，
3) 北里大学医学部 心臓血管外科

HP-03-4 Fallot四徴症術後50年に右心不全により再手術を要し、VSD遺残閉鎖に工夫を要した
1例
山崎 誉斗1)，小沼 武司1)，石川 廉太1)，夫津木 綾乃1)，山本 直樹1)，伊藤 久人1)，平野 弘嗣1)，
庄村 遊1)，高尾 仁二1)，新保 秀人2)，奥村 陽介3)，長谷川 知広3)，大矢 和伸3)，淀谷 典子3)，
大橋 啓之3)，澤田 博文3)，三谷 義英3)，萩原 義人4)
1) 三重大学大学院医学系研究科 胸部心臓血管外科学，2) 三重県立総合医療センター，
3) 三重大学大学院医学系研究科臨床医学系講座 小児科学，
4) 三重大学大学院医学系研究科臨床医学系講座 循環器・腎臓内科学

HP-03-5 Double switch術後Bentall手術時に3Dプリンター心臓模型が有用であった1例
阪口 修平，古川 貢之，石井 廣人，森 晃佑，岩崎 あや香，泊 賢一朗，中村 都英
宮崎大学病院 心臓血管外科

HP-03-6 Van Praagh A3型総動脈幹症修復術後にBentall、部分弓部置換、右肺動脈形成、右室流
出路再建術を施行した一例
加賀 重亜喜1)，中島 博之1)，本田 義博1)，鈴木 章司1)，吉田 幸代1)，河合 幸史1)，白岩 聡1)，
榊原 賢士1)，戸田 孝子2)，喜瀬 広亮2)，河野 洋介2)，吉沢 雅史2)，須長 祐人2)
山梨大学医学部附属病院　1) 第二外科　2) 小児科

1月18日㊏　13:10-14:10   ハイブリッド・ポスター会場

ミニオーラル 4 ［3F  Room 2］

Intervention　

座長：星野 健司（埼玉県立小児医療センター 循環器科）

HP-04-1 当院における成人PDA患者に対するカテ-テル閉鎖術の現状
桑原 直樹1)，田中 秀門1)，寺澤 厚志1)，山本 哲也1,2)，後藤 浩子1)，桑原 尚志1)，岩田 祐輔2,3)，
吉眞 孝2,4)，野田 俊之4)，高橋一浩5)
1) 岐阜県総合医療センター 小児医療センター 小児循環器内科，
2) 岐阜県総合医療センター 成人先天性心疾患診療科，3) 岐阜県総合医療センター 小児医療センター 小児心臓外科，
4) 岐阜県総合医療センター 循環器科，5) 木沢記念病院 小児科

HP-04-2 シミュレーションを基にAmplatzer Duct Occluder IIで閉鎖した30mm長の成人動脈管
症例
関 満1)，片岡 功一1,2)，鈴木 峻1)，古井 貞浩1)，横溝 亜希子1)，佐藤 智幸1)，山形 崇倫1)，
甲谷 友幸3)，今井 靖3)，河田 政明2,4)
1) 自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児科，2) 自治医科大学 成人先天性心疾患センター，
3) 自治医科大学 循環器内科，4) 自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児・先天性心臓血管外科
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HP-04-3 感染性心内膜炎後の薬物治療抵抗性の心不全に経皮的動脈管開存閉鎖術が奏功した
一例
眞崎 耕平1)，石北 綾子1)，坂本 一郎1)，梅本 真太郎1)，永田 弾2)，山村 健一郎 2)，筒井 裕之1)
1) 九州大学病院 循環器内科，2) 九州大学病院 小児科，2) 九州大学病院 病態機能内科学

HP-04-4 動脈管開存症に対するカテーテル閉鎖術前後の脈波の変化
甲谷 友幸1)，今井 靖2)，鈴木 峻3)，古井 貞浩3)，佐藤 智幸3)，関 満3)，片岡 功一3)，鵜垣 伸也4)，
吉積 功4)，河田 政明4)
1) 自治医科大学内科学講座 循環器内科学・成人先天性心疾患センター，2) 自治医科大学内科学講座 循環器内科学，
3) 自治医科大学 小児科，4) 自治医科大学 小児心臓血管外科

HP-04-5 脾腎シャントをAmplatzer Vascular Plug IIで閉塞したFontan術後の1例
金子 幸栄，井上 奈緒，中嶌 八隅
聖隷浜松病院 小児循環器科

HP-04-6 心室中隔欠損症・肺動脈閉鎖術後の冠動静脈瘻に対して経皮的閉鎖が著効した症例
石北 綾子1)，坂本 一郎1)，上徳 豊和1)，梅本 真太郎1)，永田 弾2)，山村 健一郎2)，向井 靖1)，
筒井 裕之1)
1) 九州大学病院 循環器内科，2) 九州大学病院 小児科，3) 九州大学病院 心臓血管外科

ミニオーラル 5 ［3F  Room 3］

長期予後・病態、肺高血圧症

座長：島田 衣里子（東京女子医科大学 循環器小児科） 

HP-05-1 Fontan循環における運動耐容能低下のリスクについて
江見 美杉，成田 淳，吉原 千華，石井 良，石田 秀和，大薗 恵一
大阪大学大学院医学系研究科 小児科

HP-05-2 当院における、過去18年間の成人先天性心疾患患者の死亡理由と問題点
森 雅啓，青木 寿明，橋本 和久，廣瀬 将樹，松尾 久美代，平野 恭悠，石井 陽一郎，高橋 邦彦，
萱谷 太
大阪母子医療センター 小児循環器科

HP-05-3 成人先天性心疾患患者における尿中バイオマーカーの検討
脇坂 裕子，稲井 慶，佐藤 正規，原田 元，朝貝 省史，島田 衣理子，杉山 央
東京女子医科大学 循環器小児科

HP-05-4 Treat and Repairを試みている肺高血圧合併心室中隔欠損症の一例
金井 杏奈1)，小板橋 紀通1)，長坂 崇司1)，高間 典明1)，赤木 達2)，笠原 真悟3)，相馬 桂4)，
八尾 厚史4)，倉林 正彦1)
1) 群馬大学医学部附属病院 循環器内科，岡山大学医学部附属病院　2) 循環器内科　3) 心臓血管外科，
4) 東京大学医学部附属病院 循環器内科

HP-05-5 肺血管拡張薬の初期併用療法が効果を認めた、高度肺高血圧を伴う動脈管開存症の
一例
齋藤 秀輝3)，井上 奈緒1)，立石 実2)，金子 幸栄1)，中嶌 八隅1)，杉浦 亮3)，小出 昌秋2)，岡 俊明3)
聖隷浜松病院　1) 小児循環器科　2) 心臓血管外科　3) 循環器科
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HP-05-6 肺/体血圧比1.0の39歳男性の臨床経過における合併心室中隔欠損の意義
下山 輝義，長島 彩子，山口 洋平，石井 卓，細川 奨，土井 庄三郎
東京医科歯科大学医学部付属病院 小児科

ミニオーラル 6 ［3F  Room 4］

外科手術②

座長：白石 修一（新潟大学医歯学総合病院 第二外科）

HP-06-1 成人期にTOF、cAVSD初回根治術で二心室修復を施行しえた1例
辻 重人1)，小泉 淳一1)，高橋 信2)，小山 耕太郎2)，猪飼 秋夫3)，新居 正基4)，佐藤 慶介4)，金 一1)
1) 岩手医科大学 心臓血管外科，2) 岩手医科大学 小児科，3) 静岡県立こども病院 心臓血管外科，
4) 静岡県立こども病院 小児科

HP-06-2 成人期にRastelli手術に到達できたファロー四徴症2例に関する検討
藤部 ゆり1)，上田 知実1)，和田 直樹2)，高橋 幸宏2)
日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院　1) 小児循環器科　2) 心臓血管外科

HP-06-3 Ebstein病が疑われた右室機能低下を伴う三尖弁異形成に対し外科治療を行った一例
弓田 悠介1,2)，椎名 由美1)，児玉 浩幸1)，木島 康文1)，椛沢 政司3)，松尾 浩三3)，丹羽 公一郎1)
1) 聖路加国際病院 循環器内科，2) 防衛医科大学校 循環器内科講座，3) 千葉県循環器病センター 心臓血管外科

HP-06-4 症候性左鎖骨下動脈閉塞を認め一期的手術を施行した成人先天性心疾患の2例
木村 成卓，秋山 章，伊藤 努，山﨑 真敬，高橋 辰郎，川合 雄二郎，赤松 雄太，浅原 祐太，
飯尾 みなみ，金山 拓亮，橋本 崇，船石 耕士，松尾 健太郎，志水 秀行
慶應義塾大学 外科（心臓血管)

HP-06-5 CABG用吻合デバイスを用いてCentral Shuntを行った1例
村田 明1)，畑崎 喜芳2)，藤田 修平2)，外川 正海1)，大高 慎吾1)，片桐 悠至1)，元野 壮1)，上田 哲之1)
1) 富山県立中央病院 心臓血管外科，2) 富山県立中央病院 小児科

ミニオーラル 7 ［3F  Room 5］

術後遠隔期の諸問題

座長：池田 義 （京都大学医学部付属病院 心臓血管外科）

HP-07-1 ファロー四徴症修復術後の肺動脈弁置換術例における術後心臓容量変化の検討
杉浦 純也1)，坂本 裕司1)，打田 俊司1)，宮田 豊寿2)，森谷 友造2)，千坂 俊行2)，太田 雅明2)，
高田 秀実2)，赤澤 祐介3)，檜垣 高史2)
1) 愛媛大学 心臓血管・呼吸器外科，2) 愛媛大学 小児科，3) 愛媛大学 循環器内科

HP-07-2 RVOT異常を伴うCHD術後遠隔期にSPVRを受けた3例：経カテーテル的肺動脈弁置換術
の展望
戴 哲皓1)，佐地 真育1)，泉 祐樹1)，高見澤 格1)，和田 直樹2)，吉敷 香菜子3)，上田 知実3)，
桂木 真司4)，嘉川 忠博3)，矢崎 諭3)，高山 守正1)，磯部 光章1)
1) 榊原記念病院 循環器内科，2) 榊原記念病院 小児心臓血管外科，3) 榊原記念病院 小児循環器科，
4) 榊原記念病院 産婦人科
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HP-07-3
松本 賢亮1)，鈴木 麻希子1)，須藤 麻貴子1)，井上 武2)，岡田 健次2)，平田 健一1)
神戸大学病院　1) 循環器内科　2) 心臓血管外科

HP-07-4 TOF術後の定期フォローが行われていなかった50歳台成人に対してPVRを行った3症例
小松 愛子，矢島 あゆむ，野出 孝一
佐賀大学医学部 循環器内科

HP-07-5 小児期に心室中隔欠損閉鎖を行い大動脈弁閉鎖不全、大動脈基部拡大を認めて大動脈
基部置換を行った2例
櫻井 寛久，櫻井 一，野中 利通，村上 優，鎌田 真弓
JCHO 中京病院 心臓血管外科

HP-07-6 右心不全をともなったファロー四徴症根治術後の2成人例の治療方針
馬場 志郎1)，塩見 紘樹2)，井出 雄二郎3)，松田 浩一1)，赤木 健太郎1)，吉永 大介1)，武野 亨1)，
平田 拓也1)，加藤 貴雄2)，木村 剛2)，池田 義3)，滝田 順子1)
1) 京都大学医学部附属病院 小児科，2) 京都大学医学部附属病院 循環器内科，
3) 京都大学医学部附属病院 心臓血管外科

1月19日㊐　13:30-14:30  ハイブリッド・ポスター会場

ミニオーラル 8 ［3F  Room 2］

画像診断

座長：狩野 実希（さいたま赤十字病院 循環器内科）

HP-08-1 心室中隔欠損症術後の軸偏位と左房左室負荷の関連
甲谷 友幸1)，今井 靖2)，鈴木 峻3)，古井 貞浩3)，佐藤 智幸3)，関 満3)，片岡 功一3)，鵜垣 伸也4)，
吉積 功4)，河田 政明4)
1) 自治医科大学内科学講座 循環器内科学・成人先天性心疾患センター，2) 自治医科大学内科学講座 循環器内科学，
3) 自治医科大学 小児科，4) 自治医科大学 小児心臓血管外科

HP-08-2 心室中隔欠損症に伴う膜様中隔瘤により右室流出路狭窄を来した成人2例
小林 匠，前田 佳真，吉敷 香菜子，稲毛 章郎，浜道 裕二，上田 知実，矢崎 諭，嘉川 忠博
榊原記念病院 小児循環器科

HP-08-3 心エコー法とMRIによる肺動脈弁逆流重症度に乖離を認めた総動脈幹症の術後症例
岩野 弘幸4)，村山 迪史1)，山澤 弘州2)，武田 充人2)，真鍋 徳子3)，石森 直樹4)，千葉 泰之4)，
石坂 傑4)，更科 美羽4)，辻永 真吾4)，中鉢 雅大5)，加賀 早苗6)，安斉 俊久4)
1) 北海道大学病院 超音波センター，2) 北海道大学医学部 小児科，3) 北海道大学病院 放射線診断科，
4) 北海道大学大学院 循環器病態内科学，5) 北海道大学病院 検査・輸血部，6) 北海道大学大学院 保健科学研究院

HP-08-4 欠損孔の同定が困難なpre-tricuspid shunt －もう一つの鑑別診断－
中島 理恵，仁田 学，木野 旅人，松本 祐介，成川 雅俊，中山 未奈，田口 有香，郷原 正臣，
岩田 究，清國 雅義，小村 直弘，小西 正紹，細田 順也，重永 豊一郎，上村 大輔，松本 克己，
菅野 晃靖，石上 友章，石川 利之，田村 功一，木村 一雄
横浜市立大学附属病院 循環器・腎臓・高血圧内科学
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HP-08-5 乳頭筋と心室中隔の隆起により左室心室中部の閉塞をきたした一例
三角 郁夫1)，佐藤 幸治1)，八波 浩一2)，宇宿 弘輝3)，山本 栄一郎3)，坂本 憲治3)，海北 幸一3)，
辻田 賢一3)
1) 熊本市民病院 循環器内科，2) 熊本市民病院 小児循環器内科，3)熊本大学 循環器内科

HP-08-6 Ross術後の右室流出路狭窄に対する再建症例：4D imagingを用いた病態評価
瀧上 雅雄1)，板谷 慶一2)，中西 直彦1)，森地 裕子2)，中路 康介3)，山野 倫代1)，梶山 葉4)，
前田 吉宣5)，中村 猛1)，的場 聖明1)，夜久 均2)，山岸 正明5)
1) 京都府立医科大学 循環器内科，2) 京都府立医科大学 心臓血管外科・心臓血管血流解析学講座，
3) 京都府立医科大学 放射線科，4) 京都府立医科大学 小児科，5) 京都府立医科大学 小児心臓血管外科

ミニオーラル 9 ［3F  Room 3］

症例報告・希少疾患

座長：永田 弾（九州大学病院 小児科）

HP-09-1 成人で見つかった孤立性右室低形成の一例
河野 宏明，松尾 倫，中村 尚太，大塚 康弘，荒木 智，高潮 征爾，坂本 憲治，副島 弘文，
海北 幸一，辻田 賢一
熊本大学 生命科学研究部

HP-09-2 成人先天性心疾患患者の上行大動脈合併症
須田 憲治1)，籠手田 雄介2)，高瀬 隆太2)，前田 靖人2)，井上 忠2)，福本 義弘3)，庄島 賢弘4)，
田中 啓之4)
1) 久留米大学医学部 小児科，久留米大学　2) 小児科　3) 心臓血管内科　4) 心臓血管外科

HP-09-3 心室中隔欠損症、右室二腔症に合併した末梢肺動脈狭窄に伴う肺高血圧症の症例
小野 義恭1)，坂本 一郎1)，細川 和也1)，阿部 弘太郎1)，石北 綾子1)，梅本 真太郎1)，永田 弾2)，
山村 健一郎2)，筒井 裕之1)
1) 九州大学病院 循環器内科，2) 九州大学病院 小児科

HP-09-4 大動脈二尖弁、重複僧帽弁口、大動脈縮窄症により左室収縮機能障害を呈した一例
宮﨑 彩記子1)，金子 智洋1)，森本 良子1)，廣瀬 邦章1)，中西 啓介2)，山本 平2)，浅井 徹2)，天野 篤2)
順天堂大学医学部　1) 循環器内科　2) 心臓血管外科

HP-09-5 心室中隔欠損症を伴う未修復肺動脈閉鎖に合併したARに対する手術を検討した一例
小野 幸代1)，大家 理伸1)，小坂田 皓平1)，佐藤 一寿2)，荻野 佳代2)，林 知宏2)，福 康志1)，
脇 研自2)，門田 一繁1)，新垣 義夫2)
倉敷中央病院　1) 循環器内科　2) 小児科

ミニオーラル 10 ［3F  Room 4］

術後多臓器合併症

座長：宇野 吉雅（東京慈恵会医科大学 心臓外科） 

HP-10-1 繰り返す血栓性腎 塞および慢性糸球体腎炎を発症した成人フォンタン術後の1例 
－フォンタン腎症か？－
杉谷 雄一郎1)，宗内 淳1)，江崎 大起1)，松岡 良平1)，土井 大人1)，渡邉 まみ江1)，落合 由恵2)
1) 地域医療機能推進機構 九州病院 小児科，2) 地域医療機能推進機構 九州病院 心臓血管外科
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HP-10-2 成人期にてんかんを発症した重症チアノーゼ性心疾患術後患者の2例
高橋 一浩1,2)，山本 哲也2)，高橋 茂清4)，青山 琢磨4)，岩田 祐輔3)，桑原 尚志2)
1) 木沢記念病院病院 小児科，岐阜県総合医療センター　2) 小児循環器科　3) 小児心臓外科，
4) 木沢記念病院病院 循環器科

HP-10-3 チアノーゼ腎症を有する未修復ファロー四徴症に対して腹膜透析を施行した1例
前村 健治1)，藤田 鉄平1)，郡山 恵子1)，前川 恵美1)，小板橋 俊美1)，青山 東吾2)，竹内 康雄2)，
阿古 潤哉1)
1) 北里大学医学部 循環器内科学，2) 北里大学医学部 腎臓内科学

HP-10-4 術後遠隔期に多血症を認めたファロー四徴症の一例
佐藤 幸治1)，八浪 浩一1)，辻田 賢一2)，三角 郁夫3)
1) 熊本市立熊本市民病院 循環器内科，2) 熊本大学 循環器内科，3) 熊本市立熊本市民病院 小児循環器内科

HP-10-5 ファロー四徴症（TOF）根治術後長期管理中に感染性心内膜炎（IE）を呈した2例
村山 友梨1)，鈴木 啓之1)，武内 崇1)，末永 智浩1)，垣本 信幸1)，鈴木 崇之1)，赤阪 隆史2)，
久保 隆史2)，竹本 和司2)，塩野 泰紹2)，嶋村 和宏2)，高畑 昌弘2)，東岡 大輔2)，西村 好春3)，
長嶋 光樹3)，上松 耕太3)，金子 政弘3)
和歌山県立医科大学付属病院　1) 小児科　2) 循環器内科　3) 第一外科

HP-10-6 APC Fontan術後29年で肺塞栓症を発症した一例でのTCPCコンバージョンの適応
柏村 健1)，酒井 亮平1)，大久保 健志1)，田中 智美1)，木村 新平1)，高山 亜美1)，鈴木 尚真1)，
石塚 光夫1)，加瀬 真弓1)，久保田 直樹1)，髙野 俊樹1)，保屋野 真1)，栁川 貴央1)，尾崎 和幸1)，
阿部 忠朗2)，沼野 藤人2)，白石 修一3)，南野 徹1)
新潟大学医歯学総合病院　1) 循環器内科　2) 小児科　3) 呼吸循環外科


