
第5回

日本小児循環器集中治療研究会 学術集会

●テーマ●

小児循環器集中治療医の現状と未来

●会期●

2019年9月14日(土)

●会長●

小田 晋一郎
福岡市立こども病院 心臓血管外科医長

●会場●

福岡市立こども病院 照葉ホール(講堂)



日程表

10：00～
10：05

開会の挨拶

10：05～
10：55

一般演題１
座長：大崎 真樹 静岡県立こども病院

上田 知実 榊原記念病院

10：55～
11：45

一般演題2
座長：長谷川 智巳 兵庫県立こども病院

中野 俊秀 福岡市立こども病院

11：45～
12：15

施設見学

12：15～
13：05

特別講演
演者：帯刀 英樹 九州大学病院

座長：小田 晋一郎 福岡市立こども病院

休憩

13：15～
13：45

総会

13：45～
14：30

特別セッション 座長：小田 晋一郎 福岡市立こども病院

休憩

14：40～
15：20

一般演題3
座長：安藤 寿 北里大学

小谷匡史 東京都立小児総合医療センター

15：20～
16：00

一般演題4
座長：小泉 沢 宮城県立こども病院

名和 智裕 北海道立子ども総合医療・療育センター

休憩

16：10～
16：50

一般演題5
座長：和田 直樹 榊原記念病院

石川 友一 福岡市立こども病院

16：50～
17：30

一般演題6
座長：黒嵜健一 国立循環器病研究センター

松井彦郎 東京大学

17：30～
17：35

閉会の挨拶
次期会長挨拶 和田 直樹 榊原記念病院



開会の挨拶 10：00～10：05

プログラム

一般演題1 10：05～10：55

一般演題2 10：55～11：45

座長：大崎 真樹 (静岡県立こども病院) 上田 知実 (榊原記念病院)

1-1 循環管理に難渋したHCM合併ASDに対し開窓付き閉鎖術が有効であった一例

兵庫県立こども病院 循環器科 林 賢

1-2 BDG術後に改善しRV-PA導管による機械的溶血性貧血が疑われたTaussig-Bing奇形

宮城県立こども病院 集中治療科 小野 頼母

1-3 境界領域の左室容積を有する左心低形成症候群に対するNorwood手術の一治験例

京都府立医科大学付属病院小児心臓血管外科 久保 俊裕

1-4 小児救急医療において認識すべき大動脈解離

広島市民病院 循環器小児科 岡本 健吾

1-5 左心低形成症候群に対するHybrid stageⅠ手術後に造影剤腎症を生じ、
持続腎代替療法が有用であった1例

神奈川県立こども医療センター心臓血管外科 五十嵐 仁

座長：長谷川 智巳 (兵庫県立こども病院) 中野 俊秀 (福岡市立こども病院)

2-1 周術期管理を安定させるための新生児人工心肺手術に対する取り組み

静岡県立こども病院 循環器科 猪飼 秋夫

2-2 心臓手術後における重症患者の術後管理 ～開胸管理、再開胸の現状～

北海道立子ども総合医療・療育センター 小児循環器内科・小児集中治療科 太安 孝允

2-3 当院PICUにおける心臓外科周術期の開胸処置の検討

埼玉県立小児医療センター 集中治療科 細谷 通靖

2-4 当院におけるPICUでの緊急開胸症例の検討

福岡市立こども病院 心臓血管外科 合田 真海

2-5 院内発症の川崎病冠動脈瘤破裂の１例

岡山大学 心臓血管外科 小谷 恭弘



施設見学 11：45～12：15

特別講演 12：15～13：05

総会 13：15～13：45

特別セッション 13：45～14：30

座長：小田 晋一郎 (福岡市立こども病院)

小児補助循環へのとりくみ

九州大学病院 心臓血管外科 帯刀 英樹

座長：小田 晋一郎 (福岡市立こども病院)

S-1 集中治療専門医制度の現状と小児循環器との関わりの実態

東京大学 小児科 松井 彦郎

S-2 心臓外科医の私が実践した集中治療専門医へのキャリアプラン

兵庫県立こども病院 集中治療科 長谷川 智巳

S-3 独立したcardiac ICUの運営経験ー静岡こどもの場合

静岡県立こども病院 循環器集中治療科 大崎 真樹



一般演題3 14：40～15：20

一般演題4 15：20～16：00

座長：安藤 寿 (北里大学) 小谷匡史 (東京都立小児総合医療センター)

3-1 無脾症候群における急性胃軸捻転に対する腹腔鏡下胃固定術の経験
～腹腔鏡手術が循環動態に与える影響に関する考察～

福岡市立こども病院 小児外科 林田 真

3-2 主要体肺側副動脈(MAPCA)症例における気管支鏡検査の重要性

静岡県立こども病院 集中治療科 田邊 雄大

3-3 Norwood 型手術後の軽度高肺血流状態に対するn-CPAP使用について

千葉県立こども病院 集中治療科 杉村 洋子

3-4 小児循環器治療に脳機能モニタリングは必要か？
当院循環器集中治療分野における脳波モニタリングの解析から

福岡市立こども病院 集中治療科 李守永

座長：小泉 沢 (宮城県立こども病院) 名和 智裕 (北海道立子ども総合医療・療育センター)

4-1 非閉塞性腸管虚血(NOMI)を合併した先天性心疾患2例の検討

大阪市立総合医療センター 集中治療部 數田 高生

4-2 経皮的肺動脈弁拡張術後に壊死性腸炎を合併した純型肺動脈閉鎖の一例

国立循環器病研究センター 小児循環器科 永尾 宏之

4-3 壊死性腸炎を合併した先天性心疾患の臨床像

榊原記念病院 小児循環器科 中井 亮佑

4-4 先天性心疾患術後に発症する壊死性腸炎の臨床像とリスク因子

九州大学病院 小児科 豊村 大亮



一般演題5 16：10～16：50

一般演題6 16：50～17：30

座長：和田 直樹 (榊原記念病院) 石川 友一 (福岡市立こども病院)

5-1 救急外来受診を契機に診断されたductal shockを伴う動脈管依存性左心閉塞性
疾患の4例

東京都立小児総合医療センター集中治療科 名井 栄実菜

5-2 初診時PICU入室となった拡張型心筋症の臨床像

東京都立小児総合医療センター 集中治療科 長田 洋資

5-3 小児血栓弁に対する組織プラスミノーゲン活性化因子の使用経験

東京大学医学部附属病院 小児科 浦田 晋

5-4 Contegraは過剰な炎症マーカー上昇を来す

大阪市立総合医療センター 小児集中治療部 芳賀大樹

座長：黒嵜 健一 (国立循環器病研究センター) 松井 彦郎 (東京大学)

6-1 先端可動型マイクロカテーテルにより集中治療治療室で肺動脈圧モニタリングを
行った総肺静脈還流異常症術後肺高血圧症の1例

地域医療機能推進機構九州病院小児科 杉谷雄一郎

6-2 ECMO装着下での安全かつ効果的な心臓カテーテル治療の可能性

九州大学病院 小児科 長友 雄作

6-3 病院移転に伴う重症心疾患患児の一斉搬送

国立循環器病研究センター 小児循環器内科 加藤匡人

6-4 小児循環器領域における診療看護師の役割

JCHO中京病院 心臓血管外科 桜井寛久

閉会の挨拶
次期会長挨拶 17：30～17：35



―参加者へのご案内―

●総合受付
受付時間：9月14日(土) 9：00～17：00
受付場所：福岡市立こども病院 照葉ホール
参加費：5000円 ＊懇親会費：1000円

●抄録集
当日配布いたします。

●学会受付
学会年会費 3000円
会期中は学会受付にて新規入会受付、会費未納分、所属・連絡先などの変更手続きを
承ります。

●クローク
正面玄関から入った1階ひだまりギャラリーに設置します。
貴重品の管理は各自でお願いします。

●昼食
特別講演の時間が昼食となります。
お弁当は余裕を持って準備しておりますが、準備の都合上できるだけ事前参加登録を
お願いします。

●送迎バス
JR・西鉄千早駅から病院までの送迎バスを準備しております。
詳細は“会場へのご案内”をご覧ください。

●幹事会
日時：2019年9月14日9時～
場所：福岡市立こども病院2F カンファレンス室(受付でご案内します)

●懇親会
場所：地ビール＆ピッツァ オークラ ブルワリー（ホテルオークラ福岡 地下1階）
懇親会参加の方は会場までの送迎バスを準備しております。



―座長・演者の先生へのご案内―

●座長の先生へ

・セッション開始30分前までに受付をお済ませになり、15分前までに次座長席にお付きください。

●口演発表の先生へ

・発表時間：一般演題 発表6分 討論4分

特別セッション 発表10分 討論4分

・発表データの受付時間：9:00～16:30

発表の30分前までに、PC受付にて受付及び試写をおこなってください。

・発表の5分前までに次演者席にお付きください。

・発表形式はPCプレゼンテーション、スクリーンは1面、正面投影のみとなります。

・タイトルスライドの次に利益相反(CO I)開示に関するスライド(形式問わず)を加えてください。

・使用するPCの仕様はWindows7、Microsoft Power Point 2010・2013・2016です。

・発表データはUSB メモリーに保存し、最新のウイルスチェックを行った上、ご持参ください。

・発表データのファイル名は「演題番号 氏名」（例：O01-1 福岡花子）で設定してください。

・発表データは下記の要領で作成をお願いいたします。

アプリケーションソフトはMicrosoft Power Point 2010・2013・2016にて作成下さい。

使用するフォントはWindows 基準のフォントを推奨いたします。

（MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝、Times New Roman、Century、メイリオ）

動画（Power Pointのアニメーション機能は除く）をご使用の場合は、Windows Media Player

にて再生可能なものをご使用下さい。

動画ファイルは、必ず1つのフォルダーにまとめて保存して下さい。

・動画、またはMacで作成されたデータを使用される場合はご自身のPCをお持ちください。

・PCをご持参になる場合は、外部出力（ミニD-sub15 ピン）が使用できることをご確認ください。

あわない形状の外部モニター出力端子の場合は、ご自身で変換アダプターをご用意ください。

スクリーンセーバー・省電力設定は事前に解除し、電源アダプターもお忘れなくご用意ください。

・Power Pointに埋め込まれた音声の使用は可能となっております。

・発表時のスライド操作は、演台に置かれたモニターを確認しながらご自身で行っていただきます。

発表者ツールのご使用はできません。

・お預かりした発表データは、本学会終了後に責任を持って消去いたします。



● 福岡都市高速１号線（香椎線）をご利用の場合
「香椎浜ランプ」を出て、「片男佐橋」交差点を左折。
約1.6km直進後「アイランドシティ中央公園前」交差点を左折し、

「こども病院東」交差点を右折。

● 国道3号線をご利用の場合
福岡方面より「香椎参道口」交差点を左折。約2.3km直進後

「アイランドシティ中央公園前」交差点を左折し、
「こども病院東」交差点を右折。

入場口より先は，案内表示に従い駐車場へお進みください。
駐車券は学会受付までお持ちください。

―会場へのご案内―

福岡市立こども病院
〒813-0017 福岡市東区香椎照葉5丁目1番1号
TEL 092-682-7000(代)

お車の場合



“のるーと”はアイランドシティ地区のオンデマンドバスで、千早駅からこども病院まで
ご利用いただけます。路線バスの時刻など、詳しくは西鉄バスホームページをご覧ください。

無料アプリ “西鉄バスナビ” “のるーと” のるーと予約電話番号 092-737-0566

西鉄バス乗り場のご案内

★千早駅からの貸切送迎バス★

9月14日 8時30分発
9時20分発

千早駅東口 ロータリーを左手へ進み
アパマンショップ付近でお待ちください
＊西鉄バスなどの乗り場とは反対の出口です

行先番号：1 行先番号：22N 行先番号：29,29N

＊210,220,21Bはこども病院には乗り入れません

一般のこども病院行き西鉄バスは本数が少なく、経路により時間がかかることがあります。
千早駅から送迎バス・タクシー・のるーとのご利用が便利です。
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タクシー 約3500円(約30分)

タクシー
約1500円(約10分)

西鉄貝塚線
(約5分)

地下鉄空港線→貝塚線
(約15分)中州川端乗り換え

西鉄バス(約35-45分) タクシー 約3000円(約20分)

地下鉄
(約6分)

JR鹿児島本線(約10分)

西鉄バス(約60分)

西鉄バス(約20分)

・貸切送迎バス
・のるーと

地下鉄空港線
(約6分)

タクシー 約3500円(約30分)

＊懇親会に参加される方は、会終了後に
病院から懇親会会場への送迎バスをご利用いただけます。



こども病院
バス停

時間外
入口

エレベータで
二階へ

1階

2階

―病院内のご案内―

会場

駐
車
場

正面入口

階段で
二階へ

外来エリアは立ち入りできません。
正面玄関からは階段のご利用となります。

クローク


