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日本 Pediatric Interventional Cardiology 学会

第 1 回 研究会会長 神谷　哲郎 （国立循環器病センター　小児科）
第 2 回 研究会会長 石澤　　瞭 （国立小児病院　循環器科）
第 3 回 研究会会長 加藤　裕久 （久留米大学　医学部　小児科）
第 4 回 研究会会長 門間　和夫 （東京女子医科大学　循環器小児科）
第 5 回 研究会会長 馬場　　清 （倉敷中央病院　小児科）
第 6 回 研究会会長 小池　一行 （埼玉医科大学　小児心臓科）
第 7 回 研究会会長 井埜　利博 （順天堂大学　医学部　小児科）
第 8 回 研究会会長 富田　　英 （札幌医科大学　小児科）
第 9 回 研究会会長 濱岡　建城 （京都府立医科大学付属小児疾患研究内科部門）
第10回 研究会会長 村上　保夫 （榊原記念病院　小児科）
第11回 研究会会長 熊手　宗隆 （聖マリア病院　心臓血管外科）
第12回 研究会会長 里見　元義 （長野県立こども病院　循環器科）
第13回 研究会会長 松岡　　優 （徳島市民病院　小児科）
第14回 研究会会長 越後　茂之 （国立循環器病センター　小児科）
第15回 研究会会長 中西　敏雄 （東京女子医科大学　日本心臓血圧研究所　循環器小児科）
第16回 研究会会長 松島　正氣 （社会保険中京病院　小児循環器科）
第17回 研究会会長 小林　俊樹 （埼玉医科大学　小児心臓科）
第18回 研究会会長 石川　司朗 （福岡市立こども病院・感染症センター　循環器科）
第19回 研究会会長 康井　制洋 （神奈川県立こども医療センター　循環器科）
第20回 研究会会長 佐地　　勉 （東邦大学医療センター大森病院　小児科）
第21回 学 会 会 長 小野　安生 （静岡県立こども病院　循環器科）
第22回 学 会 会 長 大月　審一 （岡山大学病院　小児循環器科）
第23回 学 会 会 長 田村　真通 （秋田赤十字病院　小児科）
第24回 学 会 会 長 檜垣　高史 （愛媛大学医学部附属病院　小児科）
第25回 学 会 会 長 安河内　聰 （長野県立こども病院　循環器科）
第26回 学 会 会 長 矢崎　　諭 （国立循環器病研究センター　小児循環器科）
第27回 学 会 会 長 鎌田　政博 （広島市立広島市民病院　循環器小児科）
第28回 学 会 会 長 賀藤　　均 （国立成育医療研究センター　循環器科）

理　事　長	 大月　審一
副 理 事 長	 小林　俊樹
副 理 事 長	 矢崎　　諭
幹　　　事	 赤木　禎治	 石井　徹子	 石井　正浩	 石川　司朗	 犬塚　　亮	 上田　秀明
	 大木　寛生	 小野　　博	 大月　審一	 片岡　功一	 賀藤　　均	 鎌田　政博
	 萱谷　　太	 北野　正尚	 金　　成海	 小林　俊樹	 佐川　浩一	 佐藤　誠一
	 杉山　　央	 鈴木　嗣敏	 須田　憲治	 住友　直方	 早田　　航	 高橋　　信
	 高室　基樹	 瀧聞　浄宏	 田中　敏克	 田村　真通	 富田　　英	 豊原　啓子
	 西川　　浩	 馬場　健児	 早渕　康信	 原　　英彦	 檜垣　高史	 藤井　隆成
	 朴　　仁三	 星野　健司	 松井　彦郎	 松裏　裕行	 三谷　義英	 宗内　　淳
	 村上　洋介	 森　　善樹	 矢崎　　諭	 安河内　聰	 安田　謙二	 芳本　　潤
	 脇　　研自

名 誉 会 員	 井上　寛治	 越後　茂之	 加藤　裕久	 熊手　宗隆	 中西　敏雄	 門間　和夫
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JPIC 学会学術集会開催のご挨拶

第29回JPIC学術集会	会長　須田　憲治
久留米大学医学部小児科学講座	教授

　平素よりJPIC学会の活動に、格別のご協力を賜り心より感謝申し上げます。

　さて、 平成30年1月18日（木）～20日（土）の3日間、 福岡国際会議場におきまして、	「第29回日本Pediatric	
Interventional	Cardiology学会学術集会」を開催させていただくこととなりました。久留米大学が本学会学術集会
のお世話をさせていただくのは3回目になります。第3回学術集会を小児科　加藤裕久名誉教授、第11回学術集会
を心臓外科　熊手宗隆先生が主管されて以来となります。私は国立循環器病センターレジデント時代に、本学会第
1回学術集会の第1演題を発表させていただいておりますので、大変感慨深く感じております。
　シンポジウム5つ、会長要望演題6つ、ディベートセッションなどいろいろなセッションを組み、会期の関係で
例年より演題募集期間を早めましたが、おかげをもちまして過去最高の170題の演題を登録していただきました。
大変ありがとうございます。
　今回、メインテーマを「基礎を固め、未来へ、そして世界へ」としました。これにあわせて教育講演シリーズで
は、治療機器の話や、大腿動静脈の穿刺法など、解剖を含めた各手技の基本をお話しいただく予定です。若い先生
方に心血管造影に興味をもっていただくために、「東西対抗アンジオクイズ」と題して、各施設の代表の先生方に参
加していただく、クイズ大会を企画いたしました。皆さん賞品を目指して頑張ってください。
　最近欧米では未熟児の動脈管開存症に対するカテーテル治療が始まりましたので、本邦での「動脈管開存症の形
態にあったデバイス選択」についてシンポジウムで議論していただくとともに、モントリオール大学Joaquim	Miró
教授に、実際の未熟児の動脈管開存症に対するカテーテル治療などについてご講演いただく予定です。
　また、特別セッションとして、目の前にありながらなかなか手の出せていなかった心室中隔欠損症に対するカ
テーテル治療に関して、コイル塞栓術を行ってこられた島根の羽根田紀幸先生、Kurt	Amplatz先生とも懇意でカ
ナダでのAmplatzerデバイスの導入を指導してこられたJoaquim	Miró先生、2月のCSI	Asia-Pacificを主催され、
いろいろなデバイスによる閉鎖を行っておられるベトナムのDo	Nguyen	Tin先生にご講演いただく予定です。
　特別講演としては、当大学心臓血管内科の上野高史先生に「生体吸収ステント」について内科領域における現状
を、当大学放射線科の小金丸雅道先生に「医原性の偽性動脈瘤」などの止血を含めた「放射線科の行う塞栓術」をお
話しいただく予定です。
　また、今回初めての試みとして重大事象発生例について、JPIC会員限定セッションの中でご発表いただき、今
後のカテーテル治療が安全に行えるようにする一助にしたいと考えております。
　できれば、「カテーテル治療に興味はあるが実際に行ったことはない。どのような世界か覗いてみたい。」そんな
先生方にも是非参加していただきたいと考えております。

　最後になりますが、冬の九州は食事のおいしい時期です。ふぐ料理、水炊き、もつ鍋、久留米発祥のとんこつ
ラーメン、少し足を延ばしていただければ久留米市城島の酒蔵、佐賀鹿島のカキ小屋や呼子の烏賊など食通を唸ら
せるものも沢山ございます。また学会後には近年自然災害の被害を受けた九州各地の温泉を訪れていただければ、
復興の一助になるものと存じます。
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参加者へのご案内

▶総合受付
受付時間
　　　1月18日（木）　11：50 ～ 18：50
　　　1月19日（金）　　7：00 ～ 17：30
　　　1月20日（土）　　7：30 ～ 15：00
受付場所
　　　福岡国際会議場　2階　ロビー

▶参加登録料
医師　15,000円
他領域専門職（看護士、検査技師、他）　5,000円
企業　20,000円
初期研修医・後期研修医　無料（総合受付にて所属長の証明書をご呈示頂きます）
1.	ご参加の方は、受付で参加費をお支払いください。（現金のみ）
2.	参加登録の事前受付はございません。当日、総合受付にて行ってください。
3.	参加登録費と引き換えにネームカードをお渡しいたしますので、会場内では必ず着用してください。

▶懇親会
　開催日時　1月19日（金）19：00～
　開催場所　福岡サンパレス　ホテル＆ホール　2階　パレスルーム
　参加費　　無料

▶学会年会費　8,000円
1.	会期中、総合受付にて新規入会受付を行っております。演者の方で会員登録をされていない方は、必ず登録を
行ってください。

2.	会費未納分、所属や連絡先などの変更手続きも、総合受付にて承ります。

▶抄録集　2,000円
1.	会員及び演者の方には、事前に郵送済みです。それ以外に購入ご希望の方には、一部2,000円にて販売いたし
ます。

2.	会員の方で、抄録集がお手元に届いていない方は、総合受付にてお申し出ください。

▶クローク
受付時間
　　　1月18日（木）　11：50 ～ 19：50
　　　1月19日（金）　　7：00 ～ 18：50
　　　1月20日（土）　　7：30 ～ 15：50
受付場所
　　　福岡国際会議場　2階　クローク
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▶ランチョンセミナー
整理券制ではありません。お弁当の数に限りがあることをご了承ください。

▶JPIC会員限定　Closed Session（重大事象 Case Conference）
受付時間
　1月20日（土）　7：00～
受付場所
　福岡国際会議場　3Fメインホール前
参加資格

申込み時点で「日本小児循環器学会」ならびに「日本Pediatric Interventional Cardiology学会」の正会員歴2年以上
であること。また、会費完納者であること。

順守事項
聴講内容につきましては、くれぐれも口外されませんようお願いいたします。また、ホームページ・ブログ・
SNS・動画投稿サイト等、インターネット上のアップロードを一切禁じます。
また、撮影、録音は固くお断りします。万が一、撮影や録音等を発見した場合、直ちに機器の没収及び退場処分
とさせていただきますので、予めご了承ください。
1.	事前に学術集会ホームページよりお申込みいただいた方が対象となります。事前に送付させていただきます入
場チケットを必ずご持参ください。
2.	会場に余裕がある場合に限り、当日受付を行います。受付にてお渡しします誓約書にご記入をお願いいたします。
	 なお、受付の際に日本小児循環器学会の会員番号が必要となりますので、予めご準備をお願いいたします。
3.	 8 時10分以降の入場はできませんので、予めご了承くださいますよう、お願いいたします。

▶その他
1.	会場内での呼び出しはいたしません。伝言版を総合受付近くに設置いたします。用件を記載したメモを貼付して
ご利用ください。

2.	講演会場内では、携帯電話の呼出音、情報電子機器のアラーム音などが鳴らないようにご注意ください。
3.	軽食を用意しております。
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座長・演者の先生へのご案内

座長の先生へ
1.	セッション開始30分前までに総合受付にて受付をお済ませになり、開始15分前までに次座長席にお付きください。
2.	プログラムの円滑な進行のため、時間厳守で定刻通りの進行にご協力ください。
3.	ポスターセッション座長の先生方は、担当セッション開始の10分前までに、会場前ポスター受付にお越し頂き、
座長受付を済ませてください。

口演発表の先生へ
1.	シンポジウムの先生は、スライド作成は英語でお願いします。また、その他の演者の先生もできる限り英文スラ
イドをご準備ください。口述は日本語、英語のいずれでも結構です。

2.	講演の発表形式は、PCプレゼンテーションに限定いたします。それ以外の形式（スライド、ビデオなど）には対
応いたしません。詳細については、《発表データについて》をご覧ください。

3.	学会当日の講演会場に設置される機材のプロジェクター解像度は、1024×768ドットで、1面映写です。
4.	発表は、各会場の演題に設置した液晶モニターをご覧いただきながら、キーボード（発表者ツールのご使用はで
きません。）とマウスを演者の先生御自身で操作しながら進めてください。

	 PC本体を持ち込みいただいた場合でも、PC本体は演台には乗りません。
5.	発表データは、メディア（CD-R/USBフラッシュメモリ）でご準備ください。
6.	発表時間は次の通りです。座長の指示に従って時間厳守での発表をお願いいたします。

《発表・討論時間》
　　小池賞・JPIC賞候補演題	 発表7分、討論3分
　　会長要望演題	 発表6分、討論4分
　　一般演題	 発表5分、討論3分
　　ポスター	 発表4分、討論3分

7.	発表データの受付（および試写）の場所及び時間は、次の通りです。
　受付場所　2階　201＋202会議室内
　受付時間　1月18日（木）　11：50 ～ 17：00
　　　　　　1月19日（金）　　7：00 ～ 17：30
　　　　　　1月20日（土）　　7：00 ～ 15：00
※発表の30分前までに、PC受付にて受付及び試写を行ってください。
	 なお、PC受付での発表データの修正はできません。

8.	演者は、発表の15分前までに次演者席にて待機してください。

発表データについて
1.	プレゼンテーションソフトは、Windows	PowerPoint（2010、2013、2016）Macintosh	Powerpoint（2011、2016）です。
2.	フォントは文字化けを防ぐため、標準フォントをご使用ください。
3.	発表データをCD-Rにコピーする際は、ファイナライズセッションのクローズ・使用したCDのセッションを閉
じる作業を必ず行ってください。この作業が行われなかった場合、データを作成したPC以外でデータを開くこ
とができなくなり、発表が不可能となります。

4.	また、CD-Rはご自身のPC以外でも、文字化けがないか、正常にデータを読み込めるかどうかを確認してくだ
さい。

5.	お持ちのメディアには、当日発表されるデータ以外は入れないようにしてください。
6.	必ず事前にウイルスチェックを行ってください。
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7.	お預かりしたメディアは、データ受付終了後、その場で返却いたします。また、お預かりした発表データは、本
学会終了後、責任を持って消去いたします。

【動画を使用される方へ】
Windows	Media	Player11（標準コーデック）及びMacintosh	QuickTime	Playerで動作する形式をご用意ください。
動画ファイルはPowerPointファイルと同一の階層に保存してください。また、保存したデータはコピーに使用した
PCとは別のPCで必ず動作確認を行ってください。バックアップでご自身のPCをお持ちください。
※音声出力には対応しておりません。

ポスター発表の先生へ
1.	ポスター会場
	 　2階　201＋202会議室
2.	ポスター発表時間、貼り付け時間及び撤去時間

日にち 貼付時間 発表時間 撤去時間
1月18日（木） 13：10	～	14：10 17：40	～	18：50 18：50	～	19：50
1月19日（金） 7：30	～	10：00 16：30	～	17：40 17：40	～	18：40
※撤去時間が過ぎても撤去されなかったポスターは、運営事務局にて処分させていただきますので、ご了承くだ
さい。

3.	座長・演者の先生は所定の時間に担当のポスター前にお集まりください。
	 発表時間4分、討論時間3分と短くなっていますので、円滑な進行にご協力ください。
4.	ポスターのサイズと様式
	 演題番号は、運営事務局にてご用意いたします。「演題名、所属、演者名」は、各自ご用意ください。画鋲などは、
ポスター会場にご用意しております。

5.	ポスター賞について
各セッションごとに優秀ポスター賞がございます。
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第 29 回 JPIC 学会学術集会における利益相反（COI）事項申告について
以下に抜粋する日本小児循環器学会のCOI指針に従って下さい。

http://www2.convention.co.jp/29jpic/call.html（このアドレスをご参照ください）

第１条（本学会講演会などにおけるCOI事項の申告）
　第１項
会員、非会員の別を問わず発表者は本学会が主催する講演会（年次総会・講演会、教育講演会）、市民公開講座、支部主催学
術講演会（地方会等）などで医学研究に関する発表・講演を行う場合、筆頭発表者は、配偶者、一親等の親族、生計を共にす
る者も含めて、今回の演題発表に関連する企業や営利を目的とした団体との経済的な関係について演題応募前3年間におけ
るCOI状態の有無を開示しなければならない。筆頭発表者は発表スライドの最初（または演題・発表者などを紹介するスラ
イドの次）あるいはポスターの最後に所定の様式1により開示するものとする。本会年次総会学術集会においては、抄録登録
時においても様式2に準じてホームページ上で自己申告しなければならない。
　第２項
「医学研究に関連する企業・法人組織、営利を目的とする団体」とは、医学研究に関し次のような関係をもった企業・組織や
団体とする。
①	医学研究を依頼し、または、共同で行った関係（有償無償を問わない）
②	医学研究において評価される療法・薬剤、機器などに関連して特許権などの権利を共有している関係
③	医学研究において使用される薬剤・機材などを無償もしくは特に有利な価格で提供している関係
④	医学研究について研究助成・寄付などをしている関係
⑤	医学研究において未承認の医薬品や医療器機などを提供している関係
⑥	寄付講座などのスポンサーとなっている関係
　第３項
「医学研究」とは、生命科学研究や基礎医学研究から人間を対象とする臨床医学研究（個人を特定できる人体由来の材料およ
び個人を特定できるデータに関する研究を含む）、臨床試験、社会医学研究までと定義する。

第２条（COI自己申告の基準について）
　COI自己申告が必要な金額は、以下のごとく、各々の開示すべき事項について基準を定めるものとする。
①	医学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体（以下、企業・組織や団体という）の役員、顧問職については、
1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上とする。

②	株式の保有については、1つの企業についての1年間の株式による利益（配当、売却益の総和）が100万円以上の場合、あ
るいは当該全株式の5％以上を所有する場合とする。

③	企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円以上とする。
④	企業・組織や団体から、会議の出席（発表）に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当（講演料など）
については、一つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上とする。

⑤	企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・組織や団体からの年間の
原稿料が合計50万円以上とする。

⑥	企業・組織や団体が提供する研究費については、一つの企業・団体から医学研究（受託研究費、共同研究費など）に対し
て支払われた総額が年間100万円以上とする。

⑦	企業・組織や団体が提供する奨学（奨励）寄付金については、1つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所
属する部局（講座・分野）あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間100万円以上の場合とする。

⑧	企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合とする。
⑨	その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万
円以上とする。

但し、⑥，⑦については、筆頭発表者個人か、筆頭発表者が所属する部局（講座、分野）あるいは研究室などへ研究成果の発
表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業や団体などからの研究経費、奨学寄付金などの提供があった場合に申告する必
要がある。

上記の申告すべき項目のなかで、企業・法人組織・団体からの奨学寄付金の受け入れ先は、機関の長（学長か病院長）と講座・
分野の長と大きく2つに分かれている。前者の場合、研究者個人との関わりはないと判断されがちだが、企業・法人組織・
団体から機関の長を経由した形で奨学寄付金が発表者個人か、発表者が所属する部局（講座、分野）あるいは研究室へ配分さ
れている場合にはその額を申告する必要がある。
次に、疑義が出やすい申告項目としては、企業からの寄付金などを非営利法人（例、NPO）や公益法人（例、財団）を介して
の資金援助（受託研究費、研究助成費）が該当するが、同様に自己申告する必要がある。資金援助金が高額であればあるほど
研究成果の客観性や公平性が損なわれている印象を第三者に与えやすいことから、社会からの疑念や疑義が生じないように
するためにも関連企業からの研究支援が間接的にあると想定される場合には自らCOI自己申告をしておくことが望ましい。
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開催と催し物のご案内

理事会
1 月 18 日（木） 8:00 ～ 9:00 福岡国際会議場　4F　411 会議室

教育委員会
1 月 18 日（木） 9:00 ～ 10:20 福岡国際会議場　4F　411 会議室

調査委員会
1 月 18 日（木） 10:20 ～ 10:50 福岡国際会議場　4F　411 会議室

保険診療委員会
1 月 18 日（木） 10:50 ～ 11:20 福岡国際会議場　4F　411 会議室

幹事会
1 月 18 日（木） 11:20 ～ 12:50 福岡国際会議場　4F　411 会議室

調査 + 保険診療合同委員会
1 月 18 日（木） 15:00 ～ 16:00 福岡国際会議場　4F　411 会議室

編集委員会
1 月 18 日（木） 16:00 ～ 17:00 福岡国際会議場　4F　411 会議室

小池賞・JPIC 賞選考会議
1 月 19 日（金） 9:30 ～ 10:00 福岡国際会議場　2F　2C

総会
1 月 19 日（金） 12:50 ～ 13:30 福岡国際会議場　3F　メインホール

JPIC-DB 説明会
1 月 19 日（金） 13:30 ～ 13:55 福岡国際会議場　3F　メインホール

小池賞・JPIC 賞・YIA 表彰式
1 月 19 日（金） 13:55 ～ 14:00 福岡国際会議場　3F　メインホール

医療機器展示
1 月 18 日（木） 12:30 ～ 18:00 福岡国際会議場　2F　201 ＋ 202 会議室
1 月 19 日（金） 9:00 ～ 17:30 福岡国際会議場　2F　201 ＋ 202 会議室
1 月 20 日（土） 9:00 ～ 16:00 福岡国際会議場　2F　201 ＋ 202 会議室

懇親会（無料）
1 月 19 日（金） 19:00 ～　　　 福岡サンパレス　ホテル＆ホール　2F　パレスルーム
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特　別　企　画

特別講演 1「血管内視鏡から見た冠動脈ステント治療の進歩」

1 月 19 日（金）　10：50 ～ 11：40
座長　富田　　英（昭和大学横浜市北部病院　循環器センター）
演者　上野　高史（久留米大学病院　循環器病センター）

特別講演 2「放射線科医が行う血管塞栓術」

1 月 20 日（土）　10：50 ～ 11：40
座長　家村　素史（社会医療法人　雪の聖母会　聖マリア病院）
演者　小金丸雅道（久留米大学医学部　放射線医学講座）

特別セッション「VSD カテーテル治療の最前線」

1 月 20 日（土）　9：10 ～ 10：40
座長　須田　憲治（久留米大学医学部小児科学講座）
　　　中川　直美（広島市立広島市民病院　循環器小児科）
演者　羽根田紀幸（医療法人　どれみクリニック基常小児科）
　　　Joaquim Miró（Hôpital Sainte-Justine, Montréal, Canada）
　　　Do Nguyen Tin（Childrenʼs Hospital 1, Medical University Center, Ho Chi Minh City, Vietnam）

教育講演 1「インターベンションに使う医療材料のいろは」

1 月 18 日（木）　17：00 ～ 17：30
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）
演者　富田　　英（昭和大学横浜市北部病院　循環器センター）

教育講演 2「エコーガイド下穿刺はお好きですか？　～ FA・FV の穿刺に必要な解剖～」

1 月 19 日（金）　7：30 ～ 8：00
座長　宗内　　淳（地域医療機能推進機構　九州病院　循環器小児科）
演者　籠手田雄介（久留米大学医学部小児科学講座）

教育講演 3「インターベンション施行にあたって必要な解剖知識　～刺激伝導系、大動脈弁～」

1 月 19 日（金）　15：10 ～ 15：40
座長　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）
演者　芳本　　潤（静岡県立こども病院　循環器センター）

教育講演 4「小児に対する Brockenbrough の基本」

1 月 20 日（土）　12：50 ～ 13：20
座長　宮﨑　　文（天理よろづ相談所病院　小児循環器科　先天性心疾患センター）
演者　鈴木　嗣敏（大阪市立総合医療センター　小児不整脈科）

教育講演 5「ステント治療の基本」

1 月 20 日（土）　13：20 ～ 13：50
座長　金　　成海（静岡県立こども病院　循環器科）
演者　石井　徹子（東京女子医科大学病院　循環器小児科）
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教育講演 6「経皮的バルーン大動脈弁形成術　－安全で有効な手技とその治療戦略－」

1 月 20 日（土）　13：50 ～ 14：20
座長　松井　彦郎（東京大学医学部附属病院　小児科）
演者　北野　正尚（国立循環器病研究センター　小児循環器科）

シンポジウム 1「ICE と TEE の使い方、使い分け」

1 月 18 日（木）　13：00 ～ 14：00
座長　須田　憲治（久留米大学医学部小児科学講座）
　　　原　　英彦（東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科）
演者　上田　秀明（神奈川県立こども医療センター　循環器内科）
　　　杉山　　央（東京女子医科大学病院　循環器小児科）
　　　金澤　英明（慶應義塾大学医学部　循環器内科）
　　　佐地　真育（公益財団法人日本血圧研究振興会附属　榊原記念病院　循環器内科）

シンポジウム 2「術後早期カテーテルインターベンション」

1 月 18 日（木）　14：00 ～ 15：00
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）
　　　金　　成海（静岡県立こども病院　循環器科）
演者　小島　拓朗（埼玉医科大学国際医療センター）
　　　松尾久実代（大阪母子医療センター　小児循環器科）
　　　廣田　篤史（国立循環器病研究センター　小児循環器科）
　　　齋木　宏文（北里大学　医学部　小児科学講座）

シンポジウム 3「カテーテルインターベンションは乳児 TOF の治療戦略にどこまで寄与し得るか？」

1 月 19 日（金）　14：10 ～ 15：10
座長　大月　審一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　小児医科学）
　　　佐藤　誠一（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　小児循環器内科）
演者　宗内　　淳（地域医療機能推進機構　九州病院　小児科）
　　　桑田　聖子（北里大学　医学部　小児科学講座）
　　　鎌田　政博（広島市立広島市民病院　循環器小児科）
　　　矢崎　　諭（榊原記念病院　小児循環器科）

シンポジウム 4「今問う　PDA 閉鎖術のデバイスの選択 －どんな形態に何が適当か？」

1 月 20 日（土）　12：50 ～ 13：50
座長　矢崎　　諭（榊原記念病院　小児循環器科）
　　　星野　健司（埼玉県立小児医療センター　循環器科）
演者　加藤　温子（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）
　　　田中　敏克（兵庫県立こども病院　循環器内科）
　　　藤野　光洋（国立循環器病研究センター　小児循環器科）
　　　森藤　祐次（広島市立広島市民病院　循環器小児科）

JPIC-CVIT ジョイントシンポジウム「肺高血圧合併心疾患に対する治療戦略：小児期から高齢者まで」

1 月 20 日（土）　14：30 ～ 15：30
座長　赤木　禎治（岡山大学病院　循環器内科）
　　　原　　英彦（東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科）
演者　中山　智孝（東邦大学医療センター大森病院　小児科）
　　　新家　俊郎（神戸大学大学院医学研究科　内科学講座・循環器内科学分野）
　　　高谷　陽一（岡山大学　循環器内科）
　　　田原　宣広（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門）
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JPIC 会員限定 Closed Session「カテーテル治療中の重大事象を振り返る（Case Conference）」

1 月 20 日（土）　8：00 ～ 9：00

若手東西対決 Angio クイズ

1 月 19 日（金）　17：50 ～ 18：50
司会　工藤　嘉公（久留米大学医学部小児科学講座）
　　　前田　靖人（久留米大学医学部小児科学講座）
　　　桑原　浩徳（久留米大学医学部小児科学講座）

ディベートセッション「就学前の ASD はカテーテル治療の対象である」

1 月 19 日（金）　15：40 ～ 16：20
座長　鎌田　政博（広島市立広島市民病院　循環器小児科）
演者　上田　秀明（神奈川県立こども医療センター　循環器内科）
　　　西川　　浩（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）

スポンサードセミナー 1「小児に対する血管内治療 －こんな時にこのデバイス－」

1 月 19 日（金）　10：10 ～ 10：50
座長　富田　　英（昭和大学横浜市北部病院　循環器センター）
演者　藤井　隆成（昭和大学横浜市北部病院　循環器センター）
　　　金　　成海（静岡県立こども病院　循環器科）
共催：株式会社カネカメディックス

スポンサードセミナー 2「小児循環器疾患における Codman SPECTRATM ORBIT GALAXYⓇの実力」

1 月 19 日（金）　14：10 ～ 14：50
座長　杉山　　央（東京女子医科大学病院　循環器小児科）
演者　田中　敏克（兵庫県立こども病院　循環器内科）
　　　西川　　浩（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）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

スポンサードセミナー 3「 ステアリングマイクロカテーテル「LEONIS Mova®」を用いた新たなカテーテル治療
～インターベンションからアプローチまで～」

1 月 20 日（土）　13：50 ～ 14：30
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）
演者　平田悠一郎（九州大学病院　小児科　小児循環器）
共催：住友ベークライト株式会社

ランチョンセミナー 1「 3 種類のハイドロコイル活用法 ～小児循環器領域でのより効果的な塞栓を
考える～」

1 月 19 日（金）　11：50 ～ 12：40
座長　大月　審一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　小児医科学）
演者　金　　成海（静岡県立こども病院　循環器科）
　　　片岡　功一（自治医科大学とちぎこども医療センター）
共催：テルモ株式会社
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ランチョンセミナー 2「 What case can Figulla FlexⅡ be used?  -a device closure of ASD with 
body weight < 15kg」

1 月 19 日（金）　11：50 ～ 12：40
座長　馬場　健児（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　小児医科学）
演者　Do Nguyen Tin（Childrenʼs Hospital 1, Medical University Center, Ho Chi Minh City, Vietnam）
共催：日本ライフライン株式会社

ランチョンセミナー 3「 Systematic percutaneous PDA and ASD closure: the experience in 
Montreal」

1 月 20 日（土）　11：50 ～ 12：40
座長　須田　憲治（久留米大学医学部小児科学講座）
演者　Joaquim Miró（Hôpital Sainte-Justine, Montréal, Canada）
共催：セント・ジュード・メディカル株式会社

ランチョンセミナー 4「小児インターベンション治療における塞栓術」

1 月 20 日（土）　11：50 ～ 12：40
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）
演者　大木　寛生（都立小児総合医療センター）
　　　上田　秀明（神奈川県立こども医療センター）
共催：日本ストライカー株式会社
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DAY 1/ 1月18日（木）

 7：00

 8：00

 9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

福岡国際会議場
A会場

（3F メインホール）
B会場

（2F 203+204 会議室）
ポスター会場

（2F 201+202 会議室）
関連会合

（4F 411 会議室）

DAY 3/ 1月20日（土）
福岡国際会議場

A会場
（3F メインホール）

B会場
（2F 203+204 会議室）

DAY 2/ 1月19日（金）
福岡国際会議場

B 会場
（2F 203+204 会議室）

ポスター会場
（2F 201+202 会議室）

A会場
（3F メインホール）

 7：00

 8：00

 9：00

 10：00

 11：00

 12：00

 13：00

 14：00

 15：00

 16：00

 17：00

 18：00

 19：00

 20：00

 21：00

13：00～ 14：00
シンポジウム1

ICEとTEEの使い方、
使い分け

座長：須田　憲治
　　　原　　英彦
14：00～ 15：00
シンポジウム2

術後早期カテーテル
インターベンション
座長：小林　俊樹
　　　金　　成海
15：00～ 15：50
会長要望演題1
Nightmare case

（リカバリーの仕方も含む）
座長：馬場　健児

CO1-1～5

13：00～ 13：56
一般演題1
バルーン

座長：萱谷　　太
O1-1～7

14：00～14：56
一般演題2

ASD
座長：西川　　浩

O2-1～7

17：00～ 17：30
教育講演1

インターベンションに使う医療材料のいろは
座長：小林　俊樹

15：50～ 16：40
会長要望演題2

カテーテルインターベンション
施行前にその効果をどう予想する？

座長：犬塚　　亮
CO2-1～5

16：40～ 17：30
会長要望演題3

肺動脈絞扼術後の血流コントロール
のためのインターベンション
座長：瀧聞　浄宏

CO3-1～5

ポスター貼付
13：10～14：10

ポスター閲覧
14：10～17：40

ポスターセッション
17：40～18：50

理事会

8：00～9：00

調査委員会
10：20～10：50

保険診療委員会
10：50～11：20

幹事会

11：20～12：50

調査+保険診療
合同委員会

15：00～16：00

編集委員会

16：00～17：00

教育委員会

9：00～10：20

ポスター撤去
18：50～19：50

8：00～ 9：20
小池賞・JPIC賞
座長：大月　審一
　　　安河内　聰

10：50～ 11：40
特別講演1

血管内視鏡から見た冠動脈
ステント治療の進歩
座長：富田　英

11：50～ 12：40
ランチョンセミナー 1

3種類のハイドロコイル活用法 ～小児循環器
領域でのより効果的な塞栓を考える～
座長：大月　審一

共催：テルモ株式会社

11：50～ 12：40
ランチョンセミナー 2

What case can Figulla FlexⅡ be used ?
－a device closure of ASD with body weight < 15kg

座長：馬場　健児
共催：日本ライフライン株式会社

10：50～ 11：40
特別講演2

放射線科医が行う血管塞栓術
座長：家村　素史

11：50～ 12：40
ランチョンセミナー 3
Systematic percutaneous PDA and 

ASD closure: the experience in Montreal
座長：須田　憲治

共催：セント・ジュード・メディカル株式会社

11：50～ 12：40
ランチョンセミナー 4

小児インターベンション治療における塞栓術
座長：小林　俊樹

共催：日本ストライカー株式会社

12：50～ 13：50
シンポジウム4

今問う　PDA閉鎖術のデバイスの選択
－どんな形態に何が適当か？
座長：矢崎　　諭
　　　星野　健司

14：30～ 15：30
JPIC-CVITジョイントシンポジウム
肺高血圧合併心疾患に対する

治療戦略：小児期から高齢者まで
座長：赤木　禎治
　　　原　　英彦

13：50～ 14：30
スポンサードセミナー 3

ステアリングマイクロカテーテル
「LEONIS Mova®」を用いた新たなカテーテル治療

～インターベンションからアプローチまで～
座長：上田　秀明

共催：住友ベークライト株式会社
14：10～ 15：10
シンポジウム3

カテーテルインターベンションは乳児TOFの
治療戦略にどこまで寄与し得るか？
座長：大月　審一
　　　佐藤　誠一

15：40～ 16：20
ディベートセッション

就学前のASDはカテーテル治療の対象である
座長：鎌田　政博

9：30～ 10：10
会長要望演題4

AmplatzerとOcclutechの使い分け
座長：北野　正尚

CO4-1～4

7：30～ 8：00
教育講演2

エコーガイド下穿刺はお好きですか？
～ FA・FVの穿刺に必要な解剖～

座長：宗内　　淳

10：10～ 10：50
スポンサードセミナー 1

座長：富田　　英
共催：株式会社カネカメディックス

12：50～13：30
総会

13：30～13：55
JPIC-DB説明会

14：10～ 14：50
スポンサードセミナー 2
小児循環器疾患におけるCodman SPECTRATM

ORBIT GALAXYⓇの実力
座長：杉山　　央

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

15：10～ 15：40
教育講演3

インターベンション施行にあたって必要な
解剖知識 ～刺激伝導系、大動脈弁～

座長：豊原　啓子

17：50～ 18：50
若手東西対決Angioクイズ

司会：工藤　嘉公
　　　前田　靖人
　　　桑原　浩徳

9：10～ 9：58
一般演題5

術後早期カテーテルインターベンション
座長：大木　寛生

O5-1～6
9：58～ 10：46

一般演題6
その他（1）

座長：田中　敏克
O6-1～6

ポスター貼付
7：30～10：00

ポスター閲覧
10：00～16：30

ポスターセッション
（Wine & Cheese）

16：30～17：40

ポスター撤去
17：40～18：40

8：00～ 9：00
JPIC会員限定Closed Session
カテーテル治療中の重大事象を振り返る

（Case Conference）
座長：大月　審一
　　　須田　憲治

10：20～ 11：40
会長要望演題5
Off Label Use
座長：杉山　　央
　　　賀藤　　均

9：10～ 10：40
特別セッション

VSDカテーテル治療の
最前線

座長：須田　憲治
　　　中川　直美

12：50～ 13：20
教育講演4

小児に対するBrockenbroughの基本
座長：宮﨑　　文

13：50～ 14：20
教育講演6

経皮的バルーン大動脈弁形成術
－安全で有効な手技とその治療戦略－

座長：松井　彦郎

13：20～ 13：50
教育講演5

ステント治療の基本
座長：金　　成海

15：00～ 15：56
一般演題3
ステント

座長：石井　徹子
O3-1～7

16：00～ 16：56
一般演題4

PDA
座長：片岡　功一

O4-1～7

14：20～ 15：16
一般演題7
その他（2）

座長：佐川　浩一
O7-1～6

19：00～
懇　　親　　会

P1-1-1～8
閉塞術1

座長：安田　謙二
P1-2-1～9
閉塞術2

座長：松裏　裕行
P1-3-1～7

ASD
座長：檜垣　高史

P1-4-1～7
RFA

座長：住友　直方
P1-5-1～5
画像診断

座長：早渕　康信
P1-6-1～4

新生児・乳児期の治療
座長：小野　　博

P2-1-1～7
合併症

座長：田村　真道
P2-2-1～6

Off Label Use
座長：森　　善樹

P2-3-1～7
デバイス

座長：高室　基樹
P2-4-1～9
バルーン

座長：高橋　　信
P2-5-1～10
ステント

座長：藤井　隆成

15：30～15：40
閉会式

12：50～13：00
開会式

13：55～14：00
小池賞・JPIC賞・YIA表彰式

14：00～14：10
YIA記念講演

座長：大月　審一

タイムスケジュール
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DAY 1/ 1月18日（木）

 7：00

 8：00

 9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

福岡国際会議場
A会場

（3F メインホール）
B会場

（2F 203+204 会議室）
ポスター会場

（2F 201+202 会議室）
関連会合

（4F 411 会議室）

DAY 3/ 1月20日（土）
福岡国際会議場

A会場
（3F メインホール）

B会場
（2F 203+204 会議室）

DAY 2/ 1月19日（金）
福岡国際会議場

B 会場
（2F 203+204 会議室）

ポスター会場
（2F 201+202 会議室）

A会場
（3F メインホール）

 7：00

 8：00

 9：00

 10：00

 11：00

 12：00

 13：00

 14：00

 15：00

 16：00

 17：00

 18：00

 19：00

 20：00

 21：00

13：00～ 14：00
シンポジウム1

ICEとTEEの使い方、
使い分け

座長：須田　憲治
　　　原　　英彦
14：00～ 15：00
シンポジウム2

術後早期カテーテル
インターベンション
座長：小林　俊樹
　　　金　　成海
15：00～ 15：50
会長要望演題1
Nightmare case

（リカバリーの仕方も含む）
座長：馬場　健児

CO1-1～5

13：00～ 13：56
一般演題1
バルーン

座長：萱谷　　太
O1-1～7

14：00～14：56
一般演題2

ASD
座長：西川　　浩

O2-1～7

17：00～ 17：30
教育講演1

インターベンションに使う医療材料のいろは
座長：小林　俊樹

15：50～ 16：40
会長要望演題2

カテーテルインターベンション
施行前にその効果をどう予想する？

座長：犬塚　　亮
CO2-1～5

16：40～ 17：30
会長要望演題3

肺動脈絞扼術後の血流コントロール
のためのインターベンション
座長：瀧聞　浄宏

CO3-1～5

ポスター貼付
13：10～14：10

ポスター閲覧
14：10～17：40

ポスターセッション
17：40～18：50

理事会

8：00～9：00

調査委員会
10：20～10：50

保険診療委員会
10：50～11：20

幹事会

11：20～12：50

調査+保険診療
合同委員会

15：00～16：00

編集委員会

16：00～17：00

教育委員会

9：00～10：20

ポスター撤去
18：50～19：50

8：00～ 9：20
小池賞・JPIC賞
座長：大月　審一
　　　安河内　聰

10：50～ 11：40
特別講演1

血管内視鏡から見た冠動脈
ステント治療の進歩
座長：富田　英

11：50～ 12：40
ランチョンセミナー 1

3種類のハイドロコイル活用法 ～小児循環器
領域でのより効果的な塞栓を考える～
座長：大月　審一

共催：テルモ株式会社

11：50～ 12：40
ランチョンセミナー 2

What case can Figulla FlexⅡ be used ?
－a device closure of ASD with body weight < 15kg

座長：馬場　健児
共催：日本ライフライン株式会社

10：50～ 11：40
特別講演2

放射線科医が行う血管塞栓術
座長：家村　素史

11：50～ 12：40
ランチョンセミナー 3
Systematic percutaneous PDA and 

ASD closure: the experience in Montreal
座長：須田　憲治

共催：セント・ジュード・メディカル株式会社

11：50～ 12：40
ランチョンセミナー 4

小児インターベンション治療における塞栓術
座長：小林　俊樹

共催：日本ストライカー株式会社

12：50～ 13：50
シンポジウム4

今問う　PDA閉鎖術のデバイスの選択
－どんな形態に何が適当か？
座長：矢崎　　諭
　　　星野　健司

14：30～ 15：30
JPIC-CVITジョイントシンポジウム
肺高血圧合併心疾患に対する

治療戦略：小児期から高齢者まで
座長：赤木　禎治
　　　原　　英彦

13：50～ 14：30
スポンサードセミナー 3

ステアリングマイクロカテーテル
「LEONIS Mova®」を用いた新たなカテーテル治療

～インターベンションからアプローチまで～
座長：上田　秀明

共催：住友ベークライト株式会社
14：10～ 15：10
シンポジウム3

カテーテルインターベンションは乳児TOFの
治療戦略にどこまで寄与し得るか？
座長：大月　審一
　　　佐藤　誠一

15：40～ 16：20
ディベートセッション

就学前のASDはカテーテル治療の対象である
座長：鎌田　政博

9：30～ 10：10
会長要望演題4

AmplatzerとOcclutechの使い分け
座長：北野　正尚

CO4-1～4

7：30～ 8：00
教育講演2

エコーガイド下穿刺はお好きですか？
～ FA・FVの穿刺に必要な解剖～

座長：宗内　　淳

10：10～ 10：50
スポンサードセミナー 1

座長：富田　　英
共催：株式会社カネカメディックス

12：50～13：30
総会

13：30～13：55
JPIC-DB説明会

14：10～ 14：50
スポンサードセミナー 2
小児循環器疾患におけるCodman SPECTRATM

ORBIT GALAXYⓇの実力
座長：杉山　　央

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

15：10～ 15：40
教育講演3

インターベンション施行にあたって必要な
解剖知識 ～刺激伝導系、大動脈弁～

座長：豊原　啓子

17：50～ 18：50
若手東西対決Angioクイズ

司会：工藤　嘉公
　　　前田　靖人
　　　桑原　浩徳

9：10～ 9：58
一般演題5

術後早期カテーテルインターベンション
座長：大木　寛生

O5-1～6
9：58～ 10：46

一般演題6
その他（1）

座長：田中　敏克
O6-1～6

ポスター貼付
7：30～10：00

ポスター閲覧
10：00～16：30

ポスターセッション
（Wine & Cheese）

16：30～17：40

ポスター撤去
17：40～18：40

8：00～ 9：00
JPIC会員限定Closed Session
カテーテル治療中の重大事象を振り返る

（Case Conference）
座長：大月　審一
　　　須田　憲治

10：20～ 11：40
会長要望演題5
Off Label Use
座長：杉山　　央
　　　賀藤　　均

9：10～ 10：40
特別セッション

VSDカテーテル治療の
最前線

座長：須田　憲治
　　　中川　直美

12：50～ 13：20
教育講演4

小児に対するBrockenbroughの基本
座長：宮﨑　　文

13：50～ 14：20
教育講演6

経皮的バルーン大動脈弁形成術
－安全で有効な手技とその治療戦略－

座長：松井　彦郎

13：20～ 13：50
教育講演5

ステント治療の基本
座長：金　　成海

15：00～ 15：56
一般演題3
ステント

座長：石井　徹子
O3-1～7

16：00～ 16：56
一般演題4

PDA
座長：片岡　功一

O4-1～7

14：20～ 15：16
一般演題7
その他（2）

座長：佐川　浩一
O7-1～6

19：00～
懇　　親　　会

P1-1-1～8
閉塞術1

座長：安田　謙二
P1-2-1～9
閉塞術2

座長：松裏　裕行
P1-3-1～7

ASD
座長：檜垣　高史

P1-4-1～7
RFA

座長：住友　直方
P1-5-1～5
画像診断

座長：早渕　康信
P1-6-1～4

新生児・乳児期の治療
座長：小野　　博

P2-1-1～7
合併症

座長：田村　真道
P2-2-1～6

Off Label Use
座長：森　　善樹

P2-3-1～7
デバイス

座長：高室　基樹
P2-4-1～9
バルーン

座長：高橋　　信
P2-5-1～10
ステント

座長：藤井　隆成

15：30～15：40
閉会式

12：50～13：00
開会式

13：55～14：00
小池賞・JPIC賞・YIA表彰式

14：00～14：10
YIA記念講演

座長：大月　審一
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12：50～13：00　A会場
開会式

13：00～14：00　A会場
シンポジウム 1　ICEと TEEの使い方、使い分け

座長：須田　憲治（久留米大学医学部小児科学講座）　　　　　　
	 原　　英彦（東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科）

SY1-1	 小児例の経皮的心房中隔欠損閉鎖術における心腔内心エコー法の有効性と限界
	 Efficacy	and	limitations	of	intracardiac	echocardiography	ICE	among	percutaneous	

ASD	closure	for	children

〇上田　秀明（神奈川県立こども医療センター 循環器内科）

SY1-2	 経皮的心房中隔欠損閉鎖術におけるICEとTEEの使い分け
	 ICE	or	TEE	for	imaging	guide	of	ASD	closure

〇杉山　央（東京女子医科大学病院 循環器小児科）

SY1-3	 ASD閉鎖術における“ICE”と“TEE”の使い方、使い分け
	 How	to	use	transesophageal	and/or	intra-cardiac	echocardiography	on	ASD	closure

〇金澤　英明（慶應義塾大学医学部 循環器内科）

SY1-4	 成人先天性心疾患に対する経カテーテル治療；Intracardiac	echocardiographyと
Transesophageal	echocardiographyの役割

	 Role	of	Intracardiac	Echocardiography	and	Transesophageal	Echocardiography	in	
Patients	Undergoing	Transcatheter	Valve	Therapies	for	Adult	Congenital	Heart	Disease

〇佐地　真育（公益財団法人日本血圧研究振興会附属 榊原記念病院 循環器内科）

14：00～15：00　A会場
シンポジウム 2　術後早期カテーテル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）
	 金　　成海（静岡県立こども病院　循環器科）　　　　　　

SY2-1	 先天性心疾患術後急性期に行った心臓カテーテル検査およびカテーテルインターベンションの有用
性に関する検討

	 Cardiac	catheterization	and	catheter	intervention	in	the	early	postoperative	period	
after	congenital	heart	disease	operation

〇小島　拓朗（埼玉医科大学国際医療センター）

プログラム
1月 18日（木）
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SY2-2	 当院における先天性心疾患術後早期のカテーテル検査/治療施行症例
	 Cardiac	catheterization	and	intervention	in	the	early	postoperative	period	in	Osaka	

Womenʼs	and	Childrenʼs	Hospital

〇松尾　久実代（大阪母子医療センター 小児循環器科）

SY2-3	 術後早期カテーテル治療を施行した21症例の転帰に関する検討
	 Study	of	outcomes	of	21	patients	receiving	catheter	intervention	in	the	early	period	

after	pediatric	cardiac	surgery

〇廣田　篤史（国立循環器病研究センター 小児循環器科）

SY2-4	 術後早期介入は肺動脈に対する経皮的血管形成術の成功率を上昇させる
	 Early	catheter	intervention	for	postoperative	stenotic	pulmonary	artery	is	associated	

with	successful	angioplasty

〇齋木　宏文（北里大学 医学部 小児科学講座）

15：00～15：50　A会場
会長要望演題 1：Nightmare	case（リカバリーの仕方も含む）

座長：馬場　健児（岡山大学病院　小児科）

CO1-1	 Hybrid	stage	1手技中の重大な問題　－合併症回避に向けての検討－
	 Severe	troubles	during	Hybrid	stage	1	-Discussion	to	avoid	complications-

1埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓科、2埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓外科

〇葭葉　茂樹1、小林　俊樹1、今村　知彦1、長田　洋資1、連　翔太1、中野　茉莉恵1、小柳　喬幸1、
小島　拓朗1、住友　直方1、鈴木　孝明2、枡岡　歩2、保土田　健太郎2

CO1-2	 A	case	of	bail	out	for	recurrent	desaturation	immediate	after	ductal	stenting

1昭和大学北部病院 循環器センター、2Institut Jantung Negara, Malaysia

〇伊吹　圭二郎1、Marhisham Bin Che Mood2、Mazeni Bin Alwi2、Hasri Bin Samion2

CO1-3	 オーバーサイズのTCPC	fenestration	stentに対してstent-in-stentを行なった一例
	 Stent-in-stenting	op	fenestration	stent	after	Fontan	operation	

1岡山大学病院 小児循環器科、2岡山大学病院 小児科、3岡山大学病院 心臓血管外科

〇栗田　佳彦1、大月　審一1、馬場　健児1、近藤　麻衣子1、栄徳　隆裕1、重光　祐輔1、福嶋　遥佑1、
平井　健太1、塚原　宏一2、笠原　真悟3
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CO1-4	 How	can	we	cope	with	this	situation?	脱落した10mmステントが右肺動脈・主肺動脈間を激
しく往復運動している!

	 Floating	stent	in	the	pulmonary	artery.		How	can	we	cope	with	this	situation?

広島市立広島市民病院 循環器小児科

〇中川　直美、鎌田　政博、石口　由希子、森藤　祐次、岡本　健吾

CO1-5	 10年以上留置された破損Broviacカテーテルのスネアカテーテルによる回収劇
	 Troublesome	removal	of	broken	Broviac	catheter	which	was	placed	for	over	10	years	

by	snare	catheters	

1国立循環器病研究センター 小児循環器科、2国立循環器病研究センター 臨床病理科

〇岩朝　徹1、北野　正尚1、廣田　篤史1、藤野　光洋1、藤本　一途1、山田　修1,2、白石　公1、
黒嵜　健一1

15：50～16：40　A会場
会長要望演題 2：カテーテルインターベンション施行前にその効果をどう予想する？

座長：犬塚　亮（東京大学医学部附属病院　小児科）

CO2-1	 3D模型を用いたシミュレーション
	 Application	of	3D	printing	for	catheter	ablation	of	complex	congenital	heart	diseases:	

efficacy,	limits	and	future

静岡県立こども病院 循環器科

〇芳本　潤

CO2-2	 超ハイリスク症例インターベンションの効果とリスクを如何に予測するか	
～890gの児に対するバルーン大動脈弁形成術（BAVP）～

	 How	to	predict	the	efficacy	and	risk	of	intervention	for	extremely	high-risk	case

1広島市立広島市民病院 循環器小児科、2広島市立広島市民病院 心臓血管外科

〇中川　直美1、鎌田　政博1、石口　由希子1、森藤　祐次1、岡本　健吾1、久持　邦和2、川畑　拓也2

CO2-3	 血行動態シミュレーションを用いたPABに対するBAPの効果予測
	 Hemodynamic	simulation	of	effect	prediction	of	BAP	for	PAB	by	computational	

hemodynamic	simulation

九州大学病院 小児科

〇村岡　衛、鵜池　清、永田　弾、藤井　俊輔、松岡　良平、江口　祥美、福岡　将治、長友　雄作、
平田　悠一郎、大賀　正一
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CO2-4	 位相差コントラスト法による心房中隔欠損のデバイスサイズ予測
	 Forecast	of	atrial	septal	defect	size	by	phase	contrast	imaging

静岡県立こども病院 循環器科

〇佐藤　慶介、金　成海、原　周平、内山　弘基、田邊　雄大、石垣　瑞彦、芳本　潤、満下　紀恵、
新居　正基、田中　靖彦

CO2-5	 中心肺動脈狭窄へのステント留置前に気管支鏡の観察下で試験的バルーン拡張術を行った左心低形
成症候群の2例

	 Experimental	balloon	dilatation	under	observation	of	the	bronchoscope	before	
stenting	for	central	pulmonary	artery	stenosis	in	2	cases	of	HLHS

倉敷中央病院小児科

〇林　知宏、森　秀洋、河本　敦、上田　和利、荻野　佳代、脇　研自、新垣　義夫

16：40～17：30　A会場
会長要望演題 3：肺動脈絞扼術後の血流コントロールのためのインターベンション

座長：瀧聞　浄宏（長野県立こども病院　循環器小児科）

CO3-1	 両側肺動脈絞扼術に対するバルーン拡張術の有用性
	 The	usefulness	of	pulmonary	artery	balloon	angioplasty	after	bilateral	pulmonary	

artery	banding

1福岡市立こども病院 循環器科、2福岡市立こども病院 心臓血管外科

〇山下　尚人1、倉岡　彩子1、兒玉　祥彦1、石川　友一1、中村　真1、佐川　浩一1、石川　司朗1、
小田　晋一郎2、中野　俊秀2、角　秀秋2

CO3-2	 両側肺動脈絞扼術に対する段階的な経皮的肺動脈絞扼部拡大術が形態・血行動態に及ぼす影響	
（第二報）

	 Morphology	and	hemodynamic	impact	following	incremental	percutaneous	
transluminal	balloon	dilation	for	bilateral	pulmonary	artery	banding	sites

国立循環器病研究センター 小児循環器科

〇藤本　一途、北野　正尚、三宅　啓、黒嵜　健一

CO3-3	 カテーテル治療による肺血流調節を前提とした両側肺動脈絞扼術
	 Benefits	of	balloon-dilatable	bilateral	pulmonary	artery	banding

1山梨大学 小児科、2山梨県立中央病院 小児循環器病センター

〇喜瀬　広亮1、河野　洋介1、吉沢　雅史1、星合　美奈子1,2、小泉　敬一1、杉田　完爾1、戸田　孝子1
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CO3-4	 肺動脈絞扼術後、絞扼部に対するバルーン拡張術の有用性の検討
	 The	efficacy	of	PTA	for	PAB	site

岡山大学病院 小児循環器科

〇重光　祐輔、平井　健太、福嶋　遥佑、栄徳　隆裕、栗田　佳彦、近藤　麻衣子、馬場　健児、
大月　審一

CO3-5	 肺動脈絞扼術後に経皮的肺動脈形成術によって肺動脈絞扼解除を行った2例
	 Two	cases	of	balloon	angioplasty	for	pulmonary	artery	banding

兵庫県立 尼崎総合医療センター 小児循環器内科

〇豊田　直樹、花田　知也、稲熊　洸太郎、石原　温子、鶏内　伸二、坂崎　尚徳

13：00～13：56　B会場
一般演題 1：バルーン

座長：萱谷　太（大阪府立母子保健総合医療センター　小児循環器科）

O1-1	 開心術後に生じた閉塞上大静脈に対するカテーテルインターベンション　	
－難治性乳糜胸水は改善したか？－

	 Catheter	intervention	for	obstructed	SVC	after	open	heart	surgery		
-Refractory	chylothorax	was	improved-

埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓科

〇葭葉　茂樹、小林　俊樹、今村　知彦、長田　洋資、連　翔太、中野　茉莉恵、小柳　喬幸、
小島　拓朗、住友　直方

O1-2	 鋭角な狭窄病変に対するCurved	GOKUバルーンの有効性
	 Curved	GOKU	balloon	catheter	for	postoperative	acute	angled	lesions	associated	

with	palliative	surgery	in	congenital	heart	disease

1昭和大学横浜市北部病院 循環器センター、2昭和大学横浜市北部病院 こどもセンター

〇藤井　隆成1、富田　英1、山口　英貴1、佐々木　赳1、浅田　大1、柿本　久子1、樽井　俊1、
宮原　義典1、石野　幸三1、曽我　恭司2

O1-3	 肺静脈のステント内狭窄に対してDrug	Eluting	Balloonを使用した総肺静脈還流異常症術後の1例
	 The	use	of	drug	eluting	balloon	for	pulmonary	vein	stenosis	in	child	following	surgery	

for	total	anomalous	pulmonary	venous	connection

倉敷中央病院

〇森　秀洋、河本　敦、上田　和利、荻野　佳代、林　知宏、脇　研自、新垣　義夫
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O1-4	 Wrapping法を用いたBTシャント	bandingに対するバルーン拡張術
	 Balloon	dilatation	for	BT	shunt	banded	with	ePTFE	sheet

1群馬県立小児医療センター 循環器科、2群馬県立小児医療センター 心臓血管外科

〇池田　健太郎1、新井　修平1、浅見　雄司1、石井　陽一郎1、関　満1、小林　富男1、林　秀憲2、
友保　貴博2、岡　徳彦2、宮本　隆司2

O1-5	 Balloon	Pulmonary	Valvuloplasty,	experienced	in	Myanmar

Yankin Children Hospital

〇Hnin Lei Phyu、Khin Mg Oo、石井　徹子、杉山　央

O1-6	 正中動脈アプローチを利用して経皮的バルーン拡大術を行った3例
	 Perctaneus	balloon	dilatation	approach	from	medial	artery

1長野県立こども病院 循環器小児科、2長野県立こども病院 心臓血管外科

〇中村　太地1、瀧聞　浄宏1、安河内　聰1、武井　黄太1、内海　雅史1、川村　順平1、浮網　聖実1、
前澤　身江子1、岡村　達2、上松　耕太2、米山　文弥2、瀧口　洋司2

O1-7	 超高耐圧バルーンでの術後右室流出路狭窄解除
	 Treatment	of	non-compliant	ballon	dilation	for	right	ventricle	outflow	tract	after	surgery

長野県立こども病院 循環器小児科

〇川村　順平、瀧聞　浄宏、武井　黄太、内海　雅史、中村　太地、浮網　聖実、前澤　身江子、
沼田　隆祐、安河内　聡

14：00～14：56　B会場
一般演題 2：ASD

座長：西川　浩（独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　小児循環器科）

O2-1	 IVC	rim	deficiencyに対する経皮的心房中隔欠損閉鎖術における工夫
	 The	experience	of	percutaneous	ASD	device	closure	for	IVC	rim	deficiency

国立循環器病研究センター 小児循環器科

〇藤本　一途、北野　正尚、大澤　麻登里、森本　美仁、藤野　光洋、中島　光一朗、嶋　侑里子、
黒嵜　健一
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O2-2	 detach後にRA	discが大動脈壁に突出したデバイスのスネア回収とサイズダウン再留置
	 size	down	re-deploy	and	snare	retrieving	the	device	which	RA	disc	protruded	to	

aortic	wall	after	detach

1四国こどもとおとなの医療センター 小児循環器内科、2愛媛大学附属病院小児科

〇大西　達也1、福留　啓祐1、宮城　雄一1、寺田　一也1、檜垣　高史2、高田　秀実2

O2-3	 2個のCribriformを重ね合わせて安定留置できた瘤状中隔を伴う多孔性心房中隔欠損の1例
	 A	successful	placement	of	overlapped	2	Cribriform	devices	for	multiple	fenestrated	

ASD	with	septal	aneurysm

1新潟市民病院 小児科、2新潟大学医歯学総合病院 小児科

〇阿部　忠朗1、塚田　正範2、塚野　真也1

O2-4	 2歳10kg未満の先天性ミオパチー合併心房中隔欠損症に対する経皮的閉鎖術
	 ASD	device	closure	for	a	2-year-old	patient	weighing	less	than	10	kg	associated	with	

congenital	myopathy

自治医科大学 小児科

〇松原　大輔、片岡　功一、岡　健介、安済　達也、鈴木　峻、古井　貞浩、横溝　亜希子、南　孝臣、
山形　崇倫

O2-5	 経皮的肺動脈弁形成術と経皮的二次孔心房中隔欠損閉鎖術を同時に行った1歳8.5kgの乳児例
	 Simultaneous	percutaneous	pulmonary	valvuloplasty	and	percutaneous	secundum	

atrial	septal	defect	occlusion	in	one-year-old	boy	weighing	8.5kg

1昭和大学横浜市北部病院循環器センター、2昭和大学横浜市北部病院こどもセンター

〇浅田　大1、富田　英1、山口　英貴1、佐々木　赳1、柿本　久子1、藤井　隆成1、曽我　恭司2

O2-6	 多欠損孔型のASDに対して、Amplazter	cribriform	septal	occluder	deviceを用いた2症例
	 The	experience	of	using	Amplazter	cribriform	septal	occluder	device	for	2	multiple	

atrial	septal	defect

神奈川県立こども医療センター 循環器内科

〇江原　元気、野木森　宜嗣、加藤　昭生、佐藤　一寿、北川　陽介、若宮　卓也、小野　晋、金　基成、
柳　貞光、上田　秀明

O2-7	 心房中隔欠損症のデバイス閉鎖における透視計測の意義
	 Fluoro	measurement	of	balloon	sizing	in	atrial	septum	defect

1東京女子医科大学病院 循環器小児科、2東京女子医科大学病院 循環器内科

〇森　浩輝1、杉山　央1、石井　徹子1、小暮　智仁2
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15：00～15：56　B会場
一般演題 3：ステント

座長：石井　徹子（東京女子医科大学病院　循環器小児科）

O3-1	 大動脈弓低形成を伴う大動脈縮窄の長い屈曲病変に対する左鎖骨下動脈起始部side	cell	dilation
を併用したAndra	stent留置術

	 Andra	stent	implantation	using	side	cell	dilation	of	left	subclavian	artery	origin	for	long	
curved	coarctation	lesion	with	hypoplastic	arch

国立循環器病研究センター 小児循環器科

〇北野　正尚、藤本　一途、中島　光一郎、白石　公、黒嵜　健一

O3-2	 総肺静脈還流異常（下心臓型）の肺静脈狭窄に対しhybrid治療によりステント留置を行った右側相
同の1例

	 Hybrid	repair	of	right	atrial	isomerism	with	obstructed	infracardiac	total	anomalous	
pulmonary	venous	drainage	by	stent	implantation

1神奈川県立こども医療センター 循環器内科、2神奈川県立こども医療センター 心臓血管外科

〇北川　陽介1、野木森　宜嗣1、加藤　昭生1、佐藤　一寿1、若宮　卓也1、小野　晋1、金　基成1、
柳　貞光1、上田　秀明1、麻生　俊英2

O3-3	 大血管ステント留置後の圧着不全に対するCoda	balloon®の有用性
	 Availability	of	Coda	balloon	for	malapposition	after	stent	implantation

山梨大学 医学部 小児科

〇河野　洋介、喜瀬　広亮、吉沢　雅史、杉田　完爾、戸田　孝子

O3-4	 乳児期に両側肺動脈狭窄に対するステント留置を行い、生体肝移植に到達したAlagille症候群の1例
	 Successful	liver	transplantation	for	an	Alagille	syndrome	patient	after	reduction	of	

right	ventricular	pressure	by	stents	placement	for	pulmonary	stenosis

1京都大学医学部附属病院 小児科、2兵庫県立こども病院 循環器科

〇赤木　健太郎1、松田　浩一1、吉永　大介1、平田　拓也1、城戸　佐知子2、田中　敏克2、馬場　志郎1

O3-5	 フォンタン術後の右上大静脈完全閉塞に対し先端高荷重のCTOワイヤーを用いてカテーテル治療
を行った1例

	 Recanalization	of	occuluded	superior	vena	cava	with	CTO	wire

山梨大学医学部小児科・新生児集中治療部

〇戸田　孝子、喜瀬　広亮、河野　洋介、吉沢　雅史、小泉　敬一、杉田　完爾
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O3-6	 高安動脈炎に伴う腎動脈及び鎖骨下動脈狭窄病変に対するカテーテル治療
	 Catheter	intervention	of	subclavian	and	renal	artery	in	Takayasu	arteritis

1九州大学病院 小児科、2九州大学病院 第一内科

〇福岡　将治1、永田　弾1、村岡　衛1、鵜池　清1、長友　雄作1、平田　悠一郎1、大賀　正一1、
深田　光敬2、藤井　俊輔1、江口　祥美1

O3-7	 体重1540gで根治術が困難なため静脈管狭窄に対しステント留置した下心臓型総肺静脈還流異常
症の一例

	 Stent	implantation	for	PDV;	a	low	weight	baby	with	TAPVC	(III)

大阪母子医療センター 小児循環器科

〇廣瀬　将樹、萱谷　太、江見　美杉、豊川　富子、松尾　久実代、平野　恭悠、青木　寿明、
高橋　邦彦

16：00～16：56　B会場
一般演題 4：PDA

座長：片岡　功一（自治医科大学とちぎ子ども医療センター）

O4-1	 動脈管形態に合わせた最適な閉鎖デバイスの選択：中空立体模型を用いた、経皮的閉鎖術シミュレー
ションの有用性

	 Most	suitable	closure	device	for	the	shape	of	patent	ductus	arteriosus:	Utility	of	
percutaneous	closure	simulation	using	hollow	3D	model

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

〇片岡　功一1、松原　大輔2、岡　健介2、鈴木　峻2、古井　貞浩2、安済　達也2、今井　靖3、
久保田　香菜3、河田　政明1,3,4

O4-2	 PDA	type	C、D、Eに対するカテーテル治療
	 Catheter	intervention	for	PDA	type	C,D	and	E

埼玉県立小児医療センター 循環器科

〇星野　健司、小川　潔、菱谷　隆、河内　貞貴、大越　陽一、百木　恒太、鈴木　詩央、石川　悟

O4-3	 PDA閉鎖術デバイス選択の考察
	 Consideration	of	PDA	closure	device	selection

榊原記念病院 小児科

〇額賀　俊介、矢崎　諭、小宮　枝里子、其田　健司、小林　匠、石井　卓、吉敷　香菜子、浜道　裕二、
稲毛　章郎、上田　知実、嘉川　忠博
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O4-4	 IVUSを併用したAmplatzer	Duct	Occluder留置術
	 Amplatzer	Duct	Occluder	implantation	using	Intravascular	Ultrasound

1京都府立医科大学附属病院 小児科、2京都府立医科大学附属病院 循環器内科

〇河井　容子1、奥村　謙一1、中村　猛2

O4-5	 “長さに対して最狭窄部が細い”動脈管はAmplatzer	duct	occluderで伸展しやすい
	 Narrower	duct	could	be	more	stretched	by	Amplatzer	duct	occluder

1北海道立子ども総合医療・療育センター小児循環器内科、2手稲渓仁会病院小児循環器科

〇高室　基樹1、名和　智裕1、澤田　まどか1、長谷山　圭司2、横澤　正人1

O4-6	 Safety	and	efficacy	of	percutaneous	patent	ductus	arteriosus	occlusion	under	only	
transthoracic	echocardiography	guidance

Department of Structural Heart Disease, Fu Wai Hospital and National Center for Cardiovascular 
Diseases, Chinese Academy of Medical Sciences

〇橋本　治、Ouyang Wenbin、Pan Xiangbin

O4-7	 成人PDAに対するADOを用いた経皮的動脈管閉鎖術
	 PDA	closure	utilizing	ADO	in	adult	patients

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

〇桑原　直樹、寺澤　厚志、山本　哲也、面家　健太郎、後藤　浩子、桑原　尚志

17：00～17：30　B会場
教育講演 1　インターベンションに使う医療材料のいろは

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）

EL-1	 インターベンションに使う医療材料のいろは
	 Basic	devices	for	pediatric	interventional	cardiology	A	to	Z

〇富田　英（昭和大学横浜市北部病院 循環器センター）
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17：40～18：36　ポスター会場
ポスター 1-1：閉塞術 1

座長：安田　謙二（島根大学医学部附属病院　小児科）

P1-1-1	 Flipperコイルで閉鎖したKrichenkoD型動脈管開存症の1例
	 Transcatheter	closure	of	the	Krichenko	D	type	patent	ductus	arteriosus	using	the	

Flipper	coil	:	a	case	report

大垣市民病院 小児循環器新生児科

〇倉石　建治、野村　羊示、太田　宇哉、西原　栄起

P1-1-2	フォンタン術後の遷延性胸水と体肺側副血行路との関連
	 Are	aortopulmonary	collateral	vessels	really	risk	factors	of	persistent	pleural	effusion	

with	patients	after	Fontan	procedure?

千葉県こども病院 循環器科

〇東　浩二、中島　弘道、河内　遼、榊　真一郎、伊東　幸恵、真船　亮、白石　真大、村上　智明、
青墳　裕之

P1-1-3	 Azur	CX	35の使用経験	－その適応と有効な使い方－
	 Experience	of	using	Azur	CX	35

兵庫県立こども病院 循環器内科

〇松岡　道生、田中　敏克、瓦野　昌大、上村　和也、谷口　由記、三木　康信、亀井　直哉、
小川　禎治、富永　健太、城戸　佐知子

P1-1-4	フォンタン術後遠隔期の巨大静脈静脈瘻と左上腕動静脈瘻に塞栓術を施行した一例
	 Coil	embolization	for	giant	VV	collateral	and	upper	limb	AV	fistula	late	after	TCPC	

operation

聖マリアンナ医科大学 小児科

〇都築　慶光、水野　将徳、桜井　研三、麻生　健太郎

P1-1-5	アンカーリングを要する血管塞栓術におけるデバイス選択の考察
	 A	choice	of	anchoring	device	for	vascular	embolization	

榊原記念病院 小児循環器科

〇小林　匠、吉敷　香菜子、石井　卓、浜道　裕二、稲毛　章郎、上田　知実、矢崎　諭、嘉川　忠博
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P1-1-6	 POD	occlusion	deviceによる肺底動脈下行大動脈起始に対する血管塞栓
	 Embolization	with	POD	occlusion	device	for	systemic	arterial	supply	to	basal	segment	

to	lower	lobe

新潟大学医歯学総合病院 小児科

〇星名　哲、水流　宏文、鳥越　司、羽二生　尚訓、沼野　藤人、齋藤　昭彦

P1-1-7	 BDG術後早期から出現した太いVVシャントに対するカテーテル閉鎖
	 The	catheter	closure	of	large	venous	collateral	channels	on	early	postoperative	

outcome	after	bidirectional	Glenn

1三重大学大学院 小児科学、2三重大学大学院 胸部心臓血管外科学

〇大橋　啓之1、三谷　義英1、淀谷　典子1、澤田　博文1、早川　豪俊1、鳥羽　修平2、小沼　武司2、
新保　秀人2、平山　雅浩1

P1-1-8	新生児期開心術を回避するため静脈管に留置したステントに対してTAPVC	repair後にコイル塞
栓術を施行した無脾症候群、単心室症例

	 A	Case	report	of	the	coil	embolization	for	ductus	venosus	stent	in	patient	with	
asplenia	after	TAPVC	repair

岡山大学病院 小児循環器科

〇川本　祐也、大月　審一、馬場　健児、栗田　佳彦、近藤　麻衣子、栄徳　隆裕、福嶋　遥佑、
重光　祐輔、平井　健太

17：40～18：43　ポスター会場
ポスター 1-2：閉塞術 2

座長：松裏　裕行（東邦大学医療センター大森病院　小児科）

P1-2-1	 PDAコイルの留置後の経年変化
	 Morphology	of	PDA	coil	long	after	occlusion

国際医療福祉大学 熱海病院 小児科

〇堀口　泰典

P1-2-2	遺伝性出血性毛細血管拡張症の肺動静脈瘻に対してanchorを意識してデバイス閉鎖した1例
	 Transcatheter	device	occlusion	for	pulmonary	arterio-venous	fistula	on	a	patient	with	

Hereditary	Hemorrhagic	Telangiectasia

JCHO中京病院 中京こどもハートセンター 小児循環器科

〇吉井　公浩、佐藤　純、大森　大輔、加藤　温子、吉田　修一朗、武田　紹、西川　浩、大橋　直樹
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P1-2-3	膨潤型血管内塞栓用コイル（AZUR®）によるVV	shunt塞栓術が有効であったTCPC術後の1例
	 Transcatheter	closure	of	systemic	venous	collaterals	after	TCPC	with	the	AZUR	

hydrogel-polymer	coated	platinum	coils	

福井循環器病院 小児科

〇岡崎　新太郎、西田　公一

P1-2-4	著明な気道狭窄、びまん性側副血管増生、心室機能低下を伴う主要体肺動脈術後症例に対する	
カテーテル治療

	 Catheter	treatment	for	postoperative	case	of	PA/VSD/MAPCA	with	prominent	airway	
narrowing,	diffuse	collateral	vessel	hyperplasia,	and	ventricular	dysfunction

静岡県立こども病院 循環器科

〇内山　弘基、金　成海、田邊　雄大、石垣　瑞彦、佐藤　慶介、芳本　潤、満下　紀恵、新居　正基、
田中　靖彦

P1-2-5	冠動脈痩に対して、コイル塞栓を行った症例の長期予後に対する検討
	 Coil	embolization	for	coronary	artery	fistula		in	childhood:	long-term	follow-up

神奈川県立こども医療センター 循環器内科 

〇若宮　卓也、野木森　宜嗣、加藤　昭生、佐藤　一寿、北川　陽介、小野　晋、金　基成、柳　貞光、
上田　秀明

P1-2-6	当院における主要大動脈肺動脈側副血行路に対するカテーテル治療
	 Catheter	intervention	and	outcomes	to	major	aortopulmonary	collateral	arteries

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、加藤　昭生、佐藤　一寿、北川　陽介、若宮　卓也、小野　晋、金　基成、柳　貞光、
上田　秀明

P1-2-7	複雑な血管走行のためカテーテル治療が困難であった先天性門脈体循環シャントの多脾症候群女児例
	 Congenital	Portosystemic	Venous	Shunt	in	a	Patient	with	Heterotaxy	Syndrome

1地域医療機能推進機構（JCHO）九州病院 小児科、2地域医療機能推進機構（JCHO）九州病院 小児外科

〇岡田　清吾1、宗内　淳1、渡邉　まみ江1、杉谷　雄一郎1、飯田　千晶1、白水　優光1、川口　直樹1、
古野　渉2、上村　哲郎2
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P1-2-8	フォンタン手術を目指す両側動脈管、非融合性肺動脈症例における経皮バルーン血管形成術、側副
血管コイル塞栓術の同時施行の経験

	 Simultaneous	procedures	of	balloon	pulmonary	angioplasty	and	coil	embolization	in	a	
Fontan	candidate	after	surgical	pulmonary	artery	plasty

1金沢医科大学病院 小児循環器内科、2金沢医科大学病院 小児心臓血管外科

〇中村　常之1、堀　香織1、小栗　真人1、荒木　幹太2、石丸　和彦2

P1-2-9	 Fallot四徴症（TOF）のPVR前に残存original	BT	shunt（BTS）をAmplatzer	Vascular	Plug	2
（AVP2）を用いて閉鎖した1例

	 Occlusion	of	an	original	BTS	by	Amplatzer	Vascular	Plug2	before	PVR	of	a	repaired	
TOF	patient

1聖隷浜松病院 小児循環器科、2東京女子医科大学 循環器小児科

〇村上　知隆1、森　善樹1、中嶌　八隅1、金子　幸栄1、井上　奈緒1、中西　敏雄2

17：40～18：29　ポスター会場
ポスター 1-3：ASD

座長：檜垣　高史（愛媛大学大学院医学系研究科分子・機能領域　小児科学講座）

P1-3-1	卵円孔を介した全身性塞栓の頻度、発症形態、治療について
	 Systemic	embolism	caused	by	patent	foramen	ovale

徳島赤十字病院 循環器内科

〇細川　忍、日浅　芳一、小倉　理代、泉　智子、高藤　広弥、瀬野　明穂、戸根　沙織

P1-3-2	小児心房中隔欠損デバイス閉鎖術におけるデバイス選択の検討
	 Device	Selection	for	Atrial	Septal	Defrct	Device	Closure	in	Children

国立成育医療研究センター 循環器科

〇三崎　泰志、鈴木　孝典、中野　克俊、真船　亮、林　泰佑、清水　信隆、小野　博、賀籐　均

P1-3-3	心房中隔欠損カテーテル閉鎖術　～device選択に関する一考察～
	 Transcatheter	closure	of	an	atrial	septal	defect	using	a	Figulla	Flex	atrial	septal	

defect	occluder	or	Amplatzer	septal	occluder

倉敷中央病院

〇河本　敦、森　秀洋、上田　和利、荻野　佳代、林　知宏、脇　研自、新垣　義夫
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P1-3-4	経皮的心房中隔欠損閉鎖術におけるAmplatzer	Septal	OccluderとOcclutech	Figulla	FlexⅡ
の比較検討

	 Comparison	of	Amplatzer	Septal	Occluder	and	Occlutech	Figulla	FlexⅡ	for	
percutaneously	atrial	septal	defect	closure

東京都立小児総合医療センター循環器科

〇大木　寛生、高砂　聡志、住友　直文、宮田　功一、福島　直哉、永峯　宏樹、三浦　大、澁谷　和彦

P1-3-5	心房中隔瘤に併発した心房中隔欠損の経皮的心房中隔欠損閉鎖術の経験
	 ASO	for	multiple	atrial	Septal	defects	with	atrial	septal	aneurysm

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

〇馬場　志郎1、今井　逸雄2、松田　浩一1、赤木　健太郎1、吉永　大介1、平田　拓也1、西小森　隆太1

P1-3-6	 Duchenne	型筋ジストロフィーに合併した心房中隔欠損・肺高血圧に対する経皮的閉鎖術の経験
	 Transcatheter	closure	of	ASD	with	PH	complicated	by	Duchenne	muscular	dystrophy	

(DMD)

1昭和大学横浜市北部病院 循環器センター、2昭和大学横浜市北部病院 こどもセンター、
3横浜市立大学附属病院 小児循環器科

〇山口　英貴1、佐々木　赳1、浅田　大1、柿本　久子1、中野　裕介3、藤井　隆成1、曽我　恭司2、
富田　英1

P1-3-7	経皮的心房中隔欠損閉鎖術における心腔内心エコーと経食道心エコーの比較
	 Comparison	between	intracardiac	echocardiography	and	transesophageal	

echocardiography	on	catheter	interventions

倉敷中央病院 小児科

〇上田　和利、森　秀洋、河本　敦、荻野　佳代、林　知宏、脇　研自、新垣　義夫

17：40～18：29　ポスター会場
ポスター 1-4：RFA

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）

P1-4-1	 Fontan術後の心室頻拍に対して開胸下アブレーションを施行したEbstein例
	 A	case	of	successful	catheter	ablation	with	a	thoracotomy	for	ventricular	tachycardia	

with	Ebsteinʼs	anomaly	after	Fontan	surgery

1北海道大学 小児科、2北海道大学 循環器外科、3北海道大学 循環器内科、
4北海道大学 ME危機管理センター、5北海道大学 看護部

〇泉　岳1、武田　充人1、山澤　弘州1、橘　剛2、浅井　英嗣2、加藤　伸康2、横式　尚司3、佐々木　亮4、
千葉　裕基4、鷲見　亜紀子5
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P1-4-2	肺静脈心房側に頻拍基質を有し大動脈アプローチでアブレーションを施行した症例の検討
	 Catheter	ablation	of	substrates	in	a	pulmonary	venous	atrium	using	transaortic	

approach

東京女子医科大学 循環器小児科

〇豊原　啓子、西村　智美、工藤　恵道、谷口　宏太、竹内　大二

P1-4-3	Glenn術後単心室に合併したATP感受性心房頻拍に対して高周波カテーテルアブレーションを	
行なった1例

	 Successful	radiofrequency	catheter	ablation	of	ATP	sensitive	atrial	tachycardia	in	
patient	with	single	ventricle	post	bilateral	bidirectional	Glenn	procedure

1埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓科、2埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科、
3慶應義塾大学 小児科

〇連　翔太1、住友　直方1、今村　知彦1、小柳　喬幸1、葭葉　茂樹1、小林　俊樹1、森　仁2、
柴田　映道3、岩下　憲行3、安原　潤3

P1-4-4	小児AVNRTに対するcryoablation後の再発リスク因子の検討
	 Risk	factor	of	recurrence	after	cryoablation	for	pediatric	AVNRT

1埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓科、2埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科、
3日本大学医学部付属板橋病院 小児科、4慶應義塾大学病院 小児科

〇今村　知彦1、住友　直方1、連　翔太1、森　仁2、小森　暁子3、岩下　憲行4、長田　洋資1、
中野　茉莉恵1、小柳　喬幸1、小島　拓郎1、葭葉　茂樹1、小林　俊樹1

P1-4-5	当院のfocal	ATに対するアブレーション（ABL）治療
	 Radiofrequency	cathter	ablation	for	focal	atrial	tachycardia

JCHO中京病院 中京こどもハートセンター 小児循環器科

〇大橋　直樹、西川　浩、吉田　修一朗、加藤　温子、大森　大輔、吉井　公浩、佐藤　純

P1-4-6	小児の三尖弁輪近傍起源心室性不整脈に対するCARTO－SOUNDを併用した内頚静脈アプロー
チによるアブレーション治療

	 The	successful	catheter	ablation	via	jugular	vein	approach	assisted	with	CARTO-
SOUND	for	pediatric	ventricular	arrhythmias	arising	from	the	subtricupid	annulus

1大阪市立総合医療センター小児不整脈科、2大阪市立総合医療センター小児循環器科、3近畿大学小児科

〇吉田　葉子1、加藤　有子1、鈴木　嗣敏1、村上　修2、松井　勝敏2、數田　高生2、押谷　知明2、
中村　香絵2、川崎　有希2、江原　英治2、村上　洋介2、中村　好秀1,3
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P1-4-7	臍静脈経由で一時ペーシングを行った、複雑心奇形に合併した先天性完全房室ブロックの1例
	 A	case	of	complex	congenital	heart	disease	with	CCAVB	paced	by	umbilical	vein	after	

birth

1順天堂大学 医学部 小児科、2順天堂大学 医学部 心臓血管外科

〇田中　登1、福永　英生1、原田　真菜1、井福　真友美1、鳥羽山　寿子1、松井　こと子1、古川　岳史1、
高橋　健1、稀代　雅彦1、清水　俊明1

17：40～18：15　ポスター会場
ポスター 1-5：画像診断

座長：早渕　康信（徳島大学病院　小児科）

P1-5-1	小児循環器診療におけるLung	PBVの初期経験
	 Single	center	experience	using	lung	perfused	blood	volume	imaging	for	pediatric	

cardiology

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 小児医療センター 小児心臓外科

〇面家　健太郎1、桑原　直樹1、寺澤　厚志1、山本　哲也1、松久　雄紀1、後藤　浩子1、片桐　絢子2、
中山　祐樹2、岩田　祐輔2、竹内　敬昌2、桑原　尚志1

P1-5-2	成人ASD	device	closure後の左室拡張能の経時的変化について
	 The	temporal	change	of	left	diastolic	dysfunction	after	ASD	device	closure	for	adult	

patients

長野県立こども病院 循環器小児科

〇浮網　聖実、瀧聞　浄宏、安河内　聰、武井　黄太、内海　雅史、中村　太地、川村　順平、
前澤　身江子

P1-5-3	移動式透視装置（Ｃアーム）を用いたRV-PA導管経由の術中肺動脈ステント留置の経験
	 Intraoperative	pulmonary	artery	stent	placement	via	RV-PA	conduit	using	mobile	

fluoroscope

1群馬県立小児医療センター 循環器科、2群馬県立小児医療センター 心臓血管外科

〇下山　伸哉1、新井　修平1、浅見　雄司1、石井　陽一郎1、池田　健太郎1、宮本　隆司2、小林　富男1

P1-5-4	小児カテーテルにおけるロードマップ機能の有用性
	 The	usefulness	of	roadmap	in	pediatrics	catheter

奈良県立医科大学 小児科

〇吉澤　弘行、辻井　信之、林　環
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P1-5-5	 ASO治療前の心房中隔欠損のMRIによる評価
	 Evaluation	of	ASD	by	MRI	before	ASO

1国際医療福祉大学 熱海病院 小児科、2東京逓信病院 小児科

〇堀口　泰典1、鈴木　淳子2

17：40～18：08　ポスター会場
ポスター 1-6：新生児・乳児期の治療　

座長：小野　博（国立成育医療研究センター　循環器科）

P1-6-1	新生児期にカテーテル治療を施行した冠動脈瘻の1例
	 One	case	of	coronary	artery	fistula	which	needed	catheter	treatment	in	neonatal	

period

1秋田大学大学院 医学系研究科 医学専攻機能展開医学系 小児科学講座、
2秋田大学医学部附属病院 小児科、3秋田大学 医学部 循環型医療教育システム学講座、
4秋田大学医学部附属病院 心臓血管外科

〇山田　俊介1,2、岡崎　三枝子2,3、豊野　学朋1,2、角浜　孝之4、高木　大地4、桐生　健太郎4

P1-6-2	動脈弓拡大と動脈管閉塞を目的にステント留置を施行した大動脈縮窄の1例	
－低出生体重の18トリソミー例における姑息的治療－

	 Stent	implantation	for	the	dilatation	of	hypoplastic	aortic	arch	and	the	closure	of	
ductus	arteriosus	in	trisomy	18

徳島大学大学院 医歯薬学研究部 小児科

〇小野　朱美、早渕　康信、香美　祥二

P1-6-3	胎児診断に基づき出生後直ちにステント留置しえたPVOの一例
	 A	fetal	diagnosed	case	of	PVO	with	stent	placement	soon	after	birth

埼玉県立小児医療センター 循環器科

〇河内　貞貴、星野　健司、石川　悟、鈴木　詩央、百木　恒大、大越　陽一、菱谷　隆、小川　潔

P1-6-4	 severe	LV	dilation・dysfunctionを伴うcritical	ASの治療戦略を考える　～在胎39週で胎児診
断、母体搬送された1例から～

	 Consideration	of	strategy	for	critical	aortic	stenosis	with	severe	left	ventricle	dilation	
and	dysfunction

1JCHO中京病院 中京こどもハートセンター 小児循環器科、
2JCHO中京病院 中京こどもハートセンター 心臓血管外科

〇佐藤　純1、吉井　公浩1、大森　大輔1、加藤　温子1、吉田　修一朗1、武田　紹1、西川　浩1、
大橋　直樹1、櫻井　一2
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8：00～9：20　A会場
小池賞・JPIC 賞

座長：大月　審一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　小児医科学）
安河内　聰（長野県立こども病院　循環器センター）　　　　　

【小池賞】
AW-1	 Fontan導管への穿刺・開窓作成術	－本邦初報告例から連続7件の検討－
	 Puncture	procedure	and	fenestration	creation	to	Fontan	conduit

静岡県立こども病院 循環器センター 循環器科

〇田邊　雄大、金　成海、芳本　潤、原　周平、土井　悠司、真田　和哉、小野　頼母、石垣　瑞彦、
佐藤　慶介、満下　紀恵、新居　正基、田中　靖彦

AW-2	 冠動脈瘻（CAF）閉鎖術後に退縮過程にある拡大冠動脈の光干渉断層法（OCT）による血管壁構造変
化の検討

	 Evaluations	of	coronary	wall	structural	changes	using	OCT	in	patient	with	regressing	
coronary	artery	after	coronary	artery	fistula	closure

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

〇押谷　知明1、江原　英治1、數田　高生1、中村　香絵1、川崎　有希1、吉田　葉子2、鈴木　嗣敏2、
西垣　恭一3、村上　洋介1

【JPIC賞】
AW-3	 狭窄性下心臓型総肺静脈還流異常を伴った機能的単心室の右側相同心4症例に対するStent留置の

治療戦略
	 The	strategy	of	draining	vein	stenting	for	obstructive	infracardiac	TAPVC	in	four	right	

isomeric	heart	cases	with	functional	single	ventricle

国立循環器病研究センター 小児循環器科

〇仲岡　英幸、北野　正尚、藤本　一途、白石　公、黒嵜　健一

AW-4	 先天性心疾患に対する心臓カテーテル中に合併した気道出血のリスクファクター解析
	 Predictive	factor	of	airway	bleeding	during	cardiac	catheterization	with	congenital	

heart	disease

1静岡県立こども病院 循環器集中治療科、2静岡県立こども病院 循環器科

〇小野　頼母1、金　成海2、原　周平1、土井　悠司2、真田　和哉1、内山　弘基2、田邊　雄大2、
石垣　瑞彦2、元野　憲作1、濱本　奈央1、佐藤　慶介2、芳本　潤2、満下　紀恵2、新居　正基2、
大崎　真樹1、田中　靖彦2
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AW-5	 単心室症新生児の肺動脈弁下狭窄に対するステント留置術
Stenting	of	the	right	ventricular	outflow	tract	obstruction	in	a	neonate	with	single	
ventricle

山梨大学 小児科

〇喜瀬　広亮、河野　洋介、吉沢　雅史、小泉　敬一、杉田　完爾、戸田　孝子

AW-6	 Deflectableシースと鋭利に切断したガイドワイヤを用いた新たな穿通法の試み
Novel	perforation	technique	with	combination	of	deflectable	sheath	and	sharp-edge	
gidewire

東京女子医科大学病院 循環器小児科

〇谷口　宏太、杉山　央、竹内　大二、豊原　啓子、石井　徹子、稲井　慶

AW-7	 主要体肺側副動脈統合化手術後の経カテーテル的血管形成術	-3DRA導入による変遷
Transition	of	transcatheter	angioplasty	to	uniforcalized	MAPCAs	after	introduction	of	
3DRA

静岡県立こども病院

〇石垣　瑞彦、金　成海、原　周平、土井　悠司、田邊　雄大、真田　和哉、内山　弘基、小野　頼母、
佐藤　慶介、芳本　潤、満下　紀恵、新居　正基、田中　靖彦

9：30～10：10　A会場
会長要望演題 4：Amplatzer と Occlutech の使い分け

座長：北野　正尚（国立循環器病研究センター　小児循環器科）

CO4-1	 Occlutech使用開始前後での心房中隔欠損症のデバイス閉鎖術の適応変化の検討
The	change	of	the	indication	of	device	closure	for	atrial	septal	defect		between	
before	and	after	introduction	of	Occlutech

国立循環器病研究センター小児循環器科

〇中島　光一朗、北野　正尚、藤本　一途、仲岡　英幸、森本　美仁、大澤　麻登里、藤野　光洋、
嶋　侑里子、白石　公、黒嵜　健一

CO4-2	 Amplatzer	septal	occluderとOcclutech	Figulla	Flex	IIオーバーサイズはすべてを解決しない
Oversize	strategy	is	not	always	favorable	suitable	in	transcatheter	atrial	septal	defect	
closure

1愛媛大学 医学部 小児科、2四国こどもとおとなの医療センター 小児循環器内科

〇高田　秀実1、檜垣　高史1、太田　雅明1、森谷　友造1、渡部　竜助1、高橋　昌史1、矢野　秀幸1、
寺田　一也2、大西　達也2、宮城　雄一2
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CO4-3	 当院におけるASD治療介入症例の検討	－ASO・FSOの使用状況について－
Experience	of	ASD	treatment	in	our	hospital

1順天堂大学 小児科、2順天堂大学 循環器内科、3順天堂大学 心臓血管外科

〇秋谷　梓1、織田　久之1、古川　岳史1、福永　英生1、高橋　健1、稀代　雅彦1、清水　俊明1、
岡崎　真也2、中西　啓介3、川崎　志保理3

CO4-4	 Amplatzer	Septal	Occluder留置例の検討－erosion	high	risk症例抽出のために－
Evaluation	of	Amplatzer	Septal	Occluder	placement	to	pick	out	erosion	high	risk	cases

1国立循環器病研究センター 小児循環器科、2新潟大学医歯学総合病院 小児科

〇塚田　正範1,2、北野　正尚1、藤本　一途1、白石　公1

10：10～10：50　A会場
スポンサードセミナー 1　

座長：富田　英（昭和大学横浜市北部病院　循環器センター）
共催：株式会社カネカメディックス

SS1-1	

〇金　成海（静岡県立こども病院 循環器科）

SS1-2	

〇藤井　隆成（昭和大学横浜市北部病院　循環器センター）

10：50～11：40　A会場
特別講演 1　血管内視鏡から見た冠動脈ステント治療の進歩

座長：富田　英（昭和大学横浜市北部病院　循環器センター）

SL-1	 血管内視鏡から見た冠動脈ステント治療の進歩
Advances	in	coronary	stent	evaluated	by	coronary	angioscopy

〇上野　高史（久留米大学病院 循環器病センター）
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小児に対する血管内治療　－こんな時にこのデバイス―

小児に対するバルーン血管形成術; Overt-the-wireとRapid-exchangeバルーン
Balloon Angioplasty in Infants and Children; Overt-the-wire vs Rapid-exchange balloon

コイル塞栓治療でのマイクロコイルの使いどころ
Usefulness of micro embolization coil in embolic therapy.



11：50～12：40　A会場
ランチョンセミナー 1　	3 種類のハイドロコイル活用法		～小児循環器領域でのより効果的な	

塞栓を考える～
座長：大月　審一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　小児医科学）

共催：テルモ株式会社

LS1-1	

〇金　成海（静岡県立こども病院 循環器科）

LS1-2	

〇片岡　功一（自治医科大学とちぎこども医療センター）

12：50～13：30　A会場
総会

13：30～13：55　A会場
JPIC-DB 説明会

13：55～14：00　A会場
小池賞・JPIC 賞・YIA 表彰式

14：00～14：10　A会場
YIA 記念講演

座長：大月　審一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　小児医科学）

YIA	 Stent	unzipping	using	an	ultra-high-pressure	balloon:	in	vitro	and	animal	experiments

〇藤本　一途（国立循環器病研究センター 小児循環器科）
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14：10～14：50　A会場
スポンサードセミナー 2　小児循環器疾患におけるCodman	SPECTRATM	ORBIT	GALAXYⓇの実力

座長：杉山　　央（東京女子医科大学病院　循環器小児科）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

SS2-1	 小児循環器領域におけるCodman	SPECTRAの使用経験
My	practice	of	SPECTRATM

〇田中　敏克（兵庫県立こども病院 循環器内科）

SS2-2	 小児循環器領域におけるORBIT	GALAXYⓇの使用経験
My	practice	of	ORBIT	GALAXYⓇ

〇西川　　浩（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）

17：50～18：50　A会場
若手東西対決Angio クイズ

司会：工藤　嘉公（久留米大学医学部小児科学講座）
前田　靖人（久留米大学医学部小児科学講座）
桑原　浩徳（久留米大学医学部小児科学講座）

7：30～8：00　B会場
教育講演 2　エコーガイド下穿刺はお好きですか？　～ FA・FVの穿刺に必要な解剖～

座長：宗内　淳（地域医療機能推進機構　九州病院　循環器小児科）

EL-2	 エコーガイド下穿刺はお好きですか？　～FA・FVの穿刺に必要な解剖～
Do	you	like	echo	guided	picture	?		～Anatomy	of	femoral	artery	and	femoral	vein～

〇籠手田　雄介（久留米大学医学部小児科学講座）

9：10～9：58　B会場
一般演題 5：術後早期カテーテルインターベンション

座長：大木　寛生（東京都立小児総合医療センター　循環器科）

O5-1	 ECMO管理下に施行した心臓カテーテル検査および治療
Cardiac	catheterization	and	catheter	intervention	in	pediatric	patients	supported	by	
Extracorporeal	Membrane	Oxygenation

1埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓科、2埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓外科

〇長田　洋資1、葭葉　茂樹1、小島　拓朗1、小林　俊樹1、今村　知彦1、連　翔太1、中野　茉莉恵1、
小柳　喬幸1、住友　直方1、尾澤　慶輔2、岩崎　美佳2、保土田　健太郎2、枡岡 　歩2、鈴木　孝明2
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O5-2	 ECMO下で心臓カテーテル検査、治療を要した症例
	 Cases	required	diagnosis	or	therapy	by	catheter	on	ECMO

大阪母子医療センター

〇江見　美杉、高橋　邦彦、廣瀬　将樹、豊川　富子、松尾　久実代、平野　恭悠、青木　寿明、
萱谷　太

O5-3	 心臓外科手術後30日以内でのカテーテルインターベンション
	 Catheter	intervention	within	30	days	after	cardiac	surgery

1国立成育医療研究センター 循環器科、2国立成育医療研究センター 心臓外科

〇小野　博1、鈴木　孝典1、中野　克俊1、真船　亮1、林　泰佑1、清水　信隆1、三崎　泰志1、
金子　幸裕2、賀藤　均1

O5-4	 術後30日以内にカテーテル治療を施行した症例の検討
	 The	examination	of	cases	given	catheter	intervention	within	30	days	after	an	

operation

1JCHO中京病院 中京こどもハートセンター 小児循環器科、
2JCHO中京病院 中京こどもハートセンター 心臓血管外科

〇吉田　修一朗1、佐藤　純1、吉井　公浩1、大森　大輔1、加藤　温子1、西川　浩1、大橋　直樹1、
櫻井　一2

O5-5	 術後集中治療室管理困難例に対する心臓カテーテル検査および治療の効果
	 Role	of	cardiac	catheterization	in	ICU	patient	after	cardiac	surgery	

1静岡県立こども病院循環器科、2静岡県立こども病院循環器集中治療科

〇土井　悠司1、金　成海1、石垣　瑞彦1、佐藤　慶介1、芳本　潤1、満下　紀恵1、新居　正基1、
田中　靖彦1、小野　頼母2、大崎　真樹2

O5-6	 カテーテル検査・治療の前後で集中治療を要した患者の臨床像
	 Intensive	care	before	and	after	catheter	intervention

静岡県立こども病院 循環器センター 循環器科

〇田邊　雄大、金　成海、原　周平、土井　悠司、内山　弘基、真田　和哉、小野　頼母、石垣　瑞彦、
佐藤　慶介、芳本　潤、満下　紀恵、新居　正基、田中　靖彦
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9：58～10：46　B会場
一般演題 6：その他（1）

座長：田中　敏克（兵庫県立こども病院　循環器内科）

O6-1	 Cardiac	catheterization	in	small	infants	less	than	2.5	kg:	The	Toronto	experience

1トロント大学 トロント小児病院 小児科 循環器科、2JCHO中京病院 中京こどもハートセンター 小児循環器科

〇加藤　温子1,2、Benson Lee1、Wan Andrea1、Chaturvedi Rajiv1、Lee Kyong-Jin1

O6-2	 Wire	Atrial	Septostomyが有効であったTGA(1)	with	intramural	LCAの1例
	 A	Case	of	TGA(1)	with	Intramural	LCA	-Effective	ASD	Creation	by	Wire	Atrial	

Septostomy-

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

〇數田　高生1、江原　英治1、丸山　和歌子1、押谷　知明1、中村　香絵1、川崎　有希1、吉田　葉子2、
鈴木　嗣敏2、西垣　恭一3、村上　洋介1

O6-3	 フォンタン循環における横隔神経麻痺の経過とインターベンション
	 The	efficacy	of	catheterintervention	of	Fontan	circulation	with	diaphragmatic	palsy

神奈川県立こども医療センター 循環器内科 

〇柳　貞光、野木森　宜嗣、加藤　昭生、佐藤　一寿、北川　陽介、若宮　卓也、小野　晋、
金　基成、上田　秀明

O6-4	 我が国の小児カテーテルインターベンションにおける医療被ばくの実態調査
	 Nationwide	survey	of	medical	radiation	exposure	on	pediatric	interventional	

cardiology	in	Japan

1医療法人あかね会 土谷総合病院 放射線室、2川崎医療福祉大学 医療技術学部 診療放射線技術学科、
3NTT東日本関東病院 放射線部、4秋田県立脳血管研究センター 放射線科診療部、
5兵庫医科大学病院 放射線技術部、6山梨大学医学部附属病院 放射線部、
7東北大学大学院 医学系研究科保健学専攻、8徳島文理大学香川校保健福祉学部診療放射線学科、
9藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科、10首都大学東京 健康福祉学部

〇石橋　徹1、竹井　泰孝2、山下　由香利1、塚本　篤子3、加藤　守4、松本　一真5、坂本　肇6、
水谷　宏8、鈴木　昇一9、加藤　洋10、千田　浩一7

O6-5	 小児心臓カテーテル検査・治療における放射線被曝	－面積線量積/体重比による比較検討－
	 Radiation	exposure	of	children	undergoing	cardiac	catheterization	-Comparison	of	

Dose	area	product/Body	weight-

静岡県立こども病院 循環器科

〇真田　和哉、金　成海、原　周平、土井　悠司、田邊　雄大、内山　弘基、小野　頼母、石垣　瑞彦、
佐藤　慶介、芳本　潤、満下　紀恵、新居　正基、田中　靖彦
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O6-6	 右橈骨動脈アプローチが有効であった両大血管右室起始症・肺動脈閉鎖に対するセントラルシャン
ト術後閉塞の一例

	 Central	shunt	intervention	using	right	trans-radial	approach	in	adult	patient	with	DORV	
and	PA	after	central	shunt	palliation

1九州大学 循環器内科学、2九州大学 小児科学

〇坂本　一郎1、大井　啓司1、藤田　鉄平1、梅本　真太郎1、林谷　俊児1、向井　靖1、永田　弾2、
筒井　裕之1

11：50～12：40　B会場
ランチョンセミナー 2　	What	case	can	Figulla	FlexⅡ	be	used?	-a	device	closure	of	ASD	

with	body	weight	<	15kg
座長：馬場　健児（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　小児医科学）

共催：日本ライフライン株式会社

LS2	 What	case	can	Figulla	FlexⅡ	be	used?	-a	device	closure	of	ASD	with	body	weight	<	15kg

〇Do Nguyen Tin（Childrenʼs Hospital 1, Medical University Center, Ho Chi Minh City, Vietnam）

14：10～15：10　B会場
シンポジウム 3　	カテーテルインターベンションは乳児 TOFの治療戦略にどこまで寄与し	

得るか？
座長：大月　審一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　小児医科学）　　　　　　　　

	 佐藤　誠一（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　小児循環器内科）

SY3-1	 Fallot四徴症に対する新生児・乳児早期の経皮的肺動脈弁バルーン拡張術の適応
	 Indication	for	percutaneous	balloon	pulmonary	valvuloplasty	in	neonates	and	early	

infants	with	tetralogy	of	Fallot

〇宗内　淳（地域医療機能推進機構 九州病院 小児科）

SY3-2	 右室流出路再建手術に伴う肺動脈分岐部狭窄症に対する経皮的肺動脈形成術の有効性
	 The	efficacy	of	transluminal	pulmonary	arterial	angioplasty	for	the	branch	pulmonary	

stenosis	in	patients	after	right	ventricular	outflow	tract	repair

〇桑田　聖子（北里大学 医学部 小児科学講座）

SY3-3	 カテーテルインターベンションだけで良いのか？
	 What	is	the	strategy	to	improve	the	prognosis	of	Tetralogy	of	Fallot?

〇鎌田　政博（広島市立広島市民病院 循環器小児科）
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SY3-4	 ファロー四徴におけるバルーン肺動脈弁形成術	Pros	and	Cons
	 Balloon	pulmonary	valvuloplasty	in	patients	with	Tetralogy	of	Fallot	Pros	and	Cons

〇矢崎　諭（榊原記念病院 小児循環器科）

15：10～15：40　B会場
教育講演 3　インターベンション施行にあたって必要な解剖知識　～刺激伝導系、大動脈弁～

座長：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）

EL-3	 インターベンション施行にあたって必要な解剖知識　～刺激伝導系、大動脈弁～
	 Anatomy	for	catheter	intervention	-	Conduction	system	and	Aortic	Valve

〇芳本　潤（静岡県立こども病院 循環器センター）

15：40～16：20　B会場
ディベートセッション　就学前のASDはカテーテル治療の対象である

座長：鎌田　政博（広島市立広島市民病院　循環器小児科）

1	 小学校就学前の小児例に対する経皮的心房中隔欠損閉鎖術の是非
	 Safety	and	limitations	of	percutaneous	ASD	closure	of	preschool	children

〇上田　秀明（神奈川県立こども医療センター 循環器内科）

2	 就学前のASDカテーテル治療はMUSTではない
	 The	catheter	closure	of	ASD	is	not	“must”	for	preschool	children

〇西川　浩（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）

16：30～17：19　ポスター会場
ポスター 2-1：合併症

座長：田村　真道（秋田赤十字病院　小児科）

P2-1-1	肺動脈閉鎖症に対する経皮的肺動脈弁形成術（BVP）後にCircular	shuntを生じた2症例の検討
	 Two	cases	of	circular	shunt	after	balloon	valvuloplasty	for	plumonary	atresia

地域医療機能推進機構 九州病院 小児科

〇飯田　千晶、宗内　淳、渡辺　まみ江、杉谷　雄一郎、岡田　清吾、白水　優光、川口　直樹、
城尾　邦隆
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P2-1-2	カテーテル検査後に下肢浮腫が持続し、原発性リンパ浮腫と診断された1例
	 A	case	of	primary	lymphatic	edema	because	of	continued	limb	edema	after	catheter	

examination

神奈川県立こども医療センター 循環器内科

〇佐藤　一寿、野木森　宜嗣、加藤　昭生、北川　陽介、若宮　卓也、小野　晋、金　基成、柳　貞光、
上田　秀明

P2-1-3	総肺静脈還流異常、垂直静脈狭窄に対するStent留置中のバルーンエントラップメント
	 Balloon	entrapment	at	stent	implantation	for	2	patients	with	pulmonary	venous	

stenosis	and	Total	anomalous	pulmonary	venous	connection

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

〇杉谷　雄一郎1、宗内　淳1、川口　直樹1、白水　優光1、岡田　清吾1、飯田　千晶1、渡邉　まみ江1、
落合　由恵1

P2-1-4	 Amplatzer	Duct	Occluder留置後に溶血を認めた1例
	 Hemolysis	after	transcatheter	closure	of	patent	ductus	arteriosus

1四国こどもとおとなの医療センター 小児循環器内科、2愛媛大学医学部 小児科

〇福留　啓祐1、大西　達也1、宮城　雄一1、寺田　一也1、檜垣　高史2

P2-1-5	術後性右心負荷に伴うリンパ瘻に対する治療戦略
	 Treatment	strategy	for	lymphorrhea	associated	with	postoperative	severe	right	heart	

load

1帝京大学病院 放射線科学講座、2埼玉県済生会川口総合病院 リンパ外科・再建外科、
3神奈川県立こども医療センター 新生児科、4神奈川県立こども医療センター 心臓血管外科、
5神奈川県立こども医療センター 循環器科、6兵庫県立こども病院 循環器科

〇山本　真由1、三原　誠2、原　尚子2、柴崎　淳3、麻生　俊英4、柳　貞光5、瓦野　昌大6、
近藤　浩史1、大場　洋1

P2-1-6	カテーテル手技により肺動脈閉鎖になった重症肺動脈弁狭窄症の1例
	 A	case	of	severe	pulmonary	valve	stenosis	that	became	pulmonary	atresia	by	

catheter	procedure

1北里大学 医学部 小児科、2昭和大学 横浜市北部病院 循環器センター

〇高梨　学1、桑田　聖子1、北川　篤史1、安藤　寿1、齋木　宏文1、木村　純人1、富田　英2、
石井　正浩1
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P2-1-7	総肺静脈還流異常症（Ib）の垂直静脈狭窄に対するステント留置後に上大静脈狭窄を来した右側相同
の一例

	 Superior	vena	cava	stenosis	due	to	stent	implantation	for	vertical	vein	stenosis	in	a	
patient	with	right	isomerism	and	TAPVC

国立成育医療研究センター 循環器科

〇鈴木　孝典、小野　博、林　泰佑、真船　亮、中野　克俊、清水　信隆、三崎　泰志、賀藤　均

16：30～17：12　ポスター会場
ポスター 2-2：Off	Label	Use

座長：森　善樹（聖隷浜松病院　小児循環器科）

P2-2-1	拡張障害の進行を適応としAVP4で塞栓治療を行った冠動脈瘻の2歳女児例
	 Transcatheter	closure	of	a	coronary	artery	fistula	with	an	Amplatzer	Vascular	Plug

大阪母子医療センター 小児循環器科

〇松尾　久実代、高橋　邦彦、廣瀬　将樹、江見　美杉、豊川　富子、平野　恭悠、青木　寿明、
萱谷　太

P2-2-2	 Amplatzer	vascular	plug	II（AVP	II）による開窓型fenestration閉鎖術
	 A	window	type	fenestration	closure	using	Amplatzer	Vascular	Plug	II	(AVP	II)

山梨大学 医学部 小児科

〇吉沢　雅史、喜瀬　広亮、河野　洋介、長谷部　洋平、小泉　敬一、杉田　完爾、戸田　孝子

P2-2-3	 Amplatzer	Vascular	Plugを用いた右冠動脈左室瘻の一例
	 Occlusion	of	a	coronary-cameral	fistula	using	the	Amplatzer	Vascular	Plug	in	a	1-year	old

神奈川県立こども医療センター 循環器内科

〇加藤　昭生、上田　秀明、野木森　宜嗣、佐藤　一寿、北川　陽介、若宮　卓也、小野　晋、金　基成、
柳　貞光

P2-2-4	高度な肺静脈狭窄に対して冠動脈用ステントを留置した総肺静脈還流異常の1症例
	 A	case	report	of	total	anomalous	of	pulmonary	venous	connection;	Use	of	coronary	

stent	for	severe	pulmonary	vein	obstruction

1自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児科、
2自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児先天性心臓血管外科、
3自治医科大学附属病院 循環器内科

〇岡　健介1、片岡　功一1、鈴木　峻1、松原　大輔1、南　孝臣1、河田　政明2、船山　大3
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P2-2-5	Modified	Blalock-Taussigシャント術後の鎖骨下動脈からシャントへの急峻な狭窄病変に対する
ステント留置症例

	 A	case	of	stent	implantation	for	acute	course	lesion	of	stenosis	between	subclavian	
and	Modified	Blalock-Taussig	shunt

1国立循環器病研究センター 小児循環器科、2新潟大学医学部付属病院 小児科

〇豊島　由佳1、北野　正尚1、塚田　正範2、三宅　啓1、白石　公1、黒嵜　健一1

P2-2-6	薬剤溶出性ダブルバルーンが奏功した反復性肺静脈ステント内狭窄
	 Double	drug-eluting	balloon	angioplasty	for	recurrent	pulmonary	venous	in-stent	

stenosis

地域医療機能推進機構 九州病院 小児科

〇川口　直樹、宗内　淳、杉谷　雄一郎、渡辺　まみ江、岡田　清吾、飯田　千晶、白水　優光、
城尾　邦隆

16：30～17：19　ポスター会場
ポスター 2-3：デバイス

座長：高室　基樹（北海道立子ども総合医療・療育センター　小児循環器内科）

P2-3-1	 Ebstein奇形、Fontan術後の静脈血栓症吸引の際にAgilisTM	NxT	Steerable	Introducerが有用
であった1例

	 Successful	thrombus	aspiration	with	AgilisTM	NxT	Steerable	Introducer	in	a	patient	
with	Ebsteinʼs	anomaly	after	Fontan	operation

1大阪母子医療センター 小児循環器科、2大阪母子医療センター 病理診断科

〇下吹越　正紀1、松尾　久実代1、青木　寿明1、廣瀬　将樹1、江見　美杉1、豊川　富子1、平野　恭悠1、
高橋　邦彦1、市川　千宙2、竹内　真2、萱谷　太1

P2-3-2	 Extra-Cardiac	TCPC術後患者に心外導管穿刺を行い心房内にAgilisシースを挿入するテクニック
について

	 Trans-septal	Agilis	sheath	insertion	for	Extra-Cardiac	TCPC	patients

岡山大学病院 小児循環器科

〇栄徳　隆裕、大月　審一、馬場　健児、近藤　麻衣子、栗田　佳彦、福嶋　遥佑、重光　祐輔、
平井　健太
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P2-3-3	 Fontan手術後のfenestrationに対するカテーテル的拡大および作成術に関する検討
	 Catheter	creation	and		dilatation	for	Fontan	fenestration

1岡山大学病院 IVRセンター小児循環器科、2岡山大学病院 小児循環器科

〇馬場　健児1、近藤　麻衣子2、栗田　佳彦2、栄徳　隆裕2、福嶋　遙佑2、重光　祐輔2、平井　健太2、
川本　祐也2、大月　審一2

P2-3-4	コイル塞栓術における先端可動型マイクロカテーテル“ステアリングマイクロカテーテル	LEONIS	
Mova®”の有用性

	 The	usefulness	of	sterring	micro-catheter	(LEONIS	Mova®)	for	coil	embolization

熊本市民病院 小児循環器内科

〇本田　啓、松尾　倫、八浪　浩一

P2-3-5	小児カテーテル検査におけるステアリングマイクロカテーテルの使用経験
	 Our	experience	of	using	steering	micro	catheter	in	pediatric	catheterization

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 小児医療センター 小児心臓外科

〇寺澤　厚志1、桑原　直樹1、山本　哲也1、面家　健太郎1、後藤　浩子1、桑原　尚志1、片桐　絢子2、
中山　祐樹2、岩田　祐輔2、竹内　敬昌2

P2-3-6	 C-STOPPER	Coilの使用経験～医療費削減の試み～
	 Experience	of	C-STOPPER	coil	-	attempt	to	reduce	medical	costs	-

順天堂大学 小児科

〇原田　真菜、福永　英生、井福　真友美、鳥羽山　寿子、田中　登、松井　こと子、古川　岳史、
高橋　健、稀代　雅彦、清水　俊明

P2-3-7	ステント留置後の右肺動脈再狭窄に対し、long	sheathを自作し追加のステントを留置し得た	
総動脈幹症の14歳女児例

	 Additional	stent	placement	for	right	pulmonary	restenosis	using	a	self-built	long	sheath	
in	14	year-old-girl	with	truncus	arteriosus

1宮城県立こども病院 循環器科、2宮城県立こども病院 心臓血管外科

〇大軒　健彦1、小澤　晃1、矢尾板　久雄1、川合　英一郎1、田中　高志1、崔　禎浩2
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16：30～17：33　ポスター会場
ポスター 2-4：バルーン

座長：高橋　信（岩手医科大学附属病院循環器医療センター）

P2-4-1	 Pulmonary	Atresia	with	Intact	Ventricular	Septum（PA/IVS）治療戦略におけるPTPVの意義
	 The	effect	of	PTPV	about	the	treatment	strategy	for	PA/IVS

1岡山大学病院 小児循環器科、2岡山大学病院 心臓血管外科

〇福嶋　遥佑1、大月　審一1、馬場　健児1、近藤　麻衣子1、栄徳　隆裕1、重光　祐輔1、平井　健太1、
川本　祐也1、笠原　真悟2、小谷　恭弘2

P2-4-2	術後末梢性肺動脈狭窄に対して低血管バルーンサイズ比率のnoncompliant	balloonを用いた	
バルーン拡張術の遠隔期成績

	 Long	term	effectiveness	of	percutaneous	transcatheter	angioplasty	with	noncompliant	
balloon	of	low	vessel-balloon	ratio	in	post-operative	peripheral	pulmonary	stenosis

1富山大学 大学院 医学薬学研究部 医学、2富山大学  医学部 医学科 小児科学、
3富山大学 医学部 医学科 第一外科学

〇齋藤　和由1,2、宮尾　成明2、小澤　綾佳2、廣野　恵一1,2、市田　蕗子2、青木　正哉3、芳村　直樹3

P2-4-3	 Fontan術後の循環不全に対し、fenestrationのバルーン拡大を施行した症例の検討
	 Balloon	dilation	for	fenestration	in	cases	of	Fontan	failure

1兵庫県立こども病院 循環器科、2兵庫県立こども病院 心臓血管外科

〇谷口　由記1、田中　敏克1、上村　和也1、瓦野　昌大1、松岡　道生1、亀井　直哉1、城戸　佐知子1、
日隈　智憲2、松久　弘典2、大嶋　義博2

P2-4-4	一側にステントが留置された両側肺動脈分岐部狭窄に対するバルーン治療～ステント破損を防ぐ工夫～
	 Tips	for	preventing	stent	fracture	during	balloon	angioplasty	for	contralateral	

pulmonary	artery	bifurcation	stenosis

九州大学病院 小児科

〇長友　雄作、松岡　良平、江口　祥美、村岡　衛、福岡　将治、鵜池　清、平田　悠一郎、永田　弾、
大賀　正一

P2-4-5	心臓カテーテル治療により肺動脈順行性血流形成を試みた新生児重症Ebstein病および肺動脈閉鎖
の一例

	 A	case	of	Ebsteinʼs	anomaly	and	pulmonary	atresia	tried	to	create	pulmonary	
anterograde	flow	by		cardiac	catheterization

1あいち小児保健医療総合センター 新生児科、2あいち小児保健医療総合センター 循環器科

〇大島　康徳1、森鼻　栄治1、鬼頭　真知子1,2、森　啓充2、江竜　喜彦1,2、河井　悟2、安田　和志2
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P2-4-6	肺移植術後早期に吻合部肺動脈狭窄に対して段階的に経皮的バルーン拡張術を行った一成人例
	 Two-stage	balloon	pulmonary	angioplasty	performed	in	the	early	postoperative	period	

after	lung	transplantation

1東京大学医学部附属病院 小児科、2東京大学医学部附属病院 呼吸器外科、
3東京大学医学部附属病院 循環器内科

〇白神　一博1、平田　陽一郎1、浦田　晋1、朝海　廣子1、進藤　考洋1、犬塚　亮1、佐藤　雅昭2、
安樂　真樹2、齊藤　暁人3、稲葉　俊郎3、岡　明1

P2-4-7	両側肺動脈絞扼術後の絞扼部拡張に対して想定より小さなバルーン拡大で有効であった1例
	 A	case	that	was	effective	in	balloon	dilatation	smaller	than	an	assumption	after	

bilateral	pulmonary	artery	banding

近畿大学 医学部 小児科学教室

〇丸谷　怜、上嶋　和史、稲村　昇、竹村　司

P2-4-8	 PA.IVSおよびSevere	ASに対する段階的インターベンション
	 Stepped	interventions	for	PA.IVS	and	Severe	AS

1地域医療機能推進機構 九州病院 小児科、2熊本市民病院 小児科

〇飯田　千晶1、宗内　淳1、渡辺　まみ江1、杉谷　雄一郎1、岡田　清吾1、白水　優光1、川口　直樹1、
城尾　邦隆1、松尾　倫2

P2-4-9	肺動脈閉鎖兼正常心室中隔および重症肺動脈狭窄に対する経皮的肺動脈弁形成術の遠隔期予後
	 Late	complications	in	patients	with	PAIVS/critical	PS	after	pulmonary	valvuloplasty

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

〇杉谷　雄一郎1、宗内　淳1、川口　直樹1、白水　優光1、岡田　清吾1、飯田　千晶1、渡邉　まみ江1、
落合　由恵2

16：30～17：40　ポスター会場
ポスター 2-5：ステント

座長：藤井　隆成（昭和大学横浜市北部病院　循環器センター）

P2-5-1	 Fontan手術時に左上大静脈吻合部を横断する肺動脈狭窄に対しステント留置と吻合部のステント
side-cell拡大を行った1例

	 Stenting	and	side-cell	dilatation	for	left	pulmonary	artery	stenosis	crossing	over	
anastomosed	part	of	superior	vena	cava	at	Fontan	procedure

順天堂大学 小児科

〇松井　こと子、古川　岳史、井福　真友美、鳥羽山　寿子、田中　登、原田　真菜、福永　英生、
高橋　健、稀代　雅彦、清水　俊明
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P2-5-2	 Fontan手術後のIntracardiac	reroute	stenosisに対してstent留置術を施行したACHDの2症例
	 Two	adult	cases	received	stent	implantation	for	a	different	type	of	stenosis	in	the	

intra-cardiac	Fontan	reroute

1国立循環器病研究センター 小児循環器科、2国立循環器病研究センター 小児心臓血管外科

〇大澤　麻登里1、北野　正尚1、藤野　光洋1、藤本　一途1、市川　肇2、白石　公1、黒嵜　健一1

P2-5-3	左心狭窄疾患に対する動脈管ステント留置の現状
	 Effectiveness	of	ductal	stenting	in	the	patients	with	complex	heart	disease

1福岡市立こども病院 循環器科、2福岡市立こども病院 心臓血管外科

〇倉岡　彩子1、兒玉　祥彦1、石川　友一1、中村　真1、佐川　浩一1、石川　司朗1、小田　晋一郎2、
中野　俊秀2、角　秀秋2

P2-5-4	心外型総肺静脈還流異常を合併した単心室術後肺静脈狭窄に対し繰り返しinterventionを行って
いる1例:第3報（Glenn解体後の経過）

	 Multiple	intervention	for	postoperative	pulmonary	vein	obstruction	:	a	case	report	of	
asplenia	with	TAPVC

1福岡市立こども病院 循環器科、2福岡市立こども病院 心臓外科、3現JCHO九州病院 小児科

〇鍋嶋　泰典1、中村　真1、兒玉　祥彦1、倉岡　彩子1、佐川　浩一1、石川　司朗1、中野　俊秀2、
角　秀秋2、杉谷　雄一郎3

P2-5-5	 Fontan術後に狭小化したmain	PAへの治療介入を要した2症例
	 Two	cases	with	require	intervention	for	narrowing	main	pulmonary	artery	after	

Fontan	Operation

大阪母子センター

〇豊川　富子、廣瀬　将樹、江見　美杉、松尾　久美代、平野　恭悠、青木　寿明、高橋　邦彦、
萱谷　太

P2-5-6	 Fontan術後のConduit狭窄に対するStent留置の有効性と安全性の検討
	 Study	of	efficacy	and	safety	of	stent	implantation	for	conduit	stenosis	after	Fontan	

procedure

国立循環病研究センター 小児循環器科

〇馬場　恵史、北野　正尚、藤本　一途、羽山　陽介、大内　秀雄、白石　公、黒嵜　健一
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P2-5-7	Norwood型手術後の左肺動脈狭窄に対する早期ステント留置の中期予後
	 Early	stent	placement	for	post-operative	severe	left	pulmonary	artery	stenosis	in	

Norwood	type	operation

埼玉医科大学 国際医療センター 小児心臓科

〇小柳　喬幸、今村　知彦、長田　洋資、連　翔太、中野　茉莉恵、小島　拓朗、葭葉　茂樹、
小林　俊樹、住友　直方

P2-5-8	大動脈弁置換術後、機械弁輪の圧排による冠動脈狭窄による心筋梗塞に対して経皮的冠動脈形成術
を施行した完全大血管転位症の一例

	 The	case	of	D-TGA	who	underwent	PCI	for	coronary	stenosis	due	to	compression	by	
aortic	mechanical	valve	ring

1東京女子医科大学 循環器内科、2東京女子医科大学 循環器小児科

〇小暮　智仁1、杉山　央2、森　浩輝2、佐藤　正規2、原田　元2、石井　徹子2、山口　淳一1、
萩原　誠久1

P2-5-9	高血圧性脳症のため緊急ステント留置術を施行した高度異型大動脈縮窄症合併高安動脈炎の1例
	 Emergent	percutaneous	stenting	for	severe	aortic	coarctation	associated	with	

Takayasuʼs	arteritis

1あいち小児保健医療総合センター 循環器科、2あいち小児保健医療総合センター 新生児科

〇森　啓充1、安田　和志1、大島　康徳1,2、鬼頭　真知子1,2、江竜　喜彦1,2、森鼻　栄治2、河井　悟1

P2-5-10	Rastelli手術後の末梢性肺動脈狭窄に対しステント留置術を行い、循環動態が改善した3症例
	 3	cases	of	stenting	for	peripheral	pulmonary	stenosis	after	Rastelli	operation

神奈川県立こども医療センター 循環器内科

〇佐藤　一寿、野木森　宜嗣、加藤　昭生、北川　陽介、若宮　卓也、小野　晋、金　基成、柳　貞光、
上田　秀明
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8：00～9：00　A会場
JPIC 会員限定Closed	Session　	カテーテル治療中の重大事象を振り返る（Case	Conference）

座長：大月　審一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　小児医科学）
	 須田　憲治（久留米大学医学部小児科学講座）　　　　　　　　

9：10～10：40　A会場
特別セッション　VSDカテーテル治療の最前線

座長：須田　憲治（久留米大学医学部小児科学講座）　　　
	 中川　直美（広島市立広島市民病院　循環器小児科）

1	 膜様部心室中隔欠損に対するコイル閉鎖術
	 Transcatheter	coil	occlusion	of	perimembranous	ventricular	septal	defect

〇羽根田　紀幸（医療法人 どれみクリニック基常小児科）

2	 Device	closure	of	VSD	using	Amplatzer	occluders

〇Joaquim Miró（Hôpital Sainte-Justine, Montréal, Canada）

3	 Device	selection	in	VSD-	morphological	correlates

〇Do Nguyen Tin（Childrenʼs Hospital 1, Medical University Center, Ho Chi Minh City, Vietnam）

10：50～11：40　A会場
特別講演 2　放射線科医が行う血管塞栓術

座長：家村　素史（社会医療法人　雪の聖母会　聖マリア病院）

SL-2	 放射線科医が行う血管塞栓術
	 Embolization	procedure	by	interventional	radiologists

〇小金丸　雅道（久留米大学医学部 放射線医学講座）

11：50～12：40　A会場
ランチョンセミナー 3　Systematic	percutaneous	PDA	and	ASD	closure:	the	experience	in	Montreal

座長：須田　憲治（久留米大学医学部小児科学講座）
共催：セント・ジュード・メディカル株式会社

LS3	 Systematic	percutaneous	PDA	and	ASD	closure:	the	experience	in	Montreal

〇Joaquim Miró（Hôpital Sainte-Justine, Montréal, Canada）

1月 20日（土）
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12：50～13：50　A会場
シンポジウム 4　今問う　PDA閉鎖術のデバイスの選択	－どんな形態に何が適当か？

座長：矢崎　　諭（榊原記念病院　小児循環器科）　　　　
	 星野　健司（埼玉県立小児医療センター　循環器科）

SY4-1	 2mmルールは妥当か。当院のPDA閉鎖術経験から見えること。
	 Duct	occluder	or	coil;	Is	“2mm	rule”	legitimately	ideal	for	PDA	closure?

〇加藤　温子（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）

SY4-2	 長いPDAに対するカテーテル治療の工夫
	 Transcatheter	closure	of	long	PDA

〇田中　敏克（兵庫県立こども病院 循環器内科）

SY4-3	 動脈管開存に対するカテーテル治療の現状と展望
	 Present	and	future	for	closure	of	patent	ductus	arteriosus

〇藤野　光洋（国立循環器病研究センター 小児循環器科）

SY4-4	 より効果的・安全なPDA閉鎖術を目指して～AVPII使用開始後からのまとめ～
	 Try	for	the	more	effective	and	safer	percutaneous	closure	of	PDA.;	Experience	of	the	

use	of	PDA	devices

〇森藤　祐次（広島市立広島市民病院 循環器小児科）

13：50～14：30　A会場
スポンサードセミナー 3　	ステアリングマイクロカテーテル「LEONIS	Mova®」を用いた新たな

カテーテル治療　～インターベンションからアプローチまで～
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）

共催：住友ベークライト株式会社

SS3	 ステアリングマイクロカテーテル「LEONIS	Mova®」を用いた新たなカテーテル治療
～インターベンションからアプローチまで～

	 New	catheter	therapy	with	steerable	microcatheter	“LEONIS	Mova®”:	
lecture	about	its	usefulness	from	intervention	to	approach

〇平田　悠一郎（九州大学病院 小児科 小児循環器）
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14：30～15：30　A会場
JPIC-CVIT ジョイントシンポジウム　	肺高血圧合併心疾患に対する治療戦略：小児期から高齢

者まで
座長：赤木　禎治（岡山大学病院　循環器内科）　　　　　　　　

	 原　　英彦（東邦大学医療センター大橋病院　循環器内科）

JS-1	 小児肺高血圧症に対する治療戦略
	 The	management	of	pulmonary	hypertension	in	children

〇中山　智孝（東邦大学医療センター大森病院 小児科）

JS-2	 慢性肺血栓塞栓症の診断と治療
	 The	management	for	chronic	thromboembolic	pulmonary	hypertension

〇新家　俊郎（神戸大学大学院医学研究科 内科学講座 循環器内科学分野）

JS-3	 肺高血圧合併左右短絡疾患に対するカテーテル治療
	 Transcatheter	closure	of	atrial	communication	complicated	with	pulmonary	arterial	

hypertension

〇高谷　陽一（岡山大学 循環器内科）

JS-4	 高齢者における肺動脈性肺高血圧症
	 Pulmonary	hypertension	in	the	elderly

〇田原　宣広（久留米大学医学部 内科学講座 心臓・血管内科部門）

10：20～11：40　B会場
会長要望演題 5：Off	Label	Use

座長：杉山　央（東京女子医科大学病院　循環器小児科）
	 賀藤　均（国立成育医療研究センター）　　　　　

CO5-1	 重度肺高血圧を合併した大口径の動脈管開存成人症例に対するAmplatzer	Septal	Occluderを用
いた閉鎖後の臨床経過

	 The	clinical	course	of	large	patent	ductus	arteriosus	with	severe	pulmonary	
hypertension	using	Amplatzer	Septal	Occluder	in	an	adult	patient

1国立循環器病研究センター、2新潟大学

〇森本　美仁1、北野　正尚1、藤本　一途1、塚田　正範2、白石　公1、黒嵜　健一1
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CO5-2	 生後1か月、2.8kgの低出生体重児に対する動脈管開存閉鎖術;	Amplatzer	Vascular	Plug	IIを
用いて

	 Transcatheter	occlusion	of	PDA	for	a	low	birth	weight	infant	of	1-month-old;	Use	of	
Amplatzer	Vascular	Plug	II

1昭和大学 横浜市北部病院 循環器センター、2昭和大学 横浜市北部病院 こどもセンター

〇佐々木　赳1、富田　英1、山口　英貴1、浅田　大1、藤井　隆成1、宮原　義仁1、樽井　駿1、
曽我　恭介2

CO5-3	 巨大冠動脈瘻に対して日齢11にAmplatzer	Vascular	plug	IIによる閉鎖術を施行した一例
	 A	case	of	hybrid	closure	of	a	giant	coronary	artery	fistula	with	Amplatzer	Vascular	

plug	II	in	an	11-day-old	infant

1宮城県立こども病院 循環器科、2宮城県立こども病院 心臓血管外科

〇高橋　怜1、小澤　晃1、大軒　健彦1、川合　英一郎1、松尾　諭志2、小西　章敦2、崔　禎浩2、
田中　高志1

CO5-4	 Mustard術後遠隔期に生じた大静脈狭窄と高度房室ブロックに対し胃・十二指腸用ステントとペー
スメーカー留置術を行った一例

	 Use	of	pyloric/duodenal	stent	for	superior	and	inferior	vana	caval	obstruction	after	
Mustard	operation

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、3聖マリアンナ医科大学 循環器内科

〇麻生　健太郎1、長田　洋資1、桜井　研三1、水野　将徳1、都築　慶光1、三村　秀文2、佐藤　如雄3、
高野　誠3

CO5-5	 Coronary	Stent	のOff	Label	Use
	 Off	label	use	of	coronary	stent

静岡県立こども病院 循環器科

〇満下　紀恵、金　成海、原　周平、内山　弘貴、田邊　雄大、石垣　瑞彦、佐藤　慶介、芳本　潤、
新居　正基、田中　靖彦

CO5-6	 フォンタン術後のPolytetrafluoroethylene	graftに対する経皮的開窓術を施行した一例
	 Percutaneous	fenestration	of	Polytetrafluoroethylene	graft	after	Fontan	pocedure:		

A	case	report

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院

〇荻野　佳代、村尾　麻衣、森　秀洋、河本　敦、上田　和利、林　知宏、脇　研自、新垣　義夫
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CO5-7	 Fontan型手術後肺動脈内に留置したステント連続12症例の予後
	 Outcome	of	endovascular	stents	implanted	in	pulmonary	artery	after	Fontan-type	

surgery	of	consecutive	12	cases

静岡県立こども病院 循環器科

〇原　周平、金　成海、内山　弘基、田邊　雄大、石垣　瑞彦、佐藤　慶介、芳本　潤、満下　紀恵、
新居　正基、田中　靖彦

CO5-8	 JPIC保険診療委員会取組み報告

昭和大学横浜市北部病院 循環器センター

〇富田　英

CO5-9	 特別発言

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

〇白土　治己

11：50～12：40　B会場
ランチョンセミナー 4　小児インターベンション治療における塞栓術

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）
共催：日本ストライカー株式会社

LS4-1	 都立小児総合医療センターにおける塞栓術の実際

〇大木　寛生（都立小児総合医療センター）

LS4-2	 神奈川県立こども医療センターにおける塞栓術のTopics

〇上田　秀明（神奈川県立こども医療センター）

12：50～13：20　B会場
教育講演 4　小児に対するBrockenbrough の基本

座長：宮﨑　文（天理よろづ相談所病院　小児循環器科　先天性心疾患センター）

EL-4	 小児に対するBrockenbroughの基本
	 Basics	of	Brockenbrough	method	for	children	and	congenital	heart	disease

〇鈴木　嗣敏（大阪市立総合医療センター 小児不整脈科）

program

１
月
20
日
㈯

57第 29 回 日本 Pediatric Interventional Cardiology 学会 学術集会



13：20～13：50　B会場
教育講演 5　ステント治療の基本

座長：金　成海（静岡県立こども病院　循環器科）

EL-5	 ステント治療の基本
	 Basic	concept	and	technique	of	stent	implantation

〇石井　徹子（東京女子医科大学病院 循環器小児科）

13：50～14：20　B会場
教育講演 6　経皮的バルーン大動脈弁形成術　－安全で有効な手技とその治療戦略－

座長：松井　彦郎（東京大学医学部附属病院　小児科）

EL-6	 経皮的バルーン大動脈弁形成術　－安全で有効な手技とその治療戦略－	
Percutaneous	balloon	aortic	valvuloplasty	－safe	and	effective	procedure	and	the	
strategy－

〇北野　正尚（国立循環器病研究センター 小児循環器科）

14：20～15：16　B会場
一般演題 7：その他（2）

座長：佐川　浩一（福岡市立こども病院　循環器科）

O7-1	 体肺側副動脈（APC）に対するAVP2を用いた塞栓術の際、APCの解離をきたしたファロー四徴症
の1例

	 A	case	of	tetralogy	of	fallot	that	associated	Dissection	of	AP	collateral	artery	during	
the	procedure	of	embolization	using	AVP2

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

〇丸山　和歌子1、松井　勝敏1、村上　修一1、押谷　知明1、數田　高生1、中村　香絵1、藤野　光洋1、
川崎　有希1、江原　英治1、加藤　有子2、吉田　葉子2、鈴木　嗣敏2、村上　洋介1

O7-2	 末梢肺動脈発育の治療戦略におけるカッティングバルーンの役割
	 Role	of	cutting	balloon	angioplasty	for	growth	of	peripheral	pulmonary	arteries

1自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児科、
2自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児手術・集中治療部

〇鈴木　峻1、片岡　功一1,2、安済　達也1、古井　貞浩1、岡　健介1、松原　大輔1、みなみ　孝臣1、
山形　崇倫1
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O7-3	 Rastelli型手術におけるhand-made	valved	conduitへのバルーン拡張術
	 Balloon	valvuloplasty	for	hand-made	valved	conduits	of	right	ventricular	outflow	tract

兵庫県立こども病院 循環器科

〇三木　康暢、田中　敏克、上村　和也、瓦野　昌大、谷口　由記、松岡　道生、亀井　直哉、
小川　禎治、富永　健太、城戸　佐知子

O7-4	 ドブタミン負荷にて治療適応を確認した肺動脈弁狭窄症のアスリート症例
	 Dobutamine	infusion	in	athlete	with	pulmonary	valvar	stenosis

大阪医科大学

〇岸　勘太、片山　博視、尾崎　智康、小田中　豊、蘆田　温子、玉井　浩

O7-5	 逆行性に肺静脈にアプローチし、TCPC術後のVV-Collateralを閉塞した一例
	 Succsessful	VV-Collateral	Occulusion	after	TCPC	with	retrograde	approach	to	

pulmonary	vein

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児循環器内科

〇竹蓋　清高、島袋　篤哉、塚原　正之、内田　英利、中矢代　真美、佐藤　誠一

O7-6	 動脈管ステント留置時に腎動脈を損傷し、コイル塞栓でレスキューした大動脈縮窄複合の新生児例
	 Neonatal	case	of	renal	arterial	injury	during	ductal	stenting	that	was	rescued	by	coil	

embolization

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 心臓血管外科

〇水野　将徳1、都築　慶光1、長田　洋資1、小野　裕國2、近田　正英2、麻生　健太郎1

15：30～15：40　A会場
閉会式
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