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　この度、第36回日本小児循環動態研究会学術集会を2016年10月21日（金）～10月22日（土）に金沢医科大

学医学教育棟にて開催させていただくことになりました。

　日本小児循環動態研究会は「発達途上および小児期発症心疾患の心機能および血行動態に関する最新の情報を交

換し、会員相互の知識向上を計ることによって、広くこの分野の発展に寄与すること」を目的として発足しました。

本研究会の第１回は1981年２月１日に開催された “小児心機能血行動態談話会−東京女子医大” までさかのぼり、

約35年の歴史をもつ伝統のある研究会です。これまで、小児心臓病のみならず、小児疾患における循環動態を心

臓カテーテル検査、心エコー検査、心臓MRI 検査などを用いて評価する発表が多くなされてきました。その多くは、

単なる循環動態評価にとどまらず、それらの評価から薬剤の有効性、先天性心疾患術式による影響、手術時期の検討、

治療方針の決定など、臨床的意義のある発信がなされています。さらに、本研究会の討論は、毎回熱い議論がなされ、

これからの小児循環器医療を支える若手医師の登竜門的な場となっています。

　第36回日本小児循環動態研究会学術集会のメインテーマは「QOL改善のための循環動態」としました。小児循

環器医療の目覚ましい発達により多くの先天性心疾患児の救命率が向上しました。それと同時に、私たち臨床医は、

彼らの良好なQOLを担保しなければいけません。先天性心疾患児にとって、良好なQOLは、良好な循環動態が必

要不可欠です。本研究会で「QOL改善のための循環動態」のセッションを設けて、しっかりと議論していきたいと

考えております。

　特別講演、教育講演は、富山大学循環器内科主任教授絹川弘一郎先生、元大阪府立母子医療センター病院長岸本

英文先生（心臓血管外科）、名古屋大学医学部心臓外科特任教授秋田利明先生にお願い致しました。

　金沢医科大学は、石川県能登の入り口になる内灘という場所にあります。金沢駅から車で30分程度の場所で、

送迎バス等の準備もしております。本研究会の運営は身にあまる重責ではございますが、誠心誠意全力で最善を尽

くして参りますので、何とぞご支援とご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

中村　常之 金沢医科大学病院 小児循環器内科 科長

挨　拶
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第36回日本小児循環動態研究会学術集会のご案内

1．会場
　金沢医科大学医学教育棟４階講議室

2．受付
　研究会に参加される方は必ず受付をお願いします。
　ネームプレートは必ず着用して下さい。
　受付時間：10月21日（金）11:30～17:30
　　　　　　10月22日（土）  8:00～12:00
　参加費用：研究会参加費　7,000円
　　　　　　懇親会費　　　無料
　研究会出席証明
　　日本小児循環器学会専門医制度単位　８単位
　　日本小児科学会専門医制度単位　３単位

3．口演発表者の方へ
　１）口演発表について

・１演題12分（発表６分、質疑６分）
　持ち時間を厳守し、座長の指示に従い、円滑な進行にご協力お願いします。
・発表15分までには次演者席で待機してください。
・発表データの作成・持ち込みについて
　  フラッシュメモリーまたはCD-Rによるメディア持込みとさせていただきます。メディアでの受付は
Windowsで作成したもののみとさせていただきます。※MacintoshまたはWindowsで動画・音声をご
使用の場合はご自身のPC本体をご持参ください。その場合、電源アダプターを必ずご持参ください。コ
ネクタの形状はMiniD-Sub15ピンに限ります。

　２）ポスター発表について
・１演題10分（発表５分、質疑５分）
　  持ち時間を厳守し、座長の指示に従い、円滑な進行にご協力お願い
します。
・発表15分までには各ポスターパネル前に待機して下さい
・ポスター作成と貼付けについて
　  ポスターパネルの面積は、高さ210cm×幅90cmです。上部左側
の演題番号は研究会事務局で準備します。高さ190cm×幅90cm
に発表内容を掲示して下さい。ポスター内に演題名、所属、演者名
を明記して下さい。

・掲示・発表・撤去時間について
　10月21日（金曜日）掲示11:30～14:00まで
　10月22日（土曜日）撤去12:00～13:00
　  より多くの参加者が、発表時間以外も閲覧できるように、発表終了
後の延長掲示をお願いします。尚、撤収時間を過ぎて会場内に残っ
たポスターは事務局で処分致します。

ポスター貼付けスペース

不要

190cm

20cm

20cm
90cm
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■JR線
金沢駅

バス　30分
タクシー 25分

当日はシャトルバスを手配します。
乗降場は改札口を出て左側（西口）へ
お進みいただき、「金沢駅西口団体バ
ス乗降場」へお越し下さい。
※ 定員は45名です。先着順になりま
すのでご了承ください。

10月21日（金）
金沢駅−金沢医科大学
11時30分
12時30分

金沢医科大学−金沢駅
19時00分

10月22日（土）
金沢駅−金沢医科大学
７時45分

金沢医科大学−金沢駅
14時30分

アクセスマップ

〈学術集会会場〉
金沢医科大学医学教育棟４階講議室
〒920-0293　石川県河北郡内灘町大学1-1、TEL：076-286-2211

〈幹事会〉
金沢医科大学医学教育棟５階中会議室
日時　10月21日金曜日　午後12時30分～（昼食あり）
（当日は午前11時30分にシャトルバスを手配します）
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日程表　10月21日（金）

時　間 プ　ロ　グ　ラ　ム

12:30～13:25 幹事会（金沢医科大学医学教育棟5階中会議室）

13:25～13:30 開会の辞　中村　常之（金沢医科大学病院小児循環器内科）

13:30～14:06 一般演題1
「右心機能、右心血行動態」
座長：上野　倫彦

01 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
 豊野　学朋
02 福岡市立こども病院循環器科 杉谷雄一郎
03 静岡県立こども病院循環器科 佐藤　慶介

14:06～15:18 一般演題2
「左心機能・左心血行動態」
座長：増谷　　聡、
　　　豊野　学朋

04 地域医療機能推進機構（JCHO）九州病院 長友　雄作
05 順天堂大学小児科 磯　　武史
06 静岡県立こども病院循環器科 小野　頼母
07 榊原記念病院小児循環器科 齋藤　美香
08 富山市民病院小児科 橋本　郁夫
09 長野県立こども病院循環器小児科 内海　雅史

15:30～16:20 ポスターセッション1
「症例」
座長：中村　常之

01 千葉県こども病院循環器内科 白石　真大
02 倉敷中央病院小児科 三木　康暢
03 JCHO中京病院中京こどもハートセンター小児循環器科
 佐藤　　純
04 JCHO中京病院中京こどもハートセンター小児循環器科
 大森　大輔
05 日本大学小児科学系小児科学分野 小森　暁子

15:30～16:10 ポスターセッション2
「症例」
座長：大橋　直樹

06 富山大学小児科 岡部　真子
07 日本大学医学部小児科学系小児科学分野 渡邉　拓史
08 長野県立こども病院循環器小児科 百木　恒太
09 慶應義塾大学医学部小児科 前田　　潤

16:30～17:30 一般演題3
「Fontan手術」
座長：瀧聞　浄宏

10 神奈川県立こども医療センター循環器内科 小野　　晋
11 榊原記念病院小児循環器科 稲毛　章朗
12 埼玉医科大学総合医療センター小児循環器科 栗嶋クララ
13 埼玉医科大学総合医療センター小児循環器科 岩本　洋一
14 静岡県立こども病院循環器科 田邊　雄大

17:30～17:35 幹事会からの連絡、次回会長の挨拶

17:45～18:45 特別講演
（イブニングセミナー）
座長：住友　直方

絹川弘一郎先生（富山大学医学部第二内科教授）

19:30～21:00 懇親会（参加費無料）
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日程表　10月22日（土）

時　間 プ　ロ　グ　ラ　ム

8:30～9:00 教育講演Ⅱ
座長：西川　　浩

秋田利明先生（名古屋大学医学部心臓外科特任教授）

9:00～10:12 一般演題4
「周生期関連」
座長：福見　大地、
　　　栗嶋クララ

15 中東遠総合医療センター小児循環器科 岩島　　覚
16 名古屋第一赤十字病院小児科 濱口　直子
17 地域医療機能推進機構（JCHO）九州病院小児科 岡田　清吾
18 国立循環器病研究センター小児循環器科 福山　　緑
19 順天堂大学医学部附属静岡病院産婦人科 山本　祐華
20 名古屋第二赤十字病院小児科 横山　岳彦

10:30～11:18 一般演題5
「成人先天性心疾患」
座長：廣野　恵一

21 国立循環器病研究センター小児循循環器科 藤野　光洋
22 福岡市立こども病院循環器科 佐々木智章
23 国立循環器病研究センター小児循環器科 羽山　陽介
24 福岡市立こども病院循環器科 連　　翔太

11:18～12:06 一般演題6
「治療／左心低形成症候群」
座長：高橋　　健

25 聖マリアンナ医科大学小児科 麻生健太郎
26 日本大学医学部小児科学系小児科学分野 中村　隆広
27 福岡市立こども病院循環器科 福永　啓文
28 千葉県こども病院循環器科 東　　浩二

12:15～13:15 教育講演Ⅰ
座長：石丸　和彦

岸本英文先生（元大阪府立母子医療センター病院長）

13:15～14:03 一般演題7
「負荷試験／肺血管」
座長：村上　智明

29 国際医療福祉大学熱海病院小児科 堀口　泰典
30 埼玉医科大学総合医療センター小児循環器科 桑田　聖子
31 福岡市立こども病院循環器科 倉岡　彩子
32 北海道大学病院小児科 山澤　弘州

14:03～14:08 閉会の辞・表彰　会長特別賞　中村　常之
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プログラム

日時：2016年10月21日（金）10月22日（土）
会場：金沢医科大学医学教育棟４階講議室
　　　〒920-0293　石川県河北郡内灘町大学1-1、TEL：076-286-2211
会長：中村常之（金沢医科大学病院小児循環器内科科長）

第１日目　10月21日（金）

12：30～13：25　　幹事会（金沢医科大学医学教育棟５階中会議室）
13：25～13：30　　開会の辞� 中村　常之（金沢医科大学病院小児循環器内科）

13：30～14：06　　一般演題１「右心機能、右心血行動態」� 座長：上野　倫彦（日鋼記念病院小児科）

01　��Fallot四徴症術後の肺動脈弁逆流が右心室機能に及ぼす影響：tricuspid�annular�plane�systolic�excursionの限界
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１）、秋田大学医学部循環型医療教育システ
ム学講座２）

豊野学朋１）、山田俊介１）、岡崎三枝子１）２）、高橋　勉１）

02　右室流出路形成（RVOTR）が肺動脈閉鎖兼正常心室中隔（PAIVS）の単心室循環に及ぼす効果
福岡市立こども病院循環器科１）、同心臓血管外科２）

杉谷雄一郎１）、佐川浩一１）、豊村大亮１）、井福俊允１）、連　翔太１）、加藤　敦１）、郷　清貴１）、佐々木智章１）、
福永啓文１）、倉岡彩子１）、兒玉祥彦１）、中村　真１）、石川司朗１）、中野俊秀２）、角　秀秋２）

03　CMRによるPA/IVS症例の術後評価：Post-operative�evaluation�for�PA/IVS�patients�with�CMR
静岡県立こども病院循環器科
佐藤慶介、内山弘基、田邊雄大、赤木健太郎、小野頼母、石垣瑞彦、芳本　潤、金　成海、満下紀恵、�
新居正基、田中靖彦

14：06～15：18　　一般演題２「左心機能・左心血行動態」
座長：増谷　　聡（埼玉医科大学総合医療センター小児循環器科）

豊野　学朋（秋田大学　小児科）　　　　　　　　　　　　

04　経皮的大動脈弁形成術後の機能的大動脈弁逆流―左室圧容量曲線の推定による考察―
地域医療機能推進機構（JCHO）九州病院
長友雄作、宗内　淳、松岡良平、白水優光、岡田清吾、飯田千晶、渡辺まみ江

05　層別ストレイン解析によるファロー四徴症の左室機能低下の発生機序の解明
順天堂大学小児科１）、榊原記念病院小児循環器科２）、東京女子医科大学心臓病センター循環器小児科３）、
順天堂大学心臓血管外科４）

磯　武史１）、山田真梨子１）、高橋　健１）、小林真紀１）、大野香奈１）、重光幸栄１）、秋元かつみ１）、稀代雅彦１）、
稲毛章郎２）、嘉川忠博２）、朴　仁三３）、中西啓介４）、川崎志保理４）、清水俊明１）

06　小児期大動脈弁閉鎖不全に対する至適介入時期の検討
静岡県立こども病院循環器科
小野頼母、新居正基、佐藤慶介、内山弘基、赤木健太郎、田邊雄大、石垣瑞彦、芳本　潤、金　成海、�
満下紀恵、田中靖彦
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07　3D経食道エコー検査による大動脈弁一尖弁の重症度評価
榊原記念病院小児循環器科１）、循環器内科２）

齋藤美香１）、馬原啓太郎２）、桑田聖子１）、石井　卓１）、浜道裕二１）、稲毛章郎１）、上田知実１）、矢崎　諭１）、
嘉川忠博１）

08　TMAD,�MAPSEを用いた急性期川崎病の心機能評価
富山市民病院小児科
橋本郁夫、齋藤　悠、坂田奈緒、柴田　幸

09　CRT�super-responderのDCMにおける左室壁運動回復について―2D�speckle�tracking�imagingを用いた検討―
長野県立こども病院循環器小児科
内海雅史、瀧聞浄宏、武井黄太、田澤星一、安河内聰、中村太地、川村順平、浮網聖実

15：18～15：30　　―休憩―

15：30～16：20　　ポスターセッション１「症例」� 座長：中村　常之（金沢医科大学病院小児循環器内科）

01　高用量spironolactone投与により心機能の改善を認めたCardio-renal�syndrome（type�4）の一例
千葉県こども病院循環器内科１）、腎臓内科２）

白石真大１）、村上智明１）、榊真一郎１）、長岡孝太１）、伊東幸恵１）、真船　亮１）、名和智裕１）、福岡将治１）、
東　浩二１）、中島弘道１）、青墳裕之１）、山本翔大２）、苗代有鈴２）、久野正貴２）

02　大動脈縮窄、右肺動脈狭窄を伴う右肺動脈上行大動脈起始術後の左右肺血流量の変化
倉敷中央病院小児科
三木康暢、金藤三花、南　征樹、上田和利、荻野佳代、岡本亜希子、林　知宏、脇　研自、新垣義夫

03　valvularPSを合併したASDへのPS解除は治療の幅を広げられるか
JCHO中京病院中京こどもハートセンター小児循環器科
佐藤　純、大橋直樹、西川　浩、武田　紹、吉田修一朗、鈴木一孝、大森大輔、山本英範

04　1st�palliationにNorwood選択も、冠血流異常から二心室修復を余儀なくされたDORV,CoAの一例
JCHO中京病院中京こどもハートセンター小児循環器科１）、心臓血管外科２）

大森大輔１）、大橋直樹１）、西川　浩１）、吉田修一朗１）、鈴木一孝１）、山本英範１）、佐藤　純１）、櫻井　一２）、
野中利通２）、櫻井寛久２）、小坂井基史２）、野田美香２）、大沢拓哉２）

05　先天性完全房室ブロックに肺高血圧を合併した乳児例
日本大学小児科学系小児科学分野
小森暁子、鮎澤　衛、加藤雅崇、中村隆広、神保詩乃、神山　浩、高橋昌里

15：30～16：10　　ポスターセッション２「症例」
座長：大橋　直樹（JCHO中京病院中京こどもハートセンター小児循環器科）

06　右心低形成（hypo�RV）と肥大型心筋症（HCM）を合併した小児の一例
富山大学小児科
岡部真子、宮尾成明、仲岡英幸、齋藤和由、小澤綾佳、廣野恵一、市田蕗子

07　先天性左肺動脈欠損症の１例
日本大学医学部小児科学系小児科学分野
渡邉拓史、飯田亜希子、加藤雅崇、小森暁子、中村隆広、神保詩乃、神山　浩、鮎沢　衛

08　central�shunt術後に肺動脈弁および弁下狭窄の形態が変化し、順行性血流の増加を来した一例
長野県立こども病院　循環器小児科
百木恒太、瀧聞浄宏、安河内聰、武井黄太、田澤星一、中村大地、内海雅史、河村順平、浮網聖実、�
岡村　達、梅津健太郎、瀧口洋司、松井彦郎
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09　左室拡張障害を伴う心房中隔欠損の１例
慶應義塾大学医学部小児科
前田　潤、岩下憲行、安原　潤、柴田映道、福島裕之、山岸敬幸

―休憩―

16：30～17：30　　一般演題３「Fontan手術」� 座長：瀧聞　浄宏（長野県立こども病院循環器小児科）

10　Fontan手術前血行動態指標と術後遠隔期運動耐容能の関係
神奈川県立こども医療センター循環器内科
小野　晋、稲垣佳典、加藤昭生、佐藤一寿、北川陽介、咲間裕之、金　基成、柳　貞光、上田秀明

11　��Evaluation�of�right�ventricular�function�in�Fontan�physiology�using�feature�tracking�magnetic�resonance�
strain,�strain�rate�and�wall�motion�delay
Division�of�Pediatric�Cardiology�and２）�Department�of�Radiology,�Sakakibara�Heart�Institute１）

Akio�Inage,�Naokazu�Mizuno２）,�Mika�Saito１）,�Yuuji�Hamamichi１）,�Taku�Ishii１）,�Tomomi�Ueda１）,�
Tadahiro,�Yoshikawa１）,�Satoshi�Yazaki１）

12　Fontan患者の日常活動量に影響する因子
埼玉医科大学総合医療センター小児循環器科１）、いわき市立総合磐城共立病院小児科２）

栗嶋クララ１）２）、簗　明子１）、桑田聖子１）、岩本洋一１）、石戸博隆１）、増谷　聡１）、先崎秀明１）

13　Fontan循環における肺静脈・肺動脈・導管・上大静脈の血流パターンが示唆するFontan静脈血流生理の特徴
埼玉医科大学総合医療センター小児循環器科
岩本洋一、桑田聖子、栗嶋クララ、石戸博隆、増谷　聡、先崎秀明

14　Fontan術後患者における腎臓レニン・アンジオテンシ系活性
静岡県立こども病院循環器科１）、香川大学形態・機能医学講座薬理学教室２）

田邊雄大１）、新居正基１）、赤木健太郎１）、内山弘基１）、小野頼母１）、石垣瑞彦１）、佐藤慶介１）、芳本　潤１）、
金　成海１）、満下紀恵１）、田中靖彦１）、西山　成２）

17：30～17：35　　幹事会からの連絡、次回会長の挨拶

17：45～18：45　　特別講演（イブニングセミナー）
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主任教授）

「いま心不全治療でできることとできないこと」
　絹川弘一郎先生（富山大学医学部第二内科教授）

19：30～21：00　　懇親会（参加費無料）
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第２日目　10月22日（土）
8：30～9：00　　� �教育講演Ⅱ

座長：西川　　浩（JCHO中京病院中京こどもハートセンター小児循環器科部長）
「重症心不全に対するテイラーメイド方式心臓サポートネット治療―心臓シミュレーション�
技術を用いたネット設計最適化設計と術後心機能予測」
� 秋田　利明先生（名古屋大学医学部心臓外科特任教授）

9：00～10：12　　�一般演題４「周生期関連」� 座長：福見　大地（名古屋第一赤十字病院小児科）　　　　　　　
栗嶋クララ（埼玉医科大学総合医療センター小児循環器科）

15　生存時間解析を用いた生後PDAの循環動態
中東遠総合医療センター小児循環器科１）、ハーバード大学医学部附属ジョスリン糖尿病センターGenetics�
&�Epidemiology２）、浜松医科大学小児科学教室３）

岩島　覚１）、佐竹栄一郎２）、関　圭吾３）、石川貴充３）

16　無症候性動脈管開存症の自然経過と開存危険因子についての検討
名古屋第一赤十字病院小児科
濱口直子、三井さやか、岸本泰明、福見大地、羽田野為夫

17　子宮内胎児発育遅延児における肺血管抵抗と肺血管コンプライアンスの関係
地域医療機能推進機構（JCHO）九州病院小児科
岡田清吾、宗内　淳、長友雄作、渡邉まみ江、飯田千晶、白水優光、松岡良平、城尾邦隆

18　先天性心疾患女性の妊娠予後と心肺運動負荷試験指標の関連
国立循環器病研究センター小児循環器科１）、国立循環器病研究センター周産期婦人科２）

福山　緑１）、大内秀雄１）、神谷千津子２）、羽山陽介１）、根岸　潤１）、宮崎　文１）、吉松　淳２）、白石　公１）

19　妊娠中後期胎児における拡張早期心室内圧較差の推移
順天堂大学医学部附属静岡病院産婦人科１）、順天堂大学産婦人科２）、順天堂大学小児科３）、京都府立医科
大学大学院医学研究科心臓血管外科・心臓血管血流解析学講座４）

山本祐華１）２）、高橋　健３）、大野香奈３）、清水俊明３）、板谷慶一４）、板倉敦夫２）、竹田　省２）

20　極低出生体重児（VLBWI）の不当軽量児における三次元超音波検査によるEes,�Ea
名古屋第二赤十字病院小児科
横山岳彦、岩佐充二、田中大平、廣岡孝子、山田崇春、粟屋梨沙、長柄俊佑、水谷優子、矢野聡子

10：12～10：30　　―休憩―

10：30～11：18　　一般演題５「成人先天性心疾患」� 座長：廣野　恵一（富山大学小児科）

21　成人先天性心疾患に対するトロポニンT測定の意義
国立循環器病研究センター　小児循循環器科、成人先天性心疾患
藤野光洋、大内秀雄、岩朝　徹、根岸　潤、宮﨑　文、津田悦子、白石　公

22　TCPC術後成人期に到達したtrisomy21合併の機能的単心室
福岡市立こども病院循環器科１）、心臓外科２）、ふくだ小児科３）

佐々木智章１）、中村　真１）、連　翔太１）、杉谷雄一郎１）、児玉祥彦１）、倉岡彩子１）、佐川浩一１）、石川司朗１）、
角　秀秋２）、総崎直樹３）

23　成人右室流出路再建術後患者の至適な心拍数の考察
国立循環器病研究センター�小児循環器科
羽山陽介、大内秀雄、福山　緑、藤野光洋、中島光一朗、則武加奈恵、塚田正範、根岸　潤、岩朝　徹、
宮﨑　文、津田悦子、白石　公
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24　Ebstein奇形に対するCone手術後の右心機能評価
福岡市立こども病院�循環器科１）、心臓血管外科２）

連　翔太１）、倉岡彩子１）、井福俊允１）、福永啓文１）、杉谷雄一郎１）、兒玉祥彦１）、中村　真１）、佐川浩一１）、
石川司朗１）、中野俊秀２）、角　秀秋２）

11：18～12：06　　一般演題６「治療／左心低形成症候群」� 座長：高橋　　健（順天堂大学小児科）

25　拘束型心筋症２例に対するシベンゾリンの使用経験
聖マリアンナ医科大学小児科
麻生健太郎、後藤建次郎、都築慶光、水野将徳、升森智香子、長田洋資

26　小児心臓術後管理におけるバソプレッシンV2受容体阻害薬の有効性と安全性
日本大学医学部小児科学系小児科学分野１）、日本大学医学部心臓血管外科２）

中村隆広１）、飯田亜希子１）、加藤雅崇１）、渡邉拓史１）、小森暁子１）、神保詩乃１）、神山　浩１）、鮎沢　衛１）、
畑　博明２）

27　典型的左心低形成症候群の僧帽弁/大動脈弁サブタイプ別による臨床結果
福岡市立こども病院循環器科１）、同心臓外科２）、九州大学循環器内科３）

福永啓文１）、中村　真１）、加藤　敦１）、郷　清貴１）、佐々木智章１）、連　翔太１）、井福俊允１）、杉谷雄一郎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）、坂本一郎３）、井手友美３）

28　ノーウッド術後の左心低形成症候群における冠動脈径と冠血流バランス
千葉県こども病院循環器科
東　浩二、村上智明、榊真一郎、長岡孝太、白石真大、伊東幸恵、真船　亮、名和智裕、福岡将治、�
中島弘道、青墳裕之

12：06～12：15　　―休憩―

12：15～13：15　　教育講演Ⅰ� 座長：石丸　和彦（金沢医科大学病院小児心臓血管外科科長）
「先天性心疾患に対する段階的修復手術」
� 岸本　英文先生（元大阪府立母子医療センター病院長）

13：15～14：03　　一般演題７「負荷試験／肺血管」� 座長：村上　智明（千葉こども病院循環器科）

29　起立性調節障害患者の起立による血行動態変化
国際医療福祉大学熱海病院小児科
堀口泰典

30　Valsalva法と下大静脈一過性閉塞による上下半身Capacitance分布の算出と循環変動の評価
埼玉医科大学総合医療センター小児循環器科
桑田聖子、栗嶋クララ、簗　明子、岩本洋一、石戸博隆、増谷　聡、先崎秀明

31　肺動脈バンディング部位による肺血管特性の違い
福岡市立こども病院循環器科
倉岡彩子、豊村大亮、連　翔太、井福俊允、加藤　敦、郷　清貴、佐々木智章、杉谷雄一郎、福永啓文、�
兒玉祥彦、中村　真、佐川浩一、石川司朗

32　肺血管床評価のためのパイロット研究
北海道大学病院小児科
山澤弘州、武田充人、泉　　岳、佐々木理、阿部二郎、佐々木大輔

14：03～14：08　　閉会の辞・表彰�会長特別賞� 中村　常之（金沢医科大学病院小児循環器内科）

10




