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岩本 眞理2, 上田 秀明1 （1.神奈川県立こども医療セ

第4会場

ンター, 2.済生会横浜市東部病院）

[I-OR02-02] 21trisomy患者の Fontan術後の遠隔期評価
一般口演 | 胎児心臓病学

○

永尾 宏之1, 三木 康暢1, 松岡 道生1, 亀井 直哉1,

一般口演01（ I-OR01）

小川 禎治1, 冨永 健太1, 城戸 佐知子1, 大嶋 義博2,

胎児心臓病学

田中 敏克1 （1.兵庫県立こども病院 循環器科,

座長:廣野 恵一（富山大学 小児科）
座長:前野 泰樹（聖マリア病院 新生児科）
14:00 〜 14:50 第4会場 (中ホールA)

2.兵庫県立こども病院 心臓血管外科）

[I-OR02-03] 成長とともに呼吸障害が出現した新生児
Marfan症候群の2症例

[I-OR01-01] 在胎22週未満の先天性心疾患の出生前診断と
人工妊娠中絶との関連
○

益田 瞳, 松井 彦郎, 佐藤 要, 大森 紹玄, 小川 陽介,

田中 優, 白神 一博, 犬塚 亮 （東京大学医学部附属病
院 小児科）

[I-OR01-02] 胎児診断率向上のための新たな取り組
み-Raise to 80 project○

赤澤 陽平1, 瀧聞 浄宏1, 武井 黄太1, 大日方 春香1,

米原 恒介1, 沼田 隆佑1, 伊藤 かおり1, 竹内 敬昌2,
小沼 武司2, 小嶋 愛2, 竹吉 大輔2 （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）

[I-OR01-03] 鹿児島県における先天性心疾患の発生頻度お
よび胎児診断
○

新谷 光央1,2, 川村 順平3, 上野 健太郎3, 櫨木 大祐4

○

細川 大地, 市川 泰弘, 築野 一馬, 高見澤 幸一, 澁谷

悠馬, 黒田 浩行, 池川 健, 小野 晋, 金 基成, 柳 貞光,
上田 秀明 （神奈川県立こども医療センター 循環器
内科）

[I-OR02-04] 遺伝性大動脈疾患におけるコピー数多型解析
○

佐藤 要1, 大森 紹玄1, 小川 陽介1, 田中 優1, 白神

一博1, 益田 瞳1, 松井 彦郎1, 武田 憲文2, 犬塚 亮1
（1.東京大学医学部附属病院小児科, 2.東京大学医学
部附属病院循環器内科）

[I-OR02-05] デスモゾーム関連遺伝子変異キャリアの小児
期の特徴
○

大野 聖子1,2, 園田 桂子1, 加藤 浩一2, 堀江 稔2

（1.国立循環器病研究センター 分子生物学部,
2.滋賀医科大学 循環器内科）

（1.静岡県立こども病院 周産期母子医療センター

一般口演 | 一般心臓病学

産科, 2.鹿児島大学 産科婦人科, 3.鹿児島大学 小児

一般口演03（ I-OR03）

科, 4.鹿児島市立病院 小児科）

一般心臓病学 II

[I-OR01-04] レベル II 胎児心臓超音波検査 オンライン多施
設間全国登録について

座長:加藤 温子（国立循環器病研究センター 小児循環器科）
座長:河津 由紀子（福山市民病院 小児科）
09:40 〜 10:30 第6会場 (小ホール)

○

瀧聞 浄宏1,2, 池田 智明1,3, 武井 黄大1,2, 加地 剛1,4,

河津 由紀子1,5, 川崎 有希子1,6, 稲村 昇1,7 （1.日本胎
児心臓病学会 総務委員会, 2.長野県立こども病院
循環器小児科, 3.三重大学産婦人科, 4.徳島大学産婦

[I-OR03-01] 本邦の高等学校運動部活動における心停止の
記述的疫学
○

山中 美和子1,2, 鮎沢 衛3,4 （1.早稲田大学スポーツ

人科, 5.福山市民病院小児科, 6.大阪市立総合医療セ

科学研究センター, 2.ユーフォリアスポーツ科学研

ンター 小児循環器科, 7.近畿大学小児科）

究所, 3.神奈川工科大学健康医療科学部, 4.日本大学
医学部小児科学系小児科学分野）

[I-OR03-02] 循環作動薬過量服用により緊急搬送された2例

第6会場

○

熊本 崇, 土井 大人, 峰松 伸弥 （佐賀大学医学部付

一般口演 | 染色体異常

一般口演02（ I-OR02）
染色体異常
座長:澤田 博文（三重大学医学部附属病院小児科）
座長:与田 仁志（東邦大学医学部 新生児科）
08:40 〜 09:30 第6会場 (小ホール)

[I-OR02-01] Noonan症候群の心電図所見の年齢別解析
○

市川 泰広1, 築野 一馬1, 渋谷 悠馬1, 黒田 浩行1,

高見澤 幸一1, 池川 健1, 小野 晋1, 金 基成1, 柳 貞光1,
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属病院 小児科）

[I-OR03-03] 本邦における先天性冠動脈起始異常の実態調
査
○

須田 憲治, 津田 恵太郎, 清松 光貴, 高瀬 隆太

（久留米大学 医学部 小児科）

[I-OR03-04] 当科における筋性部（肉柱部）心室中隔欠損
の自然経過についての検討
○

塚原 尭, 阿久澤 大智, 吉村 元文, 鶴見 文俊, 渡辺
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健 （田附興風会医学研究所 北野病院）

[I-OR03-05] 重症先天性心疾患患者の県外転院搬送のまと

[I-OR05-01] 生後早期に高度心不全を呈した大動脈無冠尖
欠損による先天性大動脈弁逆流の1例

め

○

門屋 卓己1, 江原 英治1, 中村 香絵1, 佐々木 赳1,

○

山下 尚人1,2, 高村 一成1, 原田 雅子1 （1.宮崎大学

藤野 光洋1, 川崎 有希1, 吉田 葉子2, 鈴木 嗣敏2, 荒木

医学部 小児科, 2.県立宮崎病院 小児科）

幹太3, 小澤 秀登3, 鍵崎 康治3 （1.大阪市立総合医療

一般口演 | カテーテル治療

センター 小児医療センター 小児循環器内科, 2.大阪

一般口演04（ I-OR04）

市立総合医療センター 小児医療センター 小児不整

カテーテル治療 Ⅰ

脈科, 3.大阪市立総合医療センター 小児医療セン

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）

ター 小児心臓血管外科）

座長:須田 憲治（久留米大学 小児科）
10:40 〜 11:30 第6会場 (小ホール)

[I-OR05-02] Fontan術後の Aortopathyと血行動態に関す
る検討

[I-OR04-01] 先天性心疾患におけるステント留置後病変の

○

北川 篤史1, 平田 陽一郎1, 高梨 学1, 本田 崇1, 宮地

病理組織学的検討
○

1

鑑2, 石倉 健司1 （1.北里大学 医学部 小児科学,
1

1

2

喜瀬 広亮 , 藤井 隆成 , 富田 英 , 松山 高明 , 加藤

真理子1, 山岡 大志郎1, 石井 瑤子1, 長岡 孝太1, 清水

2.北里大学 医学部 心臓血管外科学）

[I-OR05-03] BDG/TCPS術後における肺動静脈瘻形成に関

武1, 大山 伸雄1, 宮原 義典1 （1.昭和大学病院 小児

する検討

循環器成人先天性心疾患センター, 2.昭和大学医学

○

部 法医学講座）

平井 健太1, 川本 祐也1, 原 真祐子1, 笠原 真悟2

重光 祐輔1, 馬場 健児1, 近藤 麻衣子1, 栄徳 隆裕1,

[I-OR04-02] 経カテーテル上位静脈洞型心房中隔欠損症修

（1.岡山大学病院 小児科, 2.岡山大学病院 心臓血管

復術の短期成績
○

小暮 智仁1, クレシー シャキール2, ローゼンタール

外科）

[I-OR05-04] 重症 Ebstein病の死亡リスク因子と心房性不

エリック2, 朝貝 省二3, 稲井 慶3 （1.東京女子医科大

整脈

学 循環器内科, 2.エベリーナロンドン小児病院 先天

○

性心疾患科, 3.東京女子医科大学 循環器小児・成人

田尾 克生1, 倉岡 彩子1, 原 卓也1, 石川 友一1, 佐川

先天性心疾患科）

浩一1, 中野 俊秀3, 住友 直方4 （1.福岡市立こども病

連 翔太1,4, 牛ノ濱 大也1,2, 鈴木 彩代1, 兒玉 祥彦1,

[I-OR04-03] 当院で施行した肺動脈弁狭窄に対するバ

院 循環器科, 2.大濠こどもクリニック, 3.福岡市立こ

ルーン拡張術の予後

ども病院 心臓血管外科, 4.埼玉医科大学国際医療セ

○

平田 拓也, 福村 史哲, 久米 英太朗, 松田 浩一, 赤木

健太郎, 馬場 志郎, 滝田 順子 （京都大学医学部附属

ンター 小児心臓科）

[I-OR05-05] 最近10年間の当院における右側相同の中期予

病院 小児科）

後

[I-OR04-04] 小児心臓カテーテル検査・治療における放射

○

安田 昌広1, 黒嵜 健一1, 三池 虹1, 伊藤 裕貴1, 加藤

線被ばく量ベンチマークの作成

温子1, 加藤 愛章1, 藤本 一途1, 岩朝 徹1, 坂口 平馬1,

○

田中 敏克, 三木 康暢, 松岡 道生, 亀井 直哉, 小川

帆足 孝也2, 市川 肇1 （1.国立循環器病研究センター

禎治, 富永 健太, 城戸 佐知子 （兵庫県立こども病院

小児循環器内科, 2.国立循環器病研究センター 小児

循環器内科）

心臓外科）

[I-OR04-05] AMPLATZER Piccolo Occluder留置後のデバ
イス形態変化
○

阿部 忠朗, 塚田 正範, 水流 宏文, 馬場 惠史, 小澤

淳一, 沼野 藤人, 齋藤 昭彦 （新潟大学医歯学総合病
院）

一般口演 | 画像診断

一般口演06（ I-OR06）
画像診断 I
座長:豊野 学朋（秋田大学大学院 医学系研究科小児科学講座）
座長:早渕 康信（徳島大学病院 小児科）
15:10 〜 16:00 第6会場 (小ホール)

一般口演 | 複雑心奇形

一般口演05（ I-OR05）

[I-OR06-01] 純型肺動脈閉鎖症修復後の右室流出路拡張末

複雑心奇形 I

期前方血流(EDFF)の意義

座長:黒嵜 健一（国立循環器病研究センター 小児循環器内科）

○

座長:桃井 伸緒（福島県立医科大学医学部 小児科）
14:00 〜 14:50 第6会場 (小ホール)

友里恵1, 後藤 拓弥2, 桑田 聖子1, 中野 智1, 佐藤 有美
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高橋 卓也1, 齋木 宏文1, 齋藤 寛治1, 佐藤 啓1, 滝沢
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1

, 小泉 淳一2, 小山 耕太郎3 （1.岩手医科大学 医学

脈起始部の評価まで行える1歳未満の心臓

部 小児科, 2.岩手医科大学 医学部 心臓血管外科,

CTの撮影方法

3.みちのく療育園）

○

橋本 丈二1, 福永 佳浩1, 永田 貴紀1, 平野 暁教2

[I-OR06-02] 小児がん生存者における左室ストレインの経

（1.福岡市立こども病院 放射線部, 2.福岡市立こど

時的変化 - pilot studyの報告 -

も病院 心臓血管外科）

○

赤塚 祐介, 高橋 健, 加護 祐久, 秋谷 梓, 秋本 智史,

[I-OR07-05] Fontan術後患者における、 MRI肝線維化指標

細野 優, 井福 真友美, 磯 武史, 矢崎 香奈, 重光 幸栄,

の予測モデル

清水 俊明 （順天堂大学 小児科学講座）

○

岩本 洋一1, 石戸 博隆1, 増谷 聡1, 先崎 秀明2

[I-OR06-03] 心臓 MRIによる右室心筋性状の定量評価の試

（1.埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子

み

医療センター小児循環器部門, 2.桃太郎クリ

○

ニック）

佐々木 勇気, 岡 秀治, 伊藤 啓太, 今西 梨菜, 島田

空知, 中右 弘一, 高橋 悟 （旭川医科大学 小児科）

[I-OR06-04] 小児拘束型心筋症における左房ストレイン及

第7会場

び機能評価の有用性
○

石井 良, 橋本 和久, 廣瀬 将樹, 石田 秀和, 成田 淳,

大薗 恵一 （大阪大学 大学院医学系研究科 小児科
学）

一般口演 | カテーテル治療

一般口演08（ I-OR08）
カテーテル治療Ⅱ
座長:石井 徹子（千葉県こども病院 循環器内科）

[I-OR06-05] 純型肺動脈閉鎖／重症肺動脈弁狭窄における
主肺動脈 End diastolic forward flow定量の
意義

座長:杉山 央（聖隷浜松病院 小児循環器科・成人先天性心疾患科）
08:40 〜 09:30 第7会場 (ルーム204)

[I-OR08-01] サピエン3症例審査委員会

○

山内 真由子, 上田 和利, 土井 悠司, 荻野 佳代, 林

知宏, 脇 研自, 新垣 義夫 （倉敷中央病院 小児科）

○

富田 英1, 上野 高義2, 上岡 智彦3, 金 成海4, 木村

成卓5, 小泉 淳 一6, 瀧聞 浄宏7, 福田 旭伸8, 藤本
一途9, 矢崎 諭10 （1.昭和大学病院, 2.大阪大学,

一般口演 | 画像診断

一般口演07（ I-OR07）

3.東海大学医学部付属病院, 4.静岡県立こども病院,

画像診断 II

5.慶應大学病院, 6.岩手医科大学附属病院, 7.長野県

座長:稲毛 章郎（日本赤十字社医療センター 小児科）

立こども病院, 8.神戸大学医学部附属病院, 9.国立循

座長:脇 研自（倉敷中央病院）
16:20 〜 17:10 第6会場 (小ホール)

環器病研究センター, 10.榊原記念病院）

[I-OR08-02] 体重3kg未満の動脈管開存(PDA)に対するデバ

[I-OR07-01] リンパ節穿刺下動的 MRリンパ管造影による中

イス閉鎖術の検討

枢リンパ管の評価

○

○

晋, 進藤 考洋, 小野 博, 賀藤 均 （国立成育医療研究

芳本 潤, 金 成海, 満下 紀恵, 新居 正基, 田中 靖彦

センター 循環器科）

三崎 泰志, 藤村 友美, 丸山 和歌子, 佐藤 真朝, 浦田

佐藤 慶介, 陳 又豪, 沼田 寛, 渋谷 茜, 石垣 瑞彦,

[I-OR08-03] ファロー四徴におけるバルーン肺動脈弁形成

（静岡県立こども病院 循環器科）

[I-OR07-02] 三尖弁閉鎖における僧帽弁複合体の解剖学的

術と右室流出路ステント留置術の位置付け

異常についての検討

○

北野 正尚1, 西畑 昌大1, 加藤 昭生1, 島袋 篤哉1,

○

佐藤 誠一1, 中村 真2, 菅野 勝義2, 西岡 雅彦2

潤, 金 成海, 満下 紀恵, 田中 靖彦 （静岡県立こども

（1.沖縄県立南部医療センター・こども医療セン

病院）

ター 小児循環器内科, 2.沖縄県立南部医療セン

安心院 千裕, 新居 正基, 石垣 瑞彦, 佐藤 慶介, 芳本

[I-OR07-03] カテーテル検査室内で測定可能な、血管造影

[I-OR08-04] CARDIOFORM ASD Occluderの使用経験

画像を用いた肺血流量左右比の自動測定
○

1

2

1

ター・こども医療センター 小児心臓血管外科）

1

武井 黄太 , 安河内 聰 , 瀧聞 浄宏 , 赤澤 陽平 ,
3

○

上田 秀明, 小野 晋, 齋藤 央, 高見澤 幸一, 築野

坂口 卓弥 （1.長野県立こども病院 循環器小児科,

一馬, 黒田 浩行, 渋谷 悠馬, 池川 健, 市川 泰広, 金

2.相澤病院 エコーセンター兼循環器内科, 3.キヤノ

基成, 柳 貞光 （神奈川県立こども医療センター 循環

ンメディカルシステムズ株式会社）

器内科）

[I-OR07-04] 2管球型 CTを用いた、低被曝・低侵襲に冠動

[I-OR08-05] 体重10kg未満の小児に対する経皮的心房中隔
欠損閉鎖術
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○

鍵山 慶之, 籠手田 雄介, 津田 恵太郎, 清松 光貴,

[I-OR10-01] 心房頻拍に対する ultra-high density

高瀬 隆太, 寺町 陽三, 須田 憲治 （久留米大学小児

mappingを用いたカテーテルアブレーション

科）

が奏功した Atriopulmonary connection
Fontan の1例

一般口演 | 心臓血管機能

○

一般口演09（ I-OR09）

2

藤田 修平1, 加畑 映理子1, 水冨 慎一朗1, 近田 明男

, 臼田 和生2, 畑崎 喜芳1 （1.富山県立中央病院

心臓血管機能

小児科, 2.富山県立中央病院 循環器内科）

座長:関 満（自治医科大学 小児科）

[I-OR10-02] 左室頂上部起源心室性期外収縮に対する冠静

座長:東 浩二（千葉県こども病院 循環器内科）
09:40 〜 10:30 第7会場 (ルーム204)

脈エタノール注入症例の心電図検討
○

[I-OR09-01] 前負荷動員一回仕事量（ PRSW）関係を改良
した新たな心収縮力指標：前負荷動員収縮期
仕事量（ PRSSW） 関係
○

犬塚 亮1, 先崎 秀明2 （1.東京大学 小児科, 2.日本

医療科学大学）

[I-OR09-02] 圧波形解析による右室拡張能のシ
ミュレーション － Relaxationと Elastic
recoilの識別と可視化－
○

早渕 康信, 本間 友佳子 （徳島大学大学院 医歯薬学

後藤 浩子1,2, 加藤 千雄2, 田中 昭光2, 上原 千弘2,

長谷川 新2, 石黒 宣夫2, 安藤 みゆき2, 青山 英和2,
亀谷 良介2 （1.名古屋徳洲会総合病院 小児循環器内
科, 2.名古屋徳洲会総合病院 循環器内科）

[I-OR10-03] 先天性心疾患の周術期の心房性不整脈に対す
る心房抗頻拍ペーシング（ Reactive ATP）デ
バイスの有用性
○

西村 智美1, 竹内 大二1, 豊原 啓子1, 稲井 慶1, 新川

武史2 （1.東京女子医科大学循環器小児科, 2.東京女
子医科大学心臓血管外科）

研究部 小児科）

[I-OR09-03] 運動時心係数増加の静脈圧コストは
Fontanで有意に高い
○

石戸 博隆1, 藪崎 将1,2, 岩本 洋一1, 増谷 聡1

[I-OR10-04] 右側副伝導路を有する WPWのアブレーション
治療の検討 -心房電位指標と心室電位指標の比
較○

寺師 英子, 福留 啓祐, 吉田 葉子, 鈴木 嗣敏, 中村

（1.埼玉医科大学総合医療センター 小児科, 2.さい

好秀 （大阪市立総合医療センター 小児不整脈科）

たま市民医療センター 小児科）

[I-OR09-04] Speckle tracking echocardiographyを用いた
ファロー四徴症術後患者における左房機能解
析
○

佐藤 恵也1, 高橋 健1, 赤塚 祐介1, 加護 祐久1, 秋谷

梓1, 井福 真友美1, 細野 優1, 重光 幸栄1, 中西 啓介2,
川崎 志保理2, 清水 俊明1 （1.順天堂大学医学部附属
順天堂医院 小児思春期発達・病態学, 2.順天堂大学
医学部附属順天堂医院 心臓血管外科）

[I-OR09-05] フォンタン関連肝障害における Structural
and functional uncouplingのメカニズム
○

齋木 宏文1, 齋藤 寛治1, 高橋 卓也1, 滝沢 友里恵1,

佐藤 啓1, 後藤 拓弥2, 桑田 聖子1, 中野 智1, 佐藤
1

2

有美 , 小泉 淳一 , 小山 耕太郎

1,3

（1.岩手医科大学

[I-OR10-05] 小児のペースメーカー治療における心外膜
リードに関する多施設検討
○

朝海 廣子1,4, 泉 岳2, 吉田 葉子3, 佐藤 要1, 大森

結玄1, 小川 陽介1, 益田 瞳1, 田中 優1, 白神 一博1,
犬塚 亮1, 松井 彦郎1 （1.東京大学医学部附属病院
小児科, 2.北海道大学 小児科, 3.大阪市立総合医療セ
ンター 小児不整脈科, 4.シドニー小児病院 循環器
科）
一般口演 | 電気生理学・不整脈

一般口演11（ I-OR11）
電気生理学・不整脈 II
座長:豊原 啓子（東京女子医科大学 循環器小児科）
座長:安田 東始哲（やすだクリニック小児科・内科 小児科）
15:10 〜 16:00 第7会場 (ルーム204)

小児科学講座, 2.岩手医科大学 心臓血管外科, 3.みち
のく療育園）

[I-OR11-01] Fontan術後遠隔期至適心拍数の検討
○

宮﨑 文, 藤本 欣史, 小野 安生, 満下 紀恵, 田中

一般口演 | 電気生理学・不整脈

一般口演10（ I-OR10）
電気生理学・不整脈 Ⅰ
座長:鈴木 博（新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療センター 小児
科）
14:00 〜 14:50 第7会場 (ルーム204)
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靖彦 （静岡県立総合病院移行医療部成人先天性心疾
患科）

[I-OR11-02] WPW症候群の薬剤負荷による診療構築
○

古河 賢太郎, 橘高 恵美, 吉田 賢司, 西岡 真樹子,

百木 恒太, 大越 陽一, 河内 貞貴, 星野 健司 （埼玉県

日本小児循環器学会 第58回日本小児循環器学会総会・学術集会
立小児医療センター）

[I-OR11-03] ホルター心電図は QT延長症候群の管理に有用

[I-OR12-04] 開心術後バソプレシンの昇圧効果と虚血性合
併症

か？

○

○

ター 集中治療科）

二宮 由美子, 田中 裕治, 吉永 正夫 （国立病院機構

鹿児島医療センター 小児科）

[I-OR11-04] 新生児期・乳児期早期発症の頻拍症の転帰に

前島 直彦, 海老島 宏典 （国立成育医療研究セン

[I-OR12-05] グレン手術の周術期管理における一酸化窒素
吸入療法の有用性の検討

ついて_単一施設での検討

○

○

鑑2, 石倉 健司1 （1.北里大学 医学部 小児科学,

勘太, 芦田 明 （大阪医科薬科大学附属病院 小児科）

2.北里大学 医学部 心臓血管外科学）

宮河 祐治, 尾崎 智廉, 蘆田 温子, 小田中 豊, 岸

[I-OR11-05] 先天性心疾患を合併する新生児・乳児期早期
不整脈症例に対するフレカイニドの有効性と
危険性
○

吉田 修一朗1, 永田 佳敬1, 佐藤 純1, 吉井 公浩1,

今井 祐喜1, 西川 浩1, 大橋 直樹1, 櫻井 寛久2, 野中
利通2, 櫻井 一2 （1.JCHO中京病院 小児循環器科,
2.JCHO中京病院 心臓血管外科）
一般口演 | 集中治療・周術期管理

一般口演12（ I-OR12）
集中治療・周術期管理 I
座長:上田 知実（榊原記念病院 小児循環器科）
座長:葭葉 茂樹（埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓科）
16:20 〜 17:10 第7会場 (ルーム204)

[I-OR12-01] 術後声帯麻痺診断における頸部エコースク
リーニングの有用性
○

正木 直樹1, 梅津 梨恵子1, 落合 智徳1, 帯刀 英樹1,

小澤 晃2, 田中 高志2, 泉田 侑恵3, 其田 健司3, 小野
頼母3, 小泉 沢3, 崔 禎浩1 （1.宮城県立こども病院
心臓血管外科, 2.宮城県立こども病院 循環器科,
3.宮城県立こども病院 集中治療科）

[I-OR12-02] 小児せん妄を発症した心疾患術後患者
○

名和 智裕1,4, 金田 直樹2, 澤田 まどか1, 高室 基樹1,

新井 洋輔3, 浅井 英嗣3, 夷岡 徳彦3, 酒井 渉4, 太安
孝充4, 大場 淳一3,4 （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.北海道立子ど
も総合医療・療育センター リハビリテーション課,
3.北海道立子ども総合医療・療育センター 心臓血管
外科, 4.北海道立子ども総合医療・療育センター
小児集中治療科）

[I-OR12-03] 小児心臓手術術後管理における呼吸理学療法
により、呼吸器合併症は軽減するか。
○

鈴木 憲治1, 佐々木 孝1, 太田 恵介1, 松井 亮介2,

築野 香苗2, 橋本 康司2, 渡邉 誠2, 増山 素道3, 坂本
俊一郎1, 深澤 隆治2, 石井 庸介1 （1.日本医科大学
心臓血管外科, 2.日本医科大学 小児科, 3.日本医科大
学 リハビリテーション科）
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北川 篤史1, 平田 陽一郎1, 高梨 学1, 本田 崇1, 宮地
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一般口演 | 胎児心臓病学

一般口演01（ I-OR01）
胎児心臓病学
座長:廣野 恵一（富山大学 小児科）
座長:前野 泰樹（聖マリア病院 新生児科）
2022年7月21日(木) 14:00 〜 14:50 第4会場 (中ホールA)

[I-OR01-01] 在胎22週未満の先天性心疾患の出生前診断と人工妊娠中絶との関連
○

益田 瞳, 松井 彦郎, 佐藤 要, 大森 紹玄, 小川 陽介, 田中 優, 白神 一博, 犬塚 亮 （東京大学医学

部附属病院 小児科）

[I-OR01-02] 胎児診断率向上のための新たな取り組み-Raise to 80 project○

赤澤 陽平1, 瀧聞 浄宏1, 武井 黄太1, 大日方 春香1, 米原 恒介1, 沼田 隆佑1, 伊藤 かおり1, 竹内

敬昌2, 小沼 武司2, 小嶋 愛2, 竹吉 大輔2 （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）

[I-OR01-03] 鹿児島県における先天性心疾患の発生頻度および胎児診断
○

新谷 光央1,2, 川村 順平3, 上野 健太郎3, 櫨木 大祐4 （1.静岡県立こども病院 周産期母子医療セ

ンター 産科, 2.鹿児島大学 産科婦人科, 3.鹿児島大学 小児科, 4.鹿児島市立病院 小児科）

[I-OR01-04] レベル II 胎児心臓超音波検査 オンライン多施設間全国登録について
○

瀧聞 浄宏1,2, 池田 智明1,3, 武井 黄大1,2, 加地 剛1,4, 河津 由紀子1,5, 川崎 有希子1,6, 稲村 昇1,7

（1.日本胎児心臓病学会 総務委員会, 2.長野県立こども病院 循環器小児科, 3.三重大学産婦人
科, 4.徳島大学産婦人科, 5.福山市民病院小児科, 6.大阪市立総合医療センター 小児循環器科,
7.近畿大学小児科）
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日本小児循環器学会 第58回日本小児循環器学会総会・学術集会

(2022年7月21日(木) 14:00 〜 14:50 第4会場)

[I-OR01-01] 在胎22週未満の先天性心疾患の出生前診断と人工妊娠中絶と
の関連
○

益田 瞳, 松井 彦郎, 佐藤 要, 大森 紹玄, 小川 陽介, 田中 優, 白神 一博, 犬塚 亮 （東京大学医学部附属病院 小児

科）
キーワード：胎児心臓病, 先天性心疾患, 人工妊娠中絶
【背景】胎児心臓超音波技術の進歩により、胎児心臓診断の早期化が進む中、人工妊娠中絶（ TOP）を選択する
事例は少なからず存在する。日本において在胎22週未満の先天性心疾患の心臓出生前診断が TOPに及ぼす情報は
少なく、現状の把握と課題の描出は適切な診療に重要な意義を持つ。【目的】当院における在胎22週未満の胎児
心臓超音波検査の現状を把握し、今後の課題を描出する。【方法】2017年10月から2021年12月までの当院胎児
心臓病外来において、在胎22週未満に施行したレベル II胎児心臓超音波100例を対象に在胎週数、先天性心疾患
の診断、心外合併症の診断、遺伝学的出生前診断（新型出生前診断・染色体検査を含む）、 TOPの有無を後方視
的に検討した。先天性心疾患の重症度は既報の重症度スケールに基づき m群（ PS/moderate
AS/VSD/TOF/TGA/ccTGA）と s群（それ以外）に分類した。【結果】先天性心疾患が診断された41例
（41%）中、19例（46.3%）が TOPを選択した。染色体異常を伴う6例は心疾患の診断に関わらず、全例が
TOPを選択した。心外合併症（ DORV, hypo LV）を1例に認めたが、妊娠を継続した。残りの先天性心疾患のみ
の34例中、 m群14例中1例（7.1%）、 s群20例中12例（60%）が TOPを選択し、 s群で有意に高率だった(OR
19.5, p＜0.05)。【考察】在胎22週未満の先天性心疾患において、染色体異常の合併と心疾患の重症度が TOPの
選択に関連していた。在胎22週未満の遺伝学的検査と心疾患の重症度評価は、 TOPの判断に重要な要素と考えら
れ、適切な遺伝カウンセリングに加えて、正確な先天性心疾患の形態と重症度の診断・治療および予後に関する
説明が重要と考えられる。【結語】在胎22週未満の先天性心疾患の診断において、心外合併症を含んだ正確な出
生前診断は TOPの判断に重要な要因であり、検査および情報を提供できる診療体制の構築が、適切な対応に重要
であると考えられる。

(2022年7月21日(木) 14:00 〜 14:50 第4会場)

[I-OR01-02] 胎児診断率向上のための新たな取り組み-Raise to 80
project○

1

赤澤 陽平 , 瀧聞 浄宏1, 武井 黄太1, 大日方 春香1, 米原 恒介1, 沼田 隆佑1, 伊藤 かおり1, 竹内 敬昌2, 小沼 武司2,

小嶋 愛2, 竹吉 大輔2 （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）
キーワード：先天性心疾患, 胎児診断率, 胎児心臓超音波検査
【背景】先天性心疾患の胎児診断率は向上しているが、疾患毎に大きな隔たりがある。長野県では重症心疾患の
胎児診断率は約60%と十分ではなく、左心低形成症候群、完全大血管転位症、大動脈縮窄症、総肺静脈還流異常
症の胎児診断率は、100%, 68%, 29%,15%と疾患毎に大きな差がある。胎児診断率のさらなる向上のために
は、地域産科施設の超音波技師、産科医師のスクリーニング力の底上げが不可欠だが、検査者は多施設に所属し
ており、地域全体の診断技術向上には新たな教育、スクリーニングシステムの導入が必要と思われる。今回、長
野県における胎児診断の困難な心疾患の胎児診断率を80％以上に改善することを目的に、新たな胎児診断の教
育、診断システムを構築し、その有効性を検証することとした。【方法】2021年10月から、胎児心臓超音波検査
法の技術向上と胎児診断率の改善を目的とした会員制のウェブサイトを設立した。対象は長野県の胎児先天性心
疾患のスクリーニングに携わる超音波技師、産科医師、小児循環器科医とした。会員はウェブサイトにおいて
(1)診療で判断に迷った症例を、安全性を担保したサーバーを用いてデータをアップロードし相談が可能、(2)胎児
心臓超音波スクリーニングの方法、先天性心疾患の代表的な超音波画像を学習できるビデオライブラリーを利
用、(3) 胎児先天性心疾患の心臓超音波診断法に関して一般的な質問ができる Q and A サイトを利用することが
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できる。また、症例相談の結果、心疾患が疑われる症例は、長野県立こども病院での胎児心エコー精査へ繋げる
こととする(当院倫理委員会承認済み)。【今後の研究の予定】本プロジェクトは長野県循環器病対策推進基本計画
に組み込まれ、県の推進事業として展開していく予定である。システム導入後、長野県における先天性心疾患の
胎児診断率の変化と予後に与える影響を追跡調査し、その有効性を評価する。

(2022年7月21日(木) 14:00 〜 14:50 第4会場)

[I-OR01-03] 鹿児島県における先天性心疾患の発生頻度および胎児診断
○

新谷 光央1,2, 川村 順平3, 上野 健太郎3, 櫨木 大祐4 （1.静岡県立こども病院 周産期母子医療センター 産科, 2.鹿

児島大学 産科婦人科, 3.鹿児島大学 小児科, 4.鹿児島市立病院 小児科）
キーワード：Congenital heart disease, Fetal echocardiography, Prenatal detection rate
【目的】鹿児島県における CHDの発生頻度および出生前診断の動向を把握し、特に出生前診断率の低い CHDから
胎児心臓スクリーニング検査の課題を明らかにすること。【方法】対象は2015年4月から2021年3月におい
て、鹿児島大学病院産科にて胎児診断された CHD256例と、出生後に CHDと診断され同院 NICUにて管理された
44例。このうち新生児期から管理を要する孤発性の心臓構築異常(isolated cardiac structural abnormality;
ICSA)のみを抽出し、鹿児島県における重症 ICSAの発生頻度および出生前診断率を算出した。【結果】対象期間
に県内で発生した重症 ICSAの胎児診断および出生後管理は1例を除き全て当院で行われており、本データは鹿児
島県の population-based studyに近似しているものと推定された。重症 ICSAの出生前診断は121例、出生後診
断は28例で、10,000出生あたりの発生頻度は19.3であった。重症 ICSA全数における出生前診断率は81.2%で
あった。一方、疾患別では TAPVC(33%), ccTGA(50%), DILV/DIRV(50%), dTGA(58.3%), PAIVS(62.5%)の順に
出生前診断率が低値であった。【結論】鹿児島県における重症 ICSAの発生頻度は既存の大規模な populationbased studyと相違なく10,000出生あたり20前後であることが明らかとなった。鹿児島県では CHDの出生前診断
率は高い水準が維持されているが、他報告と同様、 TAPVCの出生前診断率が最も低く今後も継続される課題であ
る。また同時に4CVにて異常を指摘しうる疾患が下位５疾患中４疾患を占め、この中に出生直後から危急的な状
況に陥る可能性がある疾患が複数含まれていたことは注目される。特にスクリーニングにおける房室弁逆流や心
室壁運動および壁構造の観察については浸透していないと考えられ、この点に注目しつつ啓蒙を行うことも更な
る診断率向上においては重要であると考えられた。

(2022年7月21日(木) 14:00 〜 14:50 第4会場)

[I-OR01-04] レベル II 胎児心臓超音波検査 オンライン多施設間全国登録に
ついて
○

瀧聞 浄宏

1,2

, 池田 智明1,3, 武井 黄大1,2, 加地 剛1,4, 河津 由紀子1,5, 川崎 有希子1,6, 稲村 昇1,7 （1.日本胎児心臓病

学会 総務委員会, 2.長野県立こども病院 循環器小児科, 3.三重大学産婦人科, 4.徳島大学産婦人科, 5.福山市民病院
小児科, 6.大阪市立総合医療センター 小児循環器科, 7.近畿大学小児科）
キーワード：胎児心エコー登録, レベルII胎児心エコー検査, ガイドライン
【目的】学会が主体となって行っているレベル II胎児心臓超音波検査の多施設間オンライン登録を解析、報告す
る。【対象と方法】2004年10月1日より2020年12月31日に登録されたレベル（ II）胎児心臓超音波検査
96634件。登録の経年変化、各県の登録数および NDBオープンデータとの比較、疾患分類や疾患別登録割合等に
ついて解析した。【結果】】経年的に登録は増加、2009年頃まで1500-2000件前後だったものが近年は
10000件に登り(2021年は14529件)、疾患分類では先天性心疾患が37448件41％、正常が35559件39%、不整脈
が4514件5％、心外異常9719件11％で経年的な傾向では先天性心疾患がやや減少していた。各県の登録数は、大
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都市圏の東京、大阪、神奈川、北海道が上位で15111、10747、8658、5332件であった。2014年から6年間の
NBDオープンデータの比較では、千葉県では1880件、登録件数が多く、東京では1938件レセプト件数の方が多
かった。100件以上の登録とレセプト件数の不一致を見たのは35県となった。先天性心疾患の内訳では、
VSD6546件、 SRV2244件、 SLV 466件、 DORV4309件、 HLHS2886件、 AVSD3032件で、四腔断面の異常を
示すものが多いのが特徴であった。しかし、 dTGA2069件(5.5％)、 Simple CoA1297件、 IAA621件と診断が難
しいとされるものでは少なく、 TAPVCは先天性心疾患の428件(1.1％)であった。経年的に dTGA, CoA、
TAPVC件数は増加傾向になってきた。【結語】胎児オンライン登録は認証医制度設立以降、著明に増加し年1万件
以上となっている。レベル II胎児登録数およびその信頼性を維持することにより、保険収載を堅持し、加えてさら
なる質的向上に寄与するため、胎児心臓病診断の裾野を広げる必要がある。
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一般口演 | 染色体異常

一般口演02（ I-OR02）
染色体異常
座長:澤田 博文（三重大学医学部附属病院小児科）
座長:与田 仁志（東邦大学医学部 新生児科）
2022年7月21日(木) 08:40 〜 09:30 第6会場 (小ホール)

[I-OR02-01] Noonan症候群の心電図所見の年齢別解析
○

市川 泰広1, 築野 一馬1, 渋谷 悠馬1, 黒田 浩行1, 高見澤 幸一1, 池川 健1, 小野 晋1, 金 基成1, 柳

貞光1, 岩本 眞理2, 上田 秀明1 （1.神奈川県立こども医療センター, 2.済生会横浜市東部病院）

[I-OR02-02] 21trisomy患者の Fontan術後の遠隔期評価
○

永尾 宏之1, 三木 康暢1, 松岡 道生1, 亀井 直哉1, 小川 禎治1, 冨永 健太1, 城戸 佐知子1, 大嶋 義

博2, 田中 敏克1 （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）

[I-OR02-03] 成長とともに呼吸障害が出現した新生児 Marfan症候群の2症例
○

細川 大地, 市川 泰弘, 築野 一馬, 高見澤 幸一, 澁谷 悠馬, 黒田 浩行, 池川 健, 小野 晋, 金 基成,

柳 貞光, 上田 秀明 （神奈川県立こども医療センター 循環器内科）

[I-OR02-04] 遺伝性大動脈疾患におけるコピー数多型解析
○

佐藤 要1, 大森 紹玄1, 小川 陽介1, 田中 優1, 白神 一博1, 益田 瞳1, 松井 彦郎1, 武田 憲文2, 犬塚

亮1 （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循環器内科）

[I-OR02-05] デスモゾーム関連遺伝子変異キャリアの小児期の特徴
○

大野 聖子1,2, 園田 桂子1, 加藤 浩一2, 堀江 稔2 （1.国立循環器病研究センター 分子生物学部,

2.滋賀医科大学 循環器内科）

©特定非営利活動法人 日本小児循環器学会

日本小児循環器学会 第58回日本小児循環器学会総会・学術集会

(2022年7月21日(木) 08:40 〜 09:30 第6会場)

[I-OR02-01] Noonan症候群の心電図所見の年齢別解析
○

市川 泰広1, 築野 一馬1, 渋谷 悠馬1, 黒田 浩行1, 高見澤 幸一1, 池川 健1, 小野 晋1, 金 基成1, 柳 貞光1, 岩本 眞理2,

上田 秀明1 （1.神奈川県立こども医療センター, 2.済生会横浜市東部病院）
キーワード：Noonan症候群, 軸偏位, wide QRS complex
【背景】 Noonan症候群は肥大型心筋症、肺動脈狭窄、心房中隔欠損症などの特有の心疾患を認める先天性奇形症
候群である。左軸偏位、異常 Q波、 wide QRS complex、左側胸部誘導での小さい R波など特徴的な心電図所見を
認めるが、心電図所見の経年的な変化に関してははっきりわかっていない。【方法】当院で経過観察されてお
り、心電図に関して検討が可能な Noonan症候群の患者の診療録をもとに後方視的に検討した。 Noonan類縁疾患
は症例数が少ないため、解析の対象から除外した。収集した心電図は生後１か月～１歳(G1)、１歳～６歳
(G2)、６歳～12歳(G3)、12歳以上(G4)の４つのグループに分けて解析した。【結果】112名の対象患者から
256例の心電図を収集することができた。遺伝子診断されている患者は39名、心疾患をもつ患者は81人で
あった。グループごとの症例数(G1/G2/G3/G4)は(46例/87例/71例/52例)であった。軸異常はどの年齢群でも
高率に合併し、右軸偏位は(56％/33％/21％/19％),p＜0.001、左軸偏位は(37％/33％/32％/38％), p=0.38と
右軸偏位に年齢による差を認めた。異常 Q波(15％/10％/11％/11％),p=0.87、 wide QRS complex(5％/8％
/8％/9％),p=0.79は年齢群による差を認めなかった。左側胸部誘導での小さい R波は(33％/15％/9％
/15％),p=0.007と年齢による差を認めた。どの年齢層でも右脚ブロックを(34％/27％/23％/36％),p=0.38を認
めた。【まとめ】異常 Q波、 wide QRS complex、左軸偏位のように年齢群において変化しない所見を認め
た。一方で、右軸偏位、左側胸部誘導の小さい R波においては年齢群による差を認めた。肺動脈狭窄や心房中隔欠
損症の既往や乳児期の右心室優位の影響が関係している可能性がある。このような年齢における心電図変化が
Noonan症候群の早期発見に役立つ可能性がある。

(2022年7月21日(木) 08:40 〜 09:30 第6会場)

[I-OR02-02] 21trisomy患者の Fontan術後の遠隔期評価
○

永尾 宏之1, 三木 康暢1, 松岡 道生1, 亀井 直哉1, 小川 禎治1, 冨永 健太1, 城戸 佐知子1, 大嶋 義博2, 田中 敏克1

（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）
キーワード：21 trisomy, Fontan, 染色体異常
【背景】21trisomyで Fontan手術を選択せざるを得ない症例もあるが、気道の問題などで Fontan手術不適応と
判断することが多く、21trisomy患者での Fontan術後遠隔期の報告は少ない。【目的】21trisomyにおける
Fontan手術後の合併症や、術後遠隔期の問題点、カテーテルデータの推移などを調べることが目的である【方
法】対象は2003年から2007年の間に Fontan手術を行い、術後10年以降で術後評価のためカテーテル を行った
21trisomyの4症例。診療録や手術記録、カテーテルデータなどを用い後方視的に観察し、遠隔期の問題点を検討
した。【結果】症例1は DORV, CAVC, PA, MAPCA, cortriatriumで三尖弁の straddlingがあり Fontan手術を
行った。術前の肺動脈圧は14mmHgであったが、遠隔期には21mmHgと高値であった。症例２は AVSD,TSで三尖
弁の狭窄及び straddling があり Fontan手術となった。術前の肺動脈圧は15mmHg、遠隔期は10mmHg, 症例3は
CAVC, hypo LV, parachute MV, ASD, CoAで左室低形成、僧帽弁狭窄症があり Fontan手術を行った。術前の肺
動脈圧は11mmHg、遠隔期は13mmHg, 症例4は severe MS, hypo LV, ASD, VSD, CoAで僧帽弁狭窄と左室低形成
のため Fontan手術となった。術前の肺動脈圧は12mmHgで、遠隔期は12mmHgであった。症例１
は、21trisomyの合併症である股関節脱臼で歩行不可であった。そのために IVC flowの鬱滞を認めていた。その
結果 CVP高値を来たし Fontan循環の破綻から心不全を発症し永眠された。【考察】本研究では気道が原因で肺高
血圧をきたしている症例は認めなかった。しかし先天性股関節脱臼による下肢筋力低下が原因と思われる CVP高
値で循環不全を来たし心不全で死亡した。呼吸循環以外の疾患にも注意する必要がある。【結論】気道の問題が
ない場合は、21trisomy患者でも Fontan循環は成り立つ可能性があり,21trisomyだけを理由に適応外と判断する
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理由にはならないが、併存疾患には注意する必要がある。

(2022年7月21日(木) 08:40 〜 09:30 第6会場)

[I-OR02-03] 成長とともに呼吸障害が出現した新生児 Marfan症候群の2症
例
○

細川 大地, 市川 泰弘, 築野 一馬, 高見澤 幸一, 澁谷 悠馬, 黒田 浩行, 池川 健, 小野 晋, 金 基成, 柳 貞光, 上田 秀明

（神奈川県立こども医療センター 循環器内科）
キーワード：新生児Marfan症候群, FBN-1遺伝子, 気管・気管支軟化
【背景】 Marfan症候群(以下 MFS)は全身の結合組織の異常をきたす常染色体優性遺伝の疾患であり、その原因遺
伝子として FBN-1遺伝子が知られている。その中でも Exon24-32番における変異は重症かつ早期発症の新生児
Marfan症候群(以下 nMFS)を呈する。 nMFSの心血管系の症状はよく知られているが、呼吸器系の症状については
よく知られていない。今回、気道症状を呈した nMFSの2症例を経験したので報告する。【症例1】9歳女児。在胎
35週に大動脈及び肺動脈の拡大を指摘された。右小指の屈曲と伸展障害、高身長の家族歴より Marfan類縁疾患
が疑われた。遺伝子検査で FBN-1遺伝子変異(c.3095G＞ A)を認め nMFSと診断された。2歳時に僧帽弁閉鎖不全
(以下 MR)に対し僧帽弁形成術を施行した。3歳時には側弯の進行による呼吸障害が出現し、在宅非侵襲的陽圧換
気療法(以下 NPPV)導入となった。9歳時点で、抗心不全療法・在宅 NPPV継続中。側弯に対し体幹部のコル
セットを導入。車いす中心の生活で、肢体不自由級に通学している。【症例2】13歳男児。出生後 MR、長い四
肢・手指・足趾、 Steinberg sign, Wrist signがあり MFSが疑われた。遺伝子検査で FBN-1遺伝子変異
(c.3661T＞ C)を認め nMFSと診断された。1歳時に MRに対し僧帽弁置換術を施行した。9歳時に繰り返す気胸に
対し胸腔鏡下左肺部分切除術を施行した。術後に気管軟化による換気不全となり低酸素性虚血性脳症をきたし
た。その後気管切開術を施行した。10歳時に気道閉塞による低酸素血症、ショックとなり2日間体外式膜型人工肺
(以下 ECMO)を施行。腕頭動脈による気管の圧排、気管と左主気管支に軟化症を認め、気管外ステント留置術を
施行した。13歳時に自宅で気管攣縮による呼吸原性心停止。蘇生施行も心拍再開せず死亡した。【考察】
nMFSでは、学童期に側弯の進行や気管・気管支の軟化による呼吸障害が顕在化することがあり、 NPPVの導入や
呼吸原性の心停止の可能性を考慮する必要がある。

(2022年7月21日(木) 08:40 〜 09:30 第6会場)

[I-OR02-04] 遺伝性大動脈疾患におけるコピー数多型解析
○

佐藤 要1, 大森 紹玄1, 小川 陽介1, 田中 優1, 白神 一博1, 益田 瞳1, 松井 彦郎1, 武田 憲文2, 犬塚 亮1 （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循環器内科）
キーワード：Copy Number Variation, Syndromic Aortopathy, Next Generation Sequencing
【背景】遺伝性大動脈疾患(syndromic aortopahties: SA)の早期診断及びリスク層別化のために遺伝子診断が大
きな役割を果たしている。我々は過去の検討で、 SAの約8割は次世代シーケンス解析(NGS)により1塩基変異～短
い挿入/欠失が同定されたこと、残り2割のうち半分にコピー数多型(Copy Number Variation: CNV)が検出された
ことを報告した。しかし、 CNVの診断は Integrative Genomics Viewer(IGV)を用いた read depthの目視の確認
に依存しており、効率・再現性の面が短所であった。異なるアプローチとして、 NGSを利用した解析ソフト
ウェアによる CNVの検出方法を検討・比較した。【方法】 SAの診断もしくは疑いの症例を対象として NGSを施
行した。通常の解析で診断がつかない症例を対象とし、 GenomonSV(SV)、 ExomeDepth(ED)、 CNVkit(kit)の
三種のソフトウェアで CNV解析を行った。 IGVによる確認で偽陽性と思われる症例を除外してアレイ CGH解析を
行い確定診断を行った。【結果】改訂 Ghent基準を満たす70例、同基準全身スコア≧５と大動脈基部拡張を伴う
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14例の計84例が対象となった。 NGSにより69例の1塩基変異～短い挿入/欠失が検出された。残り15例に CNVの
解析を行い、10例(SV 1例、 ED 4例、 kit 8例)の疑い例が抽出された。 IGVにより偽陽性が疑われる症例を除い
た7例(SV 1例、 ED 4例、 kit 5例)はアレイ CGH解析を行っており全例から CNVが検出された。【考察】 SV、
EDは特異度が高いものの感度が低く、 kitは感度が相対的に高いものの特異度が十分に高くなかった。 IGVによる
検出に匹敵するソフトウェアは存在せず、現行では目視に頼らざるを得ない。新たな解析方法の発展が望まれ
る。

(2022年7月21日(木) 08:40 〜 09:30 第6会場)

[I-OR02-05] デスモゾーム関連遺伝子変異キャリアの小児期の特徴
○

大野 聖子1,2, 園田 桂子1, 加藤 浩一2, 堀江 稔2 （1.国立循環器病研究センター 分子生物学部, 2.滋賀医科大学 循

環器内科）
キーワード：デスモゾーム関連遺伝子, 遺伝子変異, 不整脈原性右室心筋症
不整脈原性右室心筋症 (ARVC) は右室の変性に伴う右心不全と右室由来の心室頻拍を特徴とする疾患である。平
均的な発症年齢は30~40歳代とされているが、小児期に心室頻拍・突然死として発症する症例も存在する。
ARVCの主な原因は、細胞間接着に寄与するデスモゾームタンパクをコードする遺伝子の変異で、デスモゾーム関
連遺伝子の中でも DSG2と PKP2の変異が多く同定される。しかし変異キャリアの臨床的特徴は不明な点が多
い。今回、 PKP2と DSG2変異を保持している小児患者について調査を行った。対象は滋賀医大で遺伝性不整脈に
対して遺伝子解析を実施した患者のうち、 PKP2及び DSG2に病的変異が同定された1歳以上20歳未満の発端者
29人（男性19人）、検査時年齢は13.3±3.4歳。遺伝子解析の理由は ARVC 17人、 QT延長症候群 (LQTS)
12人、その他1人。 PKP2変異は5人に同定され、そのうち3人が ARVCであった。 DSG2変異は21人に同定さ
れ、10人が ARVCで、10人中9人は homoまたは compound hetero変異であり、残る1人は DSPとの重複変異
だった。 Hetero変異のみのキャリアで ARVCはいなかった。 PKP2と DSG2の重複変異保持者は3人でいずれも
ARVCだった。 ARVCに関連する不整脈関連の症状は、心肺停止・心室細動が5人、失神が2人。いずれも
ARVCで、 ARVC以外は全員無症状だった。症状出現時の年齢は11歳、16歳2人、17歳2人、18歳2人だった。変
異内訳は PKP2＋ DSG2変異1人、 PKP2変異3人、 DSG2変異3人だった。今回の研究では PKP2, DSG2変異
キャリアであっても10歳以下の発症者はいなかった。デスモゾーム関連遺伝子変異が同定された場合、対象者の
年齢や遺伝子変異の数を考慮し、臨床的に対処することが必要であろう。
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一般口演 | 一般心臓病学

一般口演03（ I-OR03）
一般心臓病学 II
座長:加藤 温子（国立循環器病研究センター 小児循環器科）
座長:河津 由紀子（福山市民病院 小児科）
2022年7月21日(木) 09:40 〜 10:30 第6会場 (小ホール)

[I-OR03-01] 本邦の高等学校運動部活動における心停止の記述的疫学
○

山中 美和子1,2, 鮎沢 衛3,4 （1.早稲田大学スポーツ科学研究センター, 2.ユーフォリアスポーツ

科学研究所, 3.神奈川工科大学健康医療科学部, 4.日本大学医学部小児科学系小児科学分野）

[I-OR03-02] 循環作動薬過量服用により緊急搬送された2例
○

熊本 崇, 土井 大人, 峰松 伸弥 （佐賀大学医学部付属病院 小児科）

[I-OR03-03] 本邦における先天性冠動脈起始異常の実態調査
○

須田 憲治, 津田 恵太郎, 清松 光貴, 高瀬 隆太 （久留米大学 医学部 小児科）

[I-OR03-04] 当科における筋性部（肉柱部）心室中隔欠損の自然経過についての検討
○

塚原 尭, 阿久澤 大智, 吉村 元文, 鶴見 文俊, 渡辺 健 （田附興風会医学研究所 北野病院）

[I-OR03-05] 重症先天性心疾患患者の県外転院搬送のまとめ
○

山下 尚人1,2, 高村 一成1, 原田 雅子1 （1.宮崎大学医学部 小児科, 2.県立宮崎病院 小児科）
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(2022年7月21日(木) 09:40 〜 10:30 第6会場)

[I-OR03-01] 本邦の高等学校運動部活動における心停止の記述的疫学
○

山中 美和子1,2, 鮎沢 衛3,4 （1.早稲田大学スポーツ科学研究センター, 2.ユーフォリアスポーツ科学研究所, 3.神

奈川工科大学健康医療科学部, 4.日本大学医学部小児科学系小児科学分野）
キーワード：スポーツ, 突然死, 高校生
【背景】蘇生教育普及後における高等学校の運動部活動（以下「部活動」）の心停止の疫学的分析は未研究であ
る。【目的】本邦の部活動において発生した心停止の発生率を競技ごとに比較すること、心停止からの蘇生率を
経時的に比較すること、及び原因疾患を記述すること。【方法】独立行政法人日本スポーツ振興センターよ
り、2009年から2018年に本邦の部活中に発生した外傷のない心停止55件の発生年月日、性別、学年、競技、原
因疾患、 AED使用状況、事故の要約を取得した。高体連および高野連の公開資料より各競技の登録者数を引用
し、5事例以上ある群の発生率及び部活生徒全体に対する発生率比を算出した。また、蘇生率を算出し期間の前後
半で比較した。【結果】心停止後蘇生25例の推定原因は順に特発性心室細動（ n=18)、肥大型心筋症（
n=4）、拡張型心筋症・ Brugada症候群・冠動脈奇形（各 n=1）で、突然死30例の推定原因は順に特発性心室細
動（ n=13）、不明（ n=7)、肥大型心筋症・大動脈解離（各 n=3）、冠動脈奇形（ n=2）、ファロー四徴・劇症
型心筋炎（各 n=1）であった。事例が5件以上の群は男子サッカー（ n=9）、男子バスケットボール（
n=8）、男子野球（ n=16）、男子野球の1年生（ n=10）であり、競技別の発生率（/10万人・年）は、男子野
球（0.91件）において最も高かった。発生率比より、部活動生全体と比較して有意に心停止発生のリスクが高
かったのは順に男子野球1年生（4.11倍）、男子野球（2.31倍）、男子バスケットボール（2.19倍）で
あった。調査期間の前半と後半の蘇生率はそれぞれ37.5%と56.5%であった。【考察】米国では野球は突然死のリ
スクが低く、男子野球で最も心停止の発生率が高かったことは本邦特有の結果である。今後、心停止の発生リス
クの高さと原因疾患の関連を検証する必要がある。

(2022年7月21日(木) 09:40 〜 10:30 第6会場)

[I-OR03-02] 循環作動薬過量服用により緊急搬送された2例
○

熊本 崇, 土井 大人, 峰松 伸弥 （佐賀大学医学部付属病院 小児科）

キーワード：Ca拮抗剤, 過量内服, 体外循環
循環器系薬剤は血行動態の改善や心負荷軽減目的に処方されるが、時に自死を目的とした過量内服事例が発生す
る。循環器薬を過量内服した場合は残存する薬物の除去、出現した症候に速やかに対処することが望ましく、ま
た過量内服を行った社会背景にも目を向け再発予防に努める必要がある。【症例1】15歳女児。12歳時に初めて
動悸を自覚し中学校1年次の学校検診で WPW症候群と診断され当院を紹介された。間欠型 WPW症候群と診断しΔ
の波の局在から前中隔副伝導路が疑われフレカイニドを開始した。頻拍発作を繰り返すためカテーテルアブ
レーションを施行したが焼灼できずベラパミル(VRP)を追加した。15歳時に親と口論の後 VRPを過量内服しトイ
レで嘔吐しているところを発見され当院へ救急搬送された。徐脈や血圧低下、高血糖などの所見はなく、胃洗
浄・血液吸着(DHP)を施行。重篤な合併症はなく、内服量は少ないと判断し、精神科・ MSW・児童相談所の介入
を行った。【症例2】22歳女性。肥大型心筋症、ヌーナン症候群で当科通院中、ビソプロロール(BF)5mg・
VRP120mg・シベンゾリン(Cib)150mg内服していた。母と口論後に衝動的に BF7.5mg・ VRP200mg・
Cib150mgを内服し意識朦朧となったため自身で救急車を要請し救急搬送された。来院時 JCS1桁であったが
HR30-40bpmの補充調律、血圧49/29mmHgと低下していた。アトロピン・カルチコールに反応なく一時ペーシ
ングを行ったが血圧は上昇せず、ノルアドレナリン静注・ IABPを挿入後も改善せず体外循環を開始した。12時間
後には自己心拍出が保てるようになり ECMOを離脱することができ、精神科・ MSW介入し環境調整中である。思
春期～若年成人期の問題行動には患者周囲の環境や患者自身の知的・精神的素因にも影響を受け衝動的な行動を
起こしうることを再認識した。

©特定非営利活動法人 日本小児循環器学会

日本小児循環器学会 第58回日本小児循環器学会総会・学術集会

(2022年7月21日(木) 09:40 〜 10:30 第6会場)

[I-OR03-03] 本邦における先天性冠動脈起始異常の実態調査
○

須田 憲治, 津田 恵太郎, 清松 光貴, 高瀬 隆太 （久留米大学 医学部 小児科）

キーワード：冠動脈起始異常, 全国調査, 臨床像
【目的】2021年日本小児循環器学会 研究委員会課題 Bとして、「先天性冠動脈起始異常の自然歴の研究とレジス
トリ構築」の承認を得た。その一環として、この20年余りの間に本邦で経験された先天性冠動脈起始異常の実態
調査を行なったので報告する。【方法】対象は、2000年１月１日以降に新規に診断された18歳未満の冠動脈起始
異常（ア ALCAPA、イ ARCAPA、ウ 冠動脈対側冠動脈洞起始、エ 単一冠動脈、オ その他）について、日本小児
循環器学会修練施設の指導者にクエスタントを用いて、診断症例数、性差、治療率、死亡率、診断方法、診断契
機（ a 蘇生を要すイベントや突然死、 b 狭心痛、 c心不全症状、 d スクリーニングや偶然、 e川崎病の診療過
程、 f その他）についてアンケート調査を行なった。【成績】91施設（41%）から回答があり、この内69施設
（76%）で合計398例が診断されていた。診断内訳はア45% イ4% ウ26% エ10% オ15%であった。アは有意に女
児に多くウは有意に男児に多かった。治療率は、アとイで有意に高く、それぞれ93%以上が治療を受けていた
が、ウ40% エ23% オ55%であった。死亡率はア10% イ6% ウ3% エ0% オ12%であった。最終診断は CAG
49%、 CT 31%、 Echo 19%、 MRI 1%であった。診断の契機としてアでは cが60%を超えていたが、 dも30%弱
であった。イでは cは20%弱で、 dが75%であった。ウでは b, d, eがそれぞれ2-3割を占めた。エでは dと eで３
分の２を占めたが、14%でｂも認めた。オではやはり aと bで50%を超え、 dと eでも３６％を占めた。ウの病型
としては右冠動脈左冠動脈洞起始が60%、左冠動脈右冠動脈洞起始が29%であった。【結論】先天性冠動脈起始
異常の病型は多彩で有り、病型ごとに治療の必要性、死亡率は異なり、発見の契機も違う。アンケートにご協力
頂いた修練施設の代表者の先生方に深謝したい。今後、２次調査を行ない、それぞれの病型ごとの臨床像を明ら
かにしたい。

(2022年7月21日(木) 09:40 〜 10:30 第6会場)

[I-OR03-04] 当科における筋性部（肉柱部）心室中隔欠損の自然経過につ
いての検討
○

塚原 尭, 阿久澤 大智, 吉村 元文, 鶴見 文俊, 渡辺 健 （田附興風会医学研究所 北野病院）

キーワード：筋性部心室中隔欠損, 自然閉鎖, 肺動脈絞扼術
【背景】近年、乳児期早期までの心エコー検査が普及するに従って筋性部心室中隔欠損（ mVSD）と診断される
ケースが増加している。 mVSDの自然閉鎖率は高い。一方で肺動脈絞扼術（ PAB）後も残存して修復できていな
い症例も存在した。この経験から初診時の欠損サイズから予後が推定できるかと考えた。【目的】 mVSD（
Kirklin VI型, Soto Trabekular型）の診断時欠損サイズによる予後を検討した。【対象と方法】 対象は、当科に
おいて2015年から2020年までに生後60日以内に心エコーで mVSD（単独）と診断し当科でフォローした62例で
ある。2021年12月10日までのカルテを後方視的に検討した。平均観察期間は290日間（2～2368日間）、診断時
の欠損サイズは主要な欠損の左室側で計測して unsizable(0.1mmと仮定)～5.8mm、平均1.7mmであった。まず肺
動脈絞扼術（ PAB）を要した症例（ PAB＋群）と要さなかった症例（ PAB－群）で欠損サイズを比較した。次に
PAB－群を欠損サイズが2.5mm未満と2.5mm以上で群分けし、閉鎖するかの予後に対してカプラン・マイヤー法
を適用し、ノンパラメトリックに解析した。【結果】 PAB＋群は1例のみで欠損サイズは5.8mmであった。これに
対して PAB－群はすべて4.1mm未満であった。 PAB－群のうち欠損サイズが2.5mm未満は50例、2.5mm以上は
11例であり、閉鎖率は、2.5mm未満・1年で93%、2.5mm以上・3年で82％であった。 PAB－群の2群間では有意
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差がみられた（ログランク検定で p＝0.000179）。 PAB－群において開存しているのは各群１例（0.8mm,
0.1mm）であった。【考察】 PABを要した１例は欠損孔が5.8mmであった。このようないわゆる large mVSDで
は PABが必要となる可能性がある。 PABを要さない群は欠損孔がすべて4.1mm未満で、2.5mm以下は1年以内に
9割が、2.5mm以上では3年以内に8割で自然閉鎖を見込める。【結論】生後60日までに診断された mVSDにおい
て、診断時の欠損サイズで予後は推定できる可能性がある。

(2022年7月21日(木) 09:40 〜 10:30 第6会場)

[I-OR03-05] 重症先天性心疾患患者の県外転院搬送のまとめ
○

山下 尚人1,2, 高村 一成1, 原田 雅子1 （1.宮崎大学医学部 小児科, 2.県立宮崎病院 小児科）

キーワード：新生児搬送, 胎児診断, SpO2スクリーニング
【背景】宮崎県は陸の孤島と呼ばれ他県への搬送に数時間を要するが重症先天性心疾患（ CCHD）の外科治療体
制は十分でないため、多くを県外の手術施設に頼っている。【目的】過去15年間で手術のために県外搬送を
行った CCHD症例を検討し、今後の課題を明らかにする。【方法】2007年から2021年に当院初診後に手術のた
め転院搬送を行った CCHD 76例を後方視的に検討した。【結果】院外出生41例(54%)、胎児診断33例(43%)、搬
送日齢30.2±9.0日で日齢7以前の搬送15例、在胎週数38.1±0.70週、早産児13例、出生体重2718±160g、超低
出生体重児3例。疾患の内訳は CoA/IAA 14例、 TGA10例、 TAPVD 10例、肺動脈閉鎖11例。合併症は染色体異
常10例、内臓錯位症候群6例、消化器疾患6例。搬送後の手術内容は大動脈弓再建術15例、大動脈スイッチ手術
10例、体肺シャント術13例、肺動脈絞扼術10例、消化管手術4例。移動手段は民間航空機39例、ヘリコプ
ター30例、陸路5例、自衛隊ジェット機2例であった。搬送時に気管内挿管6例、気管切開1例。胎児未診断例の診
断契機はチアノーゼ4例、新生児 SpO2スクリーニング20例、哺乳低下等の症状8例、消化器疾患等の合併症によ
る入院6例。転帰は死亡3例、不明1例。【考察/結論】胎児診断例が増加し、計画的な転院搬送や母体搬送が増え
ている。 TAPVDの胎児診断率は低く、かつ出生後に診断まで時間を要しているものが多かった。 CoA/IAAのう
ち３例は胎児期に VSDの指摘はあるものの当院胎児心エコー外来の受診はなかった。空路搬送は天候にも左右さ
れ、緊急搬送は患児の負担だけでなく、小児循環器医への負担も大きい。一次スクリーニングを含めた胎児診断
のさらなる向上および出生後早期の SpO2スクリーニングが重要である。
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一般口演 | カテーテル治療

一般口演04（ I-OR04）
カテーテル治療 Ⅰ
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）
座長:須田 憲治（久留米大学 小児科）
2022年7月21日(木) 10:40 〜 11:30 第6会場 (小ホール)

[I-OR04-01] 先天性心疾患におけるステント留置後病変の病理組織学的検討
○

喜瀬 広亮1, 藤井 隆成1, 富田 英1, 松山 高明2, 加藤 真理子1, 山岡 大志郎1, 石井 瑤子1, 長岡 孝

太1, 清水 武1, 大山 伸雄1, 宮原 義典1 （1.昭和大学病院 小児循環器成人先天性心疾患センター,
2.昭和大学医学部 法医学講座）

[I-OR04-02] 経カテーテル上位静脈洞型心房中隔欠損症修復術の短期成績
○

小暮 智仁1, クレシー シャキール2, ローゼンタール エリック2, 朝貝 省二3, 稲井 慶3 （1.東京女

子医科大学 循環器内科, 2.エベリーナロンドン小児病院 先天性心疾患科, 3.東京女子医科大学
循環器小児・成人先天性心疾患科）

[I-OR04-03] 当院で施行した肺動脈弁狭窄に対するバルーン拡張術の予後
○

平田 拓也, 福村 史哲, 久米 英太朗, 松田 浩一, 赤木 健太郎, 馬場 志郎, 滝田 順子 （京都大学医

学部附属病院 小児科）

[I-OR04-04] 小児心臓カテーテル検査・治療における放射線被ばく量ベンチマークの
作成
○

田中 敏克, 三木 康暢, 松岡 道生, 亀井 直哉, 小川 禎治, 富永 健太, 城戸 佐知子 （兵庫県立こど

も病院 循環器内科）

[I-OR04-05] AMPLATZER Piccolo Occluder留置後のデバイス形態変化
○

阿部 忠朗, 塚田 正範, 水流 宏文, 馬場 惠史, 小澤 淳一, 沼野 藤人, 齋藤 昭彦 （新潟大学医歯学

総合病院）
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(2022年7月21日(木) 10:40 〜 11:30 第6会場)

[I-OR04-01] 先天性心疾患におけるステント留置後病変の病理組織学的検
討
○

1

喜瀬 広亮 , 藤井 隆成1, 富田 英1, 松山 高明2, 加藤 真理子1, 山岡 大志郎1, 石井 瑤子1, 長岡 孝太1, 清水 武1, 大山

伸雄1, 宮原 義典1 （1.昭和大学病院 小児循環器成人先天性心疾患センター, 2.昭和大学医学部 法医学講座）
キーワード：カテーテル治療, ステント, 再狭窄
【背景】小児期の心血管病変に対するステント留置では、成長によるサイズミスマッチを生じるだけでなく、新
生内膜や血栓によるステント内狭窄も少なからず生じる。成人と比較して、小児のステント留置後の組織学的評
価や狭窄機序を解析した報告は少ない。【目的・方法】小児期に心内および狭窄血管に留置されたステントの内
皮化および狭窄の発生機序を明らかにするため、手術時に摘出が可能であったステントについて病理組織学的評
価を行った。【結果】対象は、5症例10病変。病変は、肺静脈6, BTシャント(ePTFE)2, 左心低形成症候群 動脈管
1, 心房間1。ステント留置から摘出までの中央値は1.5年。肺静脈では、いずれもストラットの内側に通常の
myofibroblastによる著しい繊維組織の増生に加え、時相の異なる細胞外基質を有する線維成分の増生があり、ス
テント留置後反応性に内膜増生が進行していたことが示唆された。 BTシャント(ePTFE)では、個々のストラット
周囲を取り囲むように fibrinを中心とした薄い新生内膜が発生し血管内面を覆っており、最初にステント周囲に
血栓が付着した後に myofibroblastが浸潤し薄い内膜を形成したものと考えられた。動脈管は、ステント周囲の
マクロファージはわずかでストラットの内側に軽度の新生内膜がみられた。心房中隔では、心房心筋への圧迫は
軽微であったが、ステントと心房壁の接触部分で心腔側への新生内膜の増生があり、これにより心房中隔の肥厚
していた。【まとめ】小児期に留置されたステントでは病変毎に特徴的な組織学的反応がみられた。近年、肺静
脈では mTOR阻害薬による再狭窄の予防効果が報告され、また BTシャントへの代替療法として動脈管へのステン
ト留置が報告されている。ステント留置後病変の組織学的評価は、こうした新規治療の妥当性や再介入の必要性
を説明する根拠となり、今後の効果的な血管狭窄の解除方法を検討して行く上で重要であると考えられる。

(2022年7月21日(木) 10:40 〜 11:30 第6会場)

[I-OR04-02] 経カテーテル上位静脈洞型心房中隔欠損症修復術の短期成績
○

小暮 智仁1, クレシー シャキール2, ローゼンタール エリック2, 朝貝 省二3, 稲井 慶3 （1.東京女子医科大学 循環器

内科, 2.エベリーナロンドン小児病院 先天性心疾患科, 3.東京女子医科大学 循環器小児・成人先天性心疾患科）
キーワード：上位静脈洞型心房中隔欠損症, 部分肺静脈還流異常症, カテーテル治療
【背景】上位静脈洞型心房中隔欠損症（ SVASD）は、多くが部分肺静脈還流異常症（ PAPVD）を合併し、手術
による修復が行われている。近年、 SVASDに対するカテーテル修復術が報告されており、上大静脈のカバードス
テント留置を用いた SVASD + PAPVD修復が新たな選択肢として考えられている。【方法】単施設の後向き観察
研究で、 SVASDに対して上大静脈のカバードステント留置を用いた SVASD + PAPVD修復を行った、連続症例に
ついて報告する。【結果】カテーテル治療は34例に施行された。カテーテル治療は、全身麻酔下、透視、経食道
心エコーガイドに行われた。まず上大静脈のバルーン試験閉鎖を行い、右肺静脈の圧排の有無、上大静脈径を計
測した。引き続き、カバードステント（10-zig covered Cheatham platinum stent）を上大静脈に留置して
SVASD閉鎖と、右肺静脈の左房への経路作成を行った。症例により、追加のアンカーステントの留置や、肺静脈
保護のバルーン拡張を追加した。手技は全例で成功し、周術期死亡はなかった。2例に重度の合併症を認め、1例
は心タンポナーデ、もう1例はステント脱落であった。また、シャント残存症例が1例認められた。【結論】経カ
テーテル上位静脈洞型心房中隔欠損症修復術は良好な短期治療成績を示しており、カテーテル治療に適した症例
に対しては、手術の代替療法として検討されていく可能性がある。今後日本での導入が期待される。
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(2022年7月21日(木) 10:40 〜 11:30 第6会場)

[I-OR04-03] 当院で施行した肺動脈弁狭窄に対するバルーン拡張術の予後
○

平田 拓也, 福村 史哲, 久米 英太朗, 松田 浩一, 赤木 健太郎, 馬場 志郎, 滝田 順子 （京都大学医学部附属病院 小児

科）
キーワード：肺動脈弁狭窄, カテーテル治療, 予後
【背景・目的】肺動脈弁狭窄の治療でバルーン拡張術（ PTPV）は確立した方法であり、 event-free survivalは
90%以上と言われている。一方、 PTPV施行後の肺動脈弁逆流の増悪は1/3の症例で認めるとの報告があ
る。我々は若年者の PTPVで比較的治療効果が高い印象を持っており、早期の治療を心掛けている。今回当院で施
行した PTPV後の経過を後方視的にまとめ、治療効果と合併症について検討したので報告する。【方
法】2005年～2021年の心臓カテーテル検査台帳で肺動脈弁狭窄が主病名のものを抽出し、 PTPVを施行した
46例（男児22例、女児24例）の施行時期、肺動脈弁輪径、圧較差、 PTPV後の弁逆流の経過について検討を
行った。【結果】 PTPV施行時の年齢は中央値5.5歳（0ヶ月～17歳）、複数回施行は8例あった。肺動脈弁輪径は
9.35mm(5～22mm)で、正常比92%であった。バルーン径は肺動脈弁輪径の133%(97%～160%)、拡張圧は
3.5atm(2.5atm～14atm)であった。圧較差は平均39.9±17.0mmHgから21.8±13.3mmHgに改善し、肺動脈弁逆
流は平均 trivialから PTPV施行直後 trivial-slightまでの増悪にとどまった。5年以上経過観察ができた症例で
は、平均 slightまでの増悪であった。弁逆流の増悪で手術に至った症例は無かった。1歳未満施行例は圧較差が
40.8±17.8mmHgから20.5±14.3mmHg、1歳以上では38.7±16.3mmHgから23.6±12.0mmHgに改善したが、両
者の間で有意差は認めなかった(p=0.359)。5年以上経過観察している10症例中、弁逆流の増悪が顕著（2段階以
上の増加）であったものは、1歳未満施行例で4例中2例、1歳以上は6例中0例であった。【まとめ】 PTPV施行年
齢が1歳未満または１歳以上の2群間での比較においては、有効性について明らかな有意差は認めなかった。また
長期的検討においては１歳未満で弁逆流が増悪する傾向があり、早期介入には注意が必要と考えられた。

(2022年7月21日(木) 10:40 〜 11:30 第6会場)

[I-OR04-04] 小児心臓カテーテル検査・治療における放射線被ばく量ベン
チマークの作成
○

田中 敏克, 三木 康暢, 松岡 道生, 亀井 直哉, 小川 禎治, 富永 健太, 城戸 佐知子 （兵庫県立こども病院 循環器内

科）
キーワード：放射線被ばく, カテーテルインターベンション, dose area product
【背景】カテーテル検査・治療に携わる医師は、 As Low As Reasonably Achievableの概念に基づき、あらゆる
手段を用いて、放射線被ばくを低減する努力をすべきである。小児心臓カテーテル検査・治療において、標準的
な被ばく線量の情報があれば、それを目安に被ばく低減に向けた計画を立てることができる。近年、小児の被ば
く量の評価法として DAP(dose area product)/BWの有用性が報告されている。【目的】カテーテル検査や治療に
おける DAP/BW値(μ Gy*m2/kg)のベンチマークを作成すること。【対象】2016年から2021年に当科で施行した
心臓カテーテル検査・治療のうち18歳以上の症例および２種以上の治療を同時に施行した症例を除外した
1526セッション。【方法】診断カテーテル, BAP, BVP(PTPV+PTAV), coil closure(APCA, V-V shuntなど), ASD
closure, PDA closure, BAS(static含む), ステント留置, について、 DAP/BWを調べ、それぞれの50, 75,
90パーセンタイル値を算出した。また、 DAP/BWと年齢、体重との関係を調べた。【結果】 DAP/BWの50, 75,
90パーセンタイル値は、全体(n=1526):42, 62, 100、診断カテーテル(n=804):41, 61, 107、 BAP(N=270):51,
71, 95、 BVP(N=64):41, 67, 113、 coil closure(N=151):54, 77, 105、 ASD closure(N=95):39, 52, 78、
PDA closure(N=83):21, 28, 39、 BAS(N=43):32, 56, 93、ステント留置(N=16):45, 81, 147 であった。全体
における検討で、年齢、体重とも正の相関を認めた。【結語】各種診断・治療カテーテルにおける DAP/BWのベ
ンチマークを作成した。体格が大きい症例ほど被ばくが大きい傾向がみられ、対策が必要である。今後、被ばく
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低減の取り組みの1つとして、今回算出した値をさらにアップデートした上で、各セッションにおいて術者に対
し、 DAP/BW値が50%, 75%, 90%に達した際に通知するシステムを導入し、それにより DAP/BW値が低下する
かを検証していく予定である。

(2022年7月21日(木) 10:40 〜 11:30 第6会場)

[I-OR04-05] AMPLATZER Piccolo Occluder留置後のデバイス形態変化
○

阿部 忠朗, 塚田 正範, 水流 宏文, 馬場 惠史, 小澤 淳一, 沼野 藤人, 齋藤 昭彦 （新潟大学医歯学総合病院）

キーワード：ピッコロ, デバイス, 形態変化
【背景・目的】 AMPLATZER Piccolo Occluder (APO)が PDAに広く使用されつつある。目的は APO留置後のデ
バイス形態の経時的変化を調べること。【対象・方法】 以下数値は中央値 (範囲)とする。2022年1月末までに
APOを留置し1ヵ月以上経過観察できた16例 (女69%、年齢2歳 (日齢28－14歳)、体重13kg (2.9－46kg)、 type
A/D/E：7/8/1)について、両 discとも PDA外に留置した EE (12例)、 PA側 discのみ PDA内に留置した IE
(2例)、 Ao側 discのみ PDA内に留置した EI (1例)、両 discとも PDA内に留置した II (1例)に分け、デバイス
body長さ (BL)、 PDA外に留置した disc径 (ED)と長さ (EL)、 PDA内に留置した disc径と長さの経時的変化をレ
ントゲン側面像で後方視的に比較した。【結果】 EE群の BLは退院前7.0mm (4.6－8.9mm)、1ヵ月後6.5mm
(3.6－11.6mm)、3ヵ月後6.7mm (3.6－10.2mm)で1ヵ月後に短縮傾向 (p=0.06)あり以後は変化なし、 IE、 EI、
IIは数が少なく有意差はないが、いずれも1ヵ月後に短縮し以後は変化なしであった。 EE群の PA側 discの ED、
ELはいずれも有意な変化なし、 EE群の Ao側 discの EDは有意な変化がなかったが、 ELは退院前1.0mm (0.7－
2.6mm)、1ヵ月後0.9mm (0.6－2.1mm)、3ヵ月後0.9mm (0.7－1.4mm)で1ヵ月後に短縮傾向 (p=0.04)があり以
後は変化なしであった。 PDA内に留置した disc形態は discを伸ばして留置した2例中1例は3ヵ月時に元の disc形
態へ復元し、1例は1ヵ月後でもほぼ形態は不変であった。元の disc形態のまま PDA内に留置した1例と
cupping形態で PDA内に留置した1例は経時的形態変化はほぼなかった。【まとめ】 Extra ductal留置したデバイ
ス長は1ヵ月後に中央値で9割長に短縮し以後変化なし、 extra ductal留置した Ao側 discは1ヵ月後に薄くなり以
後変化なし、伸ばして PDA内に留置したデバイスは3ヵ月後に元の形態へ復元例が存在した。これらのデバイス形
態変化を加味してサイズ選択をする必要がある。
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一般口演 | 複雑心奇形

一般口演05（ I-OR05）
複雑心奇形 I
座長:黒嵜 健一（国立循環器病研究センター 小児循環器内科）
座長:桃井 伸緒（福島県立医科大学医学部 小児科）
2022年7月21日(木) 14:00 〜 14:50 第6会場 (小ホール)

[I-OR05-01] 生後早期に高度心不全を呈した大動脈無冠尖欠損による先天性大動脈弁
逆流の1例
○

門屋 卓己1, 江原 英治1, 中村 香絵1, 佐々木 赳1, 藤野 光洋1, 川崎 有希1, 吉田 葉子2, 鈴木 嗣敏2

, 荒木 幹太3, 小澤 秀登3, 鍵崎 康治3 （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）

[I-OR05-02] Fontan術後の Aortopathyと血行動態に関する検討
○

北川 篤史1, 平田 陽一郎1, 高梨 学1, 本田 崇1, 宮地 鑑2, 石倉 健司1 （1.北里大学 医学部 小児科

学, 2.北里大学 医学部 心臓血管外科学）

[I-OR05-03] BDG/TCPS術後における肺動静脈瘻形成に関する検討
○

重光 祐輔1, 馬場 健児1, 近藤 麻衣子1, 栄徳 隆裕1, 平井 健太1, 川本 祐也1, 原 真祐子1, 笠原 真

悟2 （1.岡山大学病院 小児科, 2.岡山大学病院 心臓血管外科）

[I-OR05-04] 重症 Ebstein病の死亡リスク因子と心房性不整脈
○

連 翔太1,4, 牛ノ濱 大也1,2, 鈴木 彩代1, 兒玉 祥彦1, 田尾 克生1, 倉岡 彩子1, 原 卓也1, 石川 友一1

, 佐川 浩一1, 中野 俊秀3, 住友 直方4 （1.福岡市立こども病院 循環器科, 2.大濠こどもクリ
ニック, 3.福岡市立こども病院 心臓血管外科, 4.埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓科）

[I-OR05-05] 最近10年間の当院における右側相同の中期予後
○

安田 昌広1, 黒嵜 健一1, 三池 虹1, 伊藤 裕貴1, 加藤 温子1, 加藤 愛章1, 藤本 一途1, 岩朝 徹1, 坂

口 平馬1, 帆足 孝也2, 市川 肇1 （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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(2022年7月21日(木) 14:00 〜 14:50 第6会場)

[I-OR05-01] 生後早期に高度心不全を呈した大動脈無冠尖欠損による先天
性大動脈弁逆流の1例
○

1

門屋 卓己 , 江原 英治1, 中村 香絵1, 佐々木 赳1, 藤野 光洋1, 川崎 有希1, 吉田 葉子2, 鈴木 嗣敏2, 荒木 幹太3, 小澤

秀登3, 鍵崎 康治3 （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）
キーワード：先天性大動脈弁逆流, 無冠尖欠損, 新生児心不全
【緒言】大動脈弁狭窄を伴わない先天性大動脈弁逆流は稀である．高度大動脈弁逆流と心室中隔欠損として胎児
期から観察し，生後早期に心不全をきたし循環管理に難渋した大動脈無冠尖欠損による先天性大動脈弁逆流の1例
を経験したので報告する．【症例】妊娠27週の胎児心エコーで大動脈弁逆流，心室中隔欠損と診断．34週にかけ
て心拡大増悪，心嚢液貯留が見られた．大動脈弁逆流は高度で大動脈弁は2尖弁様に見えたが詳細な観察は困難で
あった．胎児水腫には至らず35週6日自然経腟分娩で出生．出生後の心エコーでは大動脈弁は3尖様で，無冠尖に
当たる部位が欠損し，そこから高度の逆流を呈していた．心室中隔欠損，動脈管開存を合併し，大動脈弁逆流は
心室中隔欠損を介して右室へ吹き込んでいた．日齢2より高肺血流による心不全徴候が出現し血圧低下があり，窒
素ガスによる低酸素換気療法を始めとする心不全管理を開始した．手術の方針として大動脈弁の形成を考慮した
が，形成不可の場合は大動脈弁を閉鎖せざるを得ない可能性も考え，動脈管が閉鎖傾向となった時点でプロスタ
グランジン製剤の使用を試みたが，血行動態がさらに不安定となり継続できなかった．日齢7に自己心膜による大
動脈弁形成術および心室中隔欠損閉鎖術を行い大動脈弁逆流の制御に成功し術後経過は良好であった．術中所見
で大動脈無冠尖の欠損と診断した．【考察】大動脈弁の弁尖の欠損は極めて稀で，その中では右冠尖欠損の報告
が散見される．弁尖が小さく退縮した症例や，線維束が欠損部を補完している症例の報告があるが，本症例では
無冠尖の欠損部に構造物は認めなかった．本症例では心室中隔欠損も合併し生後早期に高度心不全を呈した.【結
論】胎児期より大動脈弁逆流と心室中隔欠損として経過観察し，出生後の心エコー及び術中所見より無冠尖の欠
損と診断，一期的修復術を行った先天性大動脈弁逆流の1例を経験した．

(2022年7月21日(木) 14:00 〜 14:50 第6会場)

[I-OR05-02] Fontan術後の Aortopathyと血行動態に関する検討
○

北川 篤史1, 平田 陽一郎1, 高梨 学1, 本田 崇1, 宮地 鑑2, 石倉 健司1 （1.北里大学 医学部 小児科学, 2.北里大学 医

学部 心臓血管外科学）
キーワード：フォンタン手術, 心臓MRI, 大動脈弁閉鎖不全
【背景】 Fontan術後の Aortopathyは、血行動態に負の影響を与える可能性がある。本研究の目的は、
Fontan術後の Aortopathyを心臓 MRI(CMR)で定量的に評価し、循環動態および臨床症状の関連性を明らかにす
ることである。【方法】北里大学病院で CMRを施行した Fontan術後の20症例(年齢平均22.0 ± 8.6歳、男女比
13:7)について、 CMR測定値、患者背景、血液学的検査、 NYHA心機能分類との相関性を解析した。【結果】
Fontan手術時の年齢は平均5.3 ± 4.1歳であった。主心室は左室14例、右室6例で Atriopulmonry connection法
3例、 Lateral tunnel法3例、 Extracardiac conduit法14例であった。大動脈径は平均26.7±4.7mmで大動脈弁
逆流率(ARF)は平均13.3±12.7%であった。大動脈径は年齢(r=0.729, P＜0.05)、収縮期血圧(r=0.607, P＜
0.05)と正の相関関係を示した。 ARFは年齢(r=0.711, P＜0.05)、収縮期血圧(r=0.787, P＜0.05)、大動脈径
(r=0.835, P＜0.05)および血漿脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)値(r=0.695, P＜0.05)と正の相関関係を示し
た。 NYHA心機能分類 II度の群は I度の群と比較して有意に ARF(18.8±5.4 vs. 11.0±14.3%, P＜0.05)および血
漿 BNP値(60.5±20.5 vs. 25.2±26.7 pg/mL, P＜0.05)が高値であった。【結論】 Fontan術後の
Aortopathyは、年齢および収縮期血圧が関係する可能性があり、血漿 BNP値および運動耐容能に負の影響を与え
る。 Fontan術後の血圧管理を含めた Aortopathyに対する介入の必要性が示唆された。
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(2022年7月21日(木) 14:00 〜 14:50 第6会場)

[I-OR05-03] BDG/TCPS術後における肺動静脈瘻形成に関する検討
○

重光 祐輔1, 馬場 健児1, 近藤 麻衣子1, 栄徳 隆裕1, 平井 健太1, 川本 祐也1, 原 真祐子1, 笠原 真悟2 （1.岡山大学病

院 小児科, 2.岡山大学病院 心臓血管外科）
キーワード：肺動静脈瘻, hepatic factor, グレン手術
【背景】単心室治療の経過で形成されうる肺動静脈瘻(PAVF)は、チアノーゼの原因として重要である。 Hepatic
factorの欠乏が関与するといわれているが、その機序は不明な点が多い。【目的】 BDG(G)/TCPS(T)術後から
Fontan型手術(F術)前に形成される PAVFの特徴を明らかにする。【方法】2014年1月～2022年1月の間で G/T術
を経て F術が施行された96例について、 PAVF形成の有無・タイミング・関与する要素などにつき後方視的に検討
した。【結果】96例中15例で G/T術後 F術前に PAVFの形成を認めた(うち、コントラストエコー・肺動脈造影に
よる確定例9、 F術前 CT・周術期経過による疑診例6)。診断の内訳は、 HLHS 8、 Polysplenia/HLHS 2、 TA
2、 Polysplenia/SV 1、 PA/IVS 1、 l-TGA/hypo LV 1。 Polyspleniaでは5例中3例(うち2例が T術後)と高率に
PAVFを認めたのに対し、 Aspleniaでは8例いずれも PAVFを形成しなかった。 Additional pulmonary flow付き
の G/T循環とした症例は32例、しかし、その中からも PAVFを形成する症例があった。推定される PAVFの原因
は、1.G/T循環の長期化(9例)、2.SVC flowと additional pulmonary flowとの競合(6例)、に大別され、 G/T術
から PAVF診断までの経過年数はそれぞれ2.9±1.8年、1.3±0.4年と、2.で優位に早期に形成されていた (p＜
0.03)。なお、 PAVFを形成しなかった82例の、 G/T術から F術までの経過年数は1.7±1.4年であった。1.や2.と
同等の条件を満たしても PAVFを形成しない症例があり、それらは PVO、側開胸手術歴、創部感染歴といった体
肺側副動脈の増生を惹起する条件を満たす傾向にあった。【結語】 Polyspleniaは T術の適応となることが多く
PAVFを形成しやすい。 Additional pulmonary flowによる hepatic factorの誘導を企図しても、 SVC flowとの
競合で逆により早期に PAVFを形成する恐れがあるため、手術デザインには注意を要する。 PAVFリスクの高い症
例では、 F術までの期間を短くする管理が必要である。

(2022年7月21日(木) 14:00 〜 14:50 第6会場)

[I-OR05-04] 重症 Ebstein病の死亡リスク因子と心房性不整脈
○

連 翔太1,4, 牛ノ濱 大也1,2, 鈴木 彩代1, 兒玉 祥彦1, 田尾 克生1, 倉岡 彩子1, 原 卓也1, 石川 友一1, 佐川 浩一1, 中野

俊秀3, 住友 直方4 （1.福岡市立こども病院 循環器科, 2.大濠こどもクリニック, 3.福岡市立こども病院 心臓血管外
科, 4.埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓科）
キーワード：エプシュタイン病, 単心室, 心房頻拍
本文【背景】重症 Ebstein病(ED)は未だ死亡リスクの高い病態であるが,そのリスク因子は明らかではない。【方
法】1985～2021年に当院を受診した ED 114例のうち,2000年以降の82例(二心室修復群[BV]49例, 単心室修復
群[SV]33例)を対象とし,診療録から後方視的に解析した。有意水準は0.05未満。【結果】 BV群と SV群の比較で
は,性別(BV, SV[以下略])女性28例(57.1%), 18例(54.5%), n.s.,胎児診断16例(32.7%), 27例(81.8%), p＜
0.001,在胎週数(GA)(中央値[最小-最大][以下略]) 38.4(37.4-40.0)週, 38.0(36.7-39.4)週, n.s.,出生体重
(bBW)2888(2546-3110)g, 2650(2339-2898)g, p=0.017,外科的手術介入29例(59.2%), 27例(81.8%), n.s.,手
術時年齢6.7(0.8-15.1)歳, 0.0(0.0-0.1)歳, p=0.004, 早期興奮症候群合併12例(24.4%), 2例(6.1%), p=0.037,房
室回帰頻拍合併9(18.4%), 3例(9.1%), n.s.,心房性頻脈性不整脈合併1例(2.0%), 10例(30.3%), p＜0.001,観察期間
8.2(3.4-11.5)年, 3.2(1.5-9.8)年, p=0.029,死亡1例(2.0%),8例(24.2%),p=0.004。 SV群においては,胎児水腫(生
存群25例,死亡群8例[以下略]) 2例(11.1%),1例(14.3%), n.s.,胎児不整脈2例(11.1%),1例(14.3%), n.s.,GA
38.4(36.8-39.4)週, 37.8(36.0-38.9)週, n.s.,bBW 2812(2380-2975)g, 2399(2310-2448)g, p=0.031,Circular
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shunt合併(CS) 7例(28.0%),2例(25.0%), n.s.,外科手術到達11例(100%),2例(25.0%), p＜0.001。 SV群の死亡リ
スク因子に対する Cox回帰分析の結果は,在胎週数(ハザード比[HR][95%信頼区間,p値]以下略) 1.2(0.81.9,p=0.417),出生体重(/100g) 0.7(0.5-0.9,p=0.038),CS 1.3(0.2-6.9,p=0.760),AA 4.6(1.1-23.9,p=0.047)で
あった。【結論】 EDの SVは BVに比べて死亡率と心房性不整脈合併率が有意に高かった。 SV群の有意な死亡リ
スク因子は低い出生体重と心房性不整脈であった。重症 EDに対する心房性不整脈を含めた治療戦略を再検討する
必要がある。

(2022年7月21日(木) 14:00 〜 14:50 第6会場)

[I-OR05-05] 最近10年間の当院における右側相同の中期予後
○

安田 昌広1, 黒嵜 健一1, 三池 虹1, 伊藤 裕貴1, 加藤 温子1, 加藤 愛章1, 藤本 一途1, 岩朝 徹1, 坂口 平馬1, 帆足 孝也2

, 市川 肇1 （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）
キーワード：右側相同, 無脾症, 心房錯位症候群
【背景】心房錯位症候群，右側相同(RIH)は，共通房室弁口，肺動脈閉鎖，総肺静脈還流異常などの複雑心奇形を
伴う予後不良の疾患群である．
【方法】2010年4月から2021年12月までに当院に新生児入院した RIHについて，診療録を用いてその中期予後に
ついて後方視的に検討した．
【結果】 RIH44例中36例が当院の胎児診断例だった．観察期間の中央値は3年7ヶ月(0日-11歳4ヶ月)で，3才時点
の Fontan術到達率は48%(19/39)で，手術時年齢は中央値2歳4ヶ月(1歳7ヶ月-4歳4ヶ月)だった．1歳時点の
Glenn術到達率は60%(26/43)だった．15例(34%)が死亡しており，死亡時年齢の中央値2.0ヶ月（0日-6歳
6ヶ月）と早期死亡が多かった．特に生後7日以内の TAPVC repair施行例は7例中5例を失っており，有意に死亡
率が高かった(P＜0.05)．経皮的に垂直静脈または静脈管にステント留置した9例中全例で新生児期の TAPVC
repairを回避できており，うち7例が生存（中央値3歳10ヶ月）している．出生時，中等度以上の房室弁逆流を
15例に認め，経過中に増悪した例も含め21例で房室弁形成術が，5例で房室弁置換術が行われたが，生命予後と
の相関は認めなかった．
【考察】生後早期から SPO2が保てず， TAPVC repairを要するような高度の肺静脈狭窄例は予後不良だった．ス
テントにより手術時期を遅らせることができるが，アプローチ困難な例が存在する．一方，房室弁形成術および
置換術の既往は生命予後を悪化させなかった．
【結論】現在においても右側相同は予後の厳しい疾患群であり，特に生後早期に TAPVC repairを行う例は死亡率
が高く，ステントを含めた治療戦略を模索する必要がある．
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一般口演 | 画像診断

一般口演06（ I-OR06）
画像診断 I
座長:豊野 学朋（秋田大学大学院 医学系研究科小児科学講座）
座長:早渕 康信（徳島大学病院 小児科）
2022年7月21日(木) 15:10 〜 16:00 第6会場 (小ホール)

[I-OR06-01] 純型肺動脈閉鎖症修復後の右室流出路拡張末期前方血流(EDFF)の意義
○

高橋 卓也1, 齋木 宏文1, 齋藤 寛治1, 佐藤 啓1, 滝沢 友里恵1, 後藤 拓弥2, 桑田 聖子1, 中野 智1,

佐藤 有美1, 小泉 淳一2, 小山 耕太郎3 （1.岩手医科大学 医学部 小児科, 2.岩手医科大学 医学部
心臓血管外科, 3.みちのく療育園）

[I-OR06-02] 小児がん生存者における左室ストレインの経時的変化 - pilot studyの報
告○

赤塚 祐介, 高橋 健, 加護 祐久, 秋谷 梓, 秋本 智史, 細野 優, 井福 真友美, 磯 武史, 矢崎 香奈, 重

光 幸栄, 清水 俊明 （順天堂大学 小児科学講座）

[I-OR06-03] 心臓 MRIによる右室心筋性状の定量評価の試み
○

佐々木 勇気, 岡 秀治, 伊藤 啓太, 今西 梨菜, 島田 空知, 中右 弘一, 高橋 悟 （旭川医科大学 小

児科）

[I-OR06-04] 小児拘束型心筋症における左房ストレイン及び機能評価の有用性
○

石井 良, 橋本 和久, 廣瀬 将樹, 石田 秀和, 成田 淳, 大薗 恵一 （大阪大学 大学院医学系研究科

小児科学）

[I-OR06-05] 純型肺動脈閉鎖／重症肺動脈弁狭窄における主肺動脈 End diastolic
forward flow定量の意義
○

山内 真由子, 上田 和利, 土井 悠司, 荻野 佳代, 林 知宏, 脇 研自, 新垣 義夫 （倉敷中央病院 小

児科）
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(2022年7月21日(木) 15:10 〜 16:00 第6会場)

[I-OR06-01] 純型肺動脈閉鎖症修復後の右室流出路拡張末期前方血流
(EDFF)の意義
○

1

高橋 卓也 , 齋木 宏文1, 齋藤 寛治1, 佐藤 啓1, 滝沢 友里恵1, 後藤 拓弥2, 桑田 聖子1, 中野 智1, 佐藤 有美1, 小泉 淳

一2, 小山 耕太郎3 （1.岩手医科大学 医学部 小児科, 2.岩手医科大学 医学部 心臓血管外科, 3.みちのく療育園）
キーワード：純型肺動脈閉鎖, ファロー四徴症, EDFF
【背景】 ファロー四徴症術後 (TOF)の右室拡張機能障害は肺動脈逆流による急峻な拡張期末圧容積関係容積域に
起因するのに対し、右室低形成を内在する純型肺動脈閉鎖症修復後 (PAIVS)では元々の急峻な拡張期末圧容積関係
に起因し、右室拡張障害指標である EDFFが反映する病態が異なる可能性がある。
【方法】心臓カテーテル検査を行った PAIVS 1.5心室・2心室修復後14例と TOF修復術後90例を対象とし、同時
期の EDFFとの関連を解析した。
【結果】修復時年齢、検査時年齢、心拍出量、心拍数、両心室拡張末期圧 (EDP)、肺動脈楔入圧に差は認めな
かった。 PAIVSでは TOFと比較し中心静脈圧が高く(6.7±1.8, 5.6±2.1 mmHg, p= 0.031)、右室拡張末期容積
(111±30, 158±47 %N, p=0.0004)、および肺動脈逆流分画(18±14, 34±17 %, p=0.036)が小さかった。
EDFFは PAIVS12例(86%)、 TOF47例(52%)に認め(p=0.0011)、 PAIVSの EDFF波形は TOFと比較し速度・時
間・ VTIいずれも顕著に大きかった (p＜0.05)。 TOFでは EDFF最大血流速度は RVEDPおよび EDP-右房圧較差と
正相関を示したのに対し、 PAIVSでは明らかな関連はなかった。興味深いことに TOFでは右室容積と EDFFは正
相関を示すのに対し、 PAIVSでは負相関を示し、更に EDFF血流速度は血漿 HANPと強い正相関を示した(p＜
0.01)。
【結論】 PAIVSは多様な心室形態・三尖弁形態を含むため、 EDFFは TOFのように単独で EDP上昇を反映しな
い。しかし右室低形成の程度、更には循環負荷の程度を鋭敏に反映するため、 PAIVS修復後の病態把握に有用な
だけでなく、遠隔期の右室適応状況を想定する予測指標として有用な可能性がある。

(2022年7月21日(木) 15:10 〜 16:00 第6会場)

[I-OR06-02] 小児がん生存者における左室ストレインの経時的変化 - pilot
studyの報告 ○

赤塚 祐介, 高橋 健, 加護 祐久, 秋谷 梓, 秋本 智史, 細野 優, 井福 真友美, 磯 武史, 矢崎 香奈, 重光 幸栄, 清水 俊明

（順天堂大学 小児科学講座）
キーワード：小児がん生存者, 化学療法, 左室ストレイン
【背景】小児がん生存者において、アントラサイクリン系薬剤による心毒性は心機能低下により生命予後に影響
を与え、心不全発症や心血管イベント発症率が治療終了後も増加し続けるが、経時的な心機能の低下様式は不明
である。【目的】アントラサイクリンを含む化学療法を受けた小児がん生存者における心機能の経時的な変化を
検討すること。【方法】対象は、当院でアントラサイクリン系抗癌剤を用いた化学療法を行い、治療終了後１年
以上経過した時点で初回心機能評価を行い、初回計測からに2年以上経過した時点で心機能の再評価を行った小児
がん生存者の20例。心機能評価は心臓超音波検査を用い、左室の心基部及び乳頭筋部の円周方向ストレイン（
BCS及び PCS）と長軸方向ストレイン(LS)を計測した。116例の正常対照群のデータから年齢に対する平均値及び
95%信頼区間を算出し、各計測値を正常値の% of normalに換算した。アントラサイクリン系抗がん剤の投与量が
200mg/m2以上と以下の群に分類し、初回の計測と最後の計測において各群の比較検討を行った。【結果】化学
療法開始年齢は6.5 ± 4.2歳、初回心エコー施行時年齢平均11．6 ± 4.8歳、最終心エコー施行時平均年齢 16.1±
4.8歳であった。 LVEFは1例のみが、 e’は３例が、 LSは6例が、 BCSは5例が95％信頼区間より低下した。 LSは
アントラサイクリン200mg以上投与群の LSの最後の計測において、200mg以下投与群よりも有意に低下していた
(p = 0.009)。アントラサイクリン投与量と、 LS最終計測及び初回からの低下率が相関した（それぞれ、 r = -
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0.676, p = 0.002及び r = -0.437, p = 0.041）。【結論】アントラサイクリン系薬剤投与量と比例して、経時的
に長軸方向ストレインが低下する可能性が示唆された。そのため継続する心機能評価が重要である。

(2022年7月21日(木) 15:10 〜 16:00 第6会場)

[I-OR06-03] 心臓 MRIによる右室心筋性状の定量評価の試み
○

佐々木 勇気, 岡 秀治, 伊藤 啓太, 今西 梨菜, 島田 空知, 中右 弘一, 高橋 悟 （旭川医科大学 小児科）

キーワード：T1 mapping, 右室心筋, 心臓MRI
【背景】心筋性状を評価するには心臓 MRIの T1 mappingが有用で、心筋の炎症や線維化による T1値の上昇が知
られている。測定の際、左室は心筋壁の厚さが十分にあるため問題になることは少ない。一方右室では心筋壁が
薄く、血液による T1値上昇の影響を受けやすいため、 T1値の測定は困難と言われている。しかし、先天性心疾
患患者では右室負荷が生じる場合が多く、仮に右室心筋を定量的に評価できれば病態把握に非常に有用であ
る。そこで我々は、本来拡張期で撮影する T1 mappingを収縮期で撮影することで右室心筋性状を評価できるので
はないかと考えた。【目的】右室心筋性状を非侵襲的に MRI検査で評価すること。【方法】2021年に当院で心臓
MRI検査を施行した計27名(0-41歳)を対象にした。心臓 MRI装置は Siemens社製3 Teslaを使用した。 T1
mappingを拡張期及び収縮期で撮影し、両心室の心筋性状を評価した。【結果・考察】(1)収縮期 T1値が拡張期
T1値と同様に心筋性状を評価できるかどうかを左室中隔壁の値から算出した。27名の左室中隔壁の拡張期 T1値
は1235±104msec（中央値± SD）、収縮期 T1値は1218±139msecであり、収縮期 T1値がやや低くなるもの
の、両者は有意な相関関係を示した(R=0.92, p＜0.001)。(2) 収縮期 T１値は心周期の影響を受けにくいことがわ
かったため、右室自由壁についても検討した。右室心筋壁厚は拡張期が2.8±1.6mm、収縮期は4.0±1.7mmと上昇
し、右室自由壁の拡張期 T1値は1333±156msec、収縮期 T1値は1267±162msecと左室よりも収縮期で T1値が
有意に低下していた(p＜0.001)。心周期による T1値の変化率は左室で3.6%、右室で9.3%であった。右室は拡張
期の計測では血液による影響が大きく、収縮期で計測することで右室心筋壁が厚くなり、血液の影響を小さくで
きたことがわかった。【結論】右室における収縮期 T1 mappingは血液による T1値上昇の影響を少なくすること
ができ、右室心筋性状の評価に有用である。

(2022年7月21日(木) 15:10 〜 16:00 第6会場)

[I-OR06-04] 小児拘束型心筋症における左房ストレイン及び機能評価の有
用性
○

石井 良, 橋本 和久, 廣瀬 将樹, 石田 秀和, 成田 淳, 大薗 恵一 （大阪大学 大学院医学系研究科 小児科学）

キーワード：左房機能, 拘束型心筋症, 心不全
【背景】小児拘束型心筋症(RCM)は、重篤で稀な疾患で発症時期や病状の進行は多様であり、病状把握に苦慮す
る。成人心不全の病態把握や心事故予測に左房ストレインが有効であると報告されている。小児 RCMに対する同
樣の報告は少ない。【目的】左房ストレイン及び機能評価が RCMの病態把握に有効であるか検討する。【方法】
RCM17例の連続51件と 正常心10件の心エコーデータを、 TTA2.40 (Tom Tec社)にて解析した。同時期に施行し
た33件の心カテデータを比較検討した。観察期間は当院初診時から VAD装着または心移植実施までとした。【結
果】 RCM17例（年齢7才(6-9.5)）、正常心10例（年齢6才(2.5-11.5)）。心移植到達は9例、その内 VAD装着は
３例、死亡は１例。観察期間は13ヶ月(2-24) 。最大左房容積(LAVi)は RCMで有位に高値(75 (52-102) vs 26
(13-32)ml/m3, p＜0.0001)、左房拡張ストレイン(LA-Sr)、収縮ストレイン(LA-Sc)は RCMで有位に低値で
あった(19.7±11 vs 49.7±16.2%, p=0.0001, 16.4±7.1 vs 8.8±7.6, p=0.01)。 LA-Srと LAViは優位な相関を認
めた(r=0.6, p＜0.0001)。 LA-Srと LA-Scは PVRI (2.5 (1.4-4.1) unit/m2)と有位に相関したが(r=0.5
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(p=0.004), r=0.5 (p=0.003))、 LVEDP(23 (18-27) mmHg)と PCWP(17 (12-21)mmHg)とは相関しなかった。
ROC解析の結果、心不全増悪による移植登録予測の LA-Srのカットオフ値は20.５(感度0.913, 特異度0.75; AUC
0.81)。初診時に LA-Srが20%以上の症例は7症例 (41%)、その内1症例が観察36ヶ月時に20%以下になり移植登
録に至った。初診時に LA-Srが20%以下の症例は、治療強化に関わらず LA機能の改善は乏しく、全例心移植登録
もしくは実施に至っていた。【考察】左房ストレインは、 RCMの病態を評価するのに有用であることが示唆され
た。 RCMの病態を把握するには、心カテで得られる LVEDPや PCWPのみでは困難であり、左室拡張障害の影響
直接的にうける左房機能を評価することが重要である。

(2022年7月21日(木) 15:10 〜 16:00 第6会場)

[I-OR06-05] 純型肺動脈閉鎖／重症肺動脈弁狭窄における主肺動脈 End
diastolic forward flow定量の意義
○

山内 真由子, 上田 和利, 土井 悠司, 荻野 佳代, 林 知宏, 脇 研自, 新垣 義夫 （倉敷中央病院 小児科）

キーワード：主肺動脈拡張末期順行性血流, 右室拘束性循環動態, 心臓MRI
＜背景＞経胸壁心エコーにおける主肺動脈拡張末期順行性血流(End diastolic forward flow; EDFF)は右室拘束性
循環動態を示すとの報告もあるが，エコーでは定量的な評価はされておらず，心臓 MRI(CMR)では EDFFの定量化
が可能である．純型肺動脈閉鎖(PAIVS)/重症肺動脈弁狭窄(cPS)は二心室修復に到達しても，右室流出路や三尖弁
に再介入を要することがあり，静脈圧高値のため1.5心室手術への take downを検討する症例もある．しかし，
take downの適応基準については確立されていない．＜目的＞ CMRによって定量化された EDFFと，心エ
コー・カテーテルのデータを比較することで， PAIVS/cPSの1.5心室手術への take-down適応の判断指標となり
うるか検討した．＜対象＞二心室修復を行った PAIVS/cPSの10例．そのうち PAIVSが5例， cPSが5例で
あった．＜方法＞ CMRで主肺動脈を関心領域として， Q flowの Time-Flow curveから EDFFを定量し，
RVEDVI， RVESVI，肺動脈弁逆流率(%RF)，三尖弁輪径(TV-Zscore)，平均右房圧(mRAP)，右室拡張末期圧
(RVEDP)との関係について検討した．＜結果＞全例で EDFFを認め，中央値は1.75(0.21~10.0) mL/m2，総順行
性血流(FF)に対する比(EDFF/FF)は中央値3(0.50~33.9)％であった． EDFF/FFとの相関分析では RVEDVI
100(37.9~139) mL/m2で r -0.85， EVESVI 52.5(19.1~92.7) mL/m2で r -0.77， TV-Zscore -3.2(-6.0~0)で
r -0.82と負の相関関係を示し， RVEDP 10(4~16) mmHgで r 0.81， mRAp 6(2~13) mmHgで r 0.79と正の相関
関係を示した．1.5心室への take-downを施行または施行予定の2症例では，ともに EDFF/FFが高値を示してい
た．＜結論＞ PAIVS/cPSの二心室修復術後における EDFFは，右室拘束性循環動態の程度を反映し， CMRによる
EDFF定量は1.5心室手術への take-downの適応判断の指標の一つになりうる． EDFF/FF(%)の cut-off値につい
てはさらなる症例の蓄積が必要である．
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一般口演 | 画像診断

一般口演07（ I-OR07）
画像診断 II
座長:稲毛 章郎（日本赤十字社医療センター 小児科）
座長:脇 研自（倉敷中央病院）
2022年7月21日(木) 16:20 〜 17:10 第6会場 (小ホール)

[I-OR07-01] リンパ節穿刺下動的 MRリンパ管造影による中枢リンパ管の評価
○

佐藤 慶介, 陳 又豪, 沼田 寛, 渋谷 茜, 石垣 瑞彦, 芳本 潤, 金 成海, 満下 紀恵, 新居 正基, 田中

靖彦 （静岡県立こども病院 循環器科）

[I-OR07-02] 三尖弁閉鎖における僧帽弁複合体の解剖学的異常についての検討
○

安心院 千裕, 新居 正基, 石垣 瑞彦, 佐藤 慶介, 芳本 潤, 金 成海, 満下 紀恵, 田中 靖彦 （静岡県

立こども病院）

[I-OR07-03] カテーテル検査室内で測定可能な、血管造影画像を用いた肺血流量左右
比の自動測定
○

武井 黄太1, 安河内 聰2, 瀧聞 浄宏1, 赤澤 陽平1, 坂口 卓弥3 （1.長野県立こども病院 循環器小

児科, 2.相澤病院 エコーセンター兼循環器内科, 3.キヤノンメディカルシステムズ株式会社）

[I-OR07-04] 2管球型 CTを用いた、低被曝・低侵襲に冠動脈起始部の評価まで行える
1歳未満の心臓 CTの撮影方法
○

橋本 丈二1, 福永 佳浩1, 永田 貴紀1, 平野 暁教2 （1.福岡市立こども病院 放射線部, 2.福岡市立

こども病院 心臓血管外科）

[I-OR07-05] Fontan術後患者における、 MRI肝線維化指標の予測モデル
○

岩本 洋一1, 石戸 博隆1, 増谷 聡1, 先崎 秀明2 （1.埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母

子医療センター小児循環器部門, 2.桃太郎クリニック）
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(2022年7月21日(木) 16:20 〜 17:10 第6会場)

[I-OR07-01] リンパ節穿刺下動的 MRリンパ管造影による中枢リンパ管の
評価
○

佐藤 慶介, 陳 又豪, 沼田 寛, 渋谷 茜, 石垣 瑞彦, 芳本 潤, 金 成海, 満下 紀恵, 新居 正基, 田中 靖彦 （静岡県立こ

ども病院 循環器科）
キーワード：中枢リンパ管, 動的MRリンパ管造影, リンパ節穿刺
【背景】リンパ節穿刺下動的 MRリンパ管造影（ Intranodal Dynamic Contrast-enhanced Magnetic Resonance
Lymphangiography; IN-DCMRL）は鼠径リンパ節を穿刺後，ガドリニウム造影剤を注入しながら3次元高速グラ
ジエントエコー法で複数回撮影することにより，その動態を追跡し中枢リンパ管を評価する方法である。この方
法により，中枢リンパ管の病的状態について高い空間分解能で評価することが可能となった。しかし，本邦にお
ける導入事例は少ない。【目的】 IN-DCMRLによる中枢リンパ管の評価を導入する際の問題点について検討する
こと。【対象と方法】対象は2019年9月から2021年12月までに当院で IN-DCMRLを行った4例（年齢11.1±
5.3歳，体表面積0.98±0.3m2）。 MRIは PHILPS社 Ingenia 1.5Tを用いた。 IN-DCMRLは，鼠径リンパ節をエ
コーガイド下に穿刺した後にガドブトロール0.1ml/kgを緩徐に注入し， eTHRIVEで20-30秒ごとに撮影した。成
功・不成功，全身麻酔の有無，有害事象の有無，所見などについて比較検討した。【結果】検査手技は4例中3例
において成功した。3例とも全身麻酔で行われており，いずれも胸管からの逆流所見がえられた。3例のうち2例は
胸管塞栓ないしは破砕術を行い症状の改善がえられ，1例は治療計画中である。不成功に終わった1例は局所麻酔
のみで検査手技を行ったが，穿刺後 MRIに移動するときに体動のため穿刺針の位置が変わってしまってい
た。【まとめ】 IN-DCMRLはリンパ節穿刺を要すること，穿刺針の固定性を保つことなどから，導入が困難では
あるが，導入後は検査手技としては安定し，治療に結びつく結果がえられる。

(2022年7月21日(木) 16:20 〜 17:10 第6会場)

[I-OR07-02] 三尖弁閉鎖における僧帽弁複合体の解剖学的異常についての
検討
○

安心院 千裕, 新居 正基, 石垣 瑞彦, 佐藤 慶介, 芳本 潤, 金 成海, 満下 紀恵, 田中 靖彦 （静岡県立こども病院）

キーワード：tricuspid atresia, mitral valve, pulmonary atresia
【はじめに】三尖弁閉鎖(TA)は心ループの形成後に房室弁の右方変位を伴わないことがその発生要因と考えられ
ているが、左室に形成される僧帽弁複合体(MV)の異常については報告が少ない。今回我々は、 TAに合併する
MVの解剖異常について、心エコー図所見と術中所見から後方視的に検討を行った。また、同じ左室型単心室であ
るが、両側の房室弁形態が形成されている心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖(PAIVS)についても、比較のために
僧帽弁複合体の解剖異常について検討を行った。【目的】 TAと PAIVSにおける MV異常の合併頻度とその特徴を
明らかにすること。【対象】2010年以降で、静岡県立こども病院を受診し、心エコー図動画サーバー上でエ
コー動画が確認可能であった症例： TA:39例（男:女;1:1.05）(I型21:2型16;3型2),PAIVS:56例
（男:女;1:0.75）。房室結合不一致の症例は除外した。【方法】心エコー図動画記録と手術記録から僧 MVの解剖
について評価（乳頭筋数、腱索異常、 straddling、弁葉数、クレフト有無など）を行った。それぞれの異常の頻
度を明らかにするとともに、 TAと PAIVS間での比較を行った。【結果】 MV異常の頻度： TA: 23/39例(59%);
PAIVS: 4/56例(7%)(p=0.0)。 TAの病型別 MV異常合併頻度：1型(52%); 2型(63%) (p=0.35)。尚、 MVに外科
的介入を要したのは： TA：5(13%)； PAIVS：3(3.5%)であり、有意差を認めなかった(p=0.20)。【考察】一般
的に TA,PAIVSともに MV形態は正常であるとされるが、本検討では TAで有意に MV異常の合併率が高く、乳頭
筋数や弁葉数の異常、または straddlingなどの症例が多いことが判明した。中には triple orificeなどの弁葉の強
い異形成を合併する症例も認めた。単心室疾患では良好なフォンタン循環を維持するためには、良好な房室弁機
能の維持が不可欠である。 TAでは MV構造異常を合併する頻度が高いことから、術前の丁寧な観察が必要であ
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る。

(2022年7月21日(木) 16:20 〜 17:10 第6会場)

[I-OR07-03] カテーテル検査室内で測定可能な、血管造影画像を用いた肺
血流量左右比の自動測定
○

1

武井 黄太 , 安河内 聰2, 瀧聞 浄宏1, 赤澤 陽平1, 坂口 卓弥3 （1.長野県立こども病院 循環器小児科, 2.相澤病院 エ

コーセンター兼循環器内科, 3.キヤノンメディカルシステムズ株式会社）
キーワード：血管造影, 肺血流シンチ, 肺血流量
【背景】末梢性肺動脈狭窄を伴う先天性心疾患の治療計画を立てる上で、左右肺血流量比（ Qp-LR比）の測定は
重要である。通常、 Qp-LR比は肺血流シンチ(RI)で評価基準であるが、追加の放射線被曝や麻酔、コストが課題
となる。以前われわれは、肺動脈造影(PAG)の画像から肺血流量の左右比を算出するアルゴリズムを開発報告した
が、用手的操作が多いことが課題であった。(Plos one 2021;16(6):e0253565)【目的】以前のアルゴリズムを改
良した Qp-LR比を自動計測する解析ソフトウェアの実用と正確性を臨床的に検討すること。【対象と方法】書面
同意を得た上で、心臓カテーテル検査で PAGと前後30日以内に RIを施行した先天性心疾患10例(20±26ヶ月，女
4例)。 PAG正面像から本ソフトを用いて Off line解析を行った。透視装置は Infinix Celeve-i INFX=8000V(キ
ヤノンメディカルシステムズ)を用い、 PAGは通常量の造影剤(イオパーク300)を使用して15~30fpsで全肺野が
画角に入るように撮像し DICOM画像で保存。自動解析計測は、1.各左右肺領域にシンチ同等の関心領域を設
定、2.領域内画像輝度平均値の時間変化曲線作成、3.各左右の時間輝度曲線の傾き最大値を求め、4.その比から
Qp-LR比を求めるという手順で求め、 RIの結果と比較した。【結果】10例全例で Qp-LR比の自動計測が2分以内
に実施できた。 PAGによる左肺/右肺血流量比は18～92(56±22)%で、 RIの結果とは r=0.84, p=0.0023と良好
な相関を示した。平均 Bland-Altman bias は0.15であった。【結論】今回開発した自動計測ソフトにより、
PAGを用いた Qp-LR比は全例 On siteで計測可能で、 RIと高い相関を示したことより肺血流シンチに代わりうる
有用な方法と思われる。

(2022年7月21日(木) 16:20 〜 17:10 第6会場)

[I-OR07-04] 2管球型 CTを用いた、低被曝・低侵襲に冠動脈起始部の評価
まで行える1歳未満の心臓 CTの撮影方法
○

橋本 丈二1, 福永 佳浩1, 永田 貴紀1, 平野 暁教2 （1.福岡市立こども病院 放射線部, 2.福岡市立こども病院 心臓血

管外科）
キーワード：CT, 冠動脈, 低被曝
【背景.目的】1歳未満の CHD患者の冠動脈起始部の評価は困難であることが少なくなく、完全大血管転位
(TGA)や Taussig-Bing奇形(TB)で最も重要になる。3DCTでは精細な画像は得られにくいが、鎮静下息止め
4DCT(全心位相)撮影法ならば確実に得られる。しかし、高被曝(4～9mSv)と挿管下での呼吸管理を必要とす
る。多くの患者が最大限の利益を享受できるようにするには低被曝化・低侵襲化が必須である。4DCTの一種であ
る Adaptive Cardio Sequence(以後 Ad.Sq)撮影法は、検出器幅(約3cm)の1回転であれば息止めせずに精細な画像
が得られ、撮影する心位相を限定することで被曝も抑えられる。その一方で、 Flash Spiral(以後 Flash)撮影法
は、胸部全体の3DCTを低被曝・自由呼吸下で撮影可能であるが、冠動脈起始部が不明瞭になることもある。当院
では大半の疾患を、この二つの撮影法を連続で撮影する Flash+Ad.Sq撮影法で評価している。その経験を報告す
る。【方法】当院で2021年に1歳未満で Flash+Ad.Sq撮影法を行った131例に TGA・ TB症例で4DCTを行った
10例を加えて、後方視的に評価する。【結果】冠動脈起始部の描出率は、 Flash撮影法は61.9%(1か月未満：半
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年未満：1歳未満＝49.1%:64.2%:94.4%)平均1.3mSv、 Flash+Ad.Sq撮影法は
92.6%(同、87.0%:96.2%:100%)平均1.9mSvであった。 TGA・ TBの冠動脈起始部の描出率は、 Flash+Ad.Sq撮
影法で78%.平均1.5mSv、4DCT撮影法で100%.平均7.1mSvであった。【考察.結論】 Flash撮影法に較べ、
Flash+Ad.Sq撮影法は平均0.6mSvの被曝増加で描出率は30.7%向上した。 TGA・ TB症例であっても、低被曝を
優先し Flash+Ad.Sq撮影法で評価した症例は9例あった。 Ad.Sq撮影法の限界点として、自由呼吸下の2回転以上
の撮影は呼吸による心臓位置の変化から重複や欠損が生じる事、全心位相の撮影はできない事などがあるもの
の、1歳未満の心臓 CTは Flash+Ad.Sq撮影法で低被曝・低侵襲に冠動脈起始部の評価も可能である。

(2022年7月21日(木) 16:20 〜 17:10 第6会場)

[I-OR07-05] Fontan術後患者における、 MRI肝線維化指標の予測モデル
○

岩本 洋一1, 石戸 博隆1, 増谷 聡1, 先崎 秀明2 （1.埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター小

児循環器部門, 2.桃太郎クリニック）
キーワード：Fontan, liver fibrosis, EOB
【背景】肝細胞特異性のある造影剤 Gd-EOB-DTPA(EOB)を用いた MRIは、 Fontan術後肝障害（ FALD）の線維
化評価に有用と期待される。しかし MRIは頻回評価には適さないため、バイオマーカー等による MRI線維化指標
の予測モデルを検討した。
【方法】肝臓 MRI検査にて EOB投与10分後に、肝臓全体を T1強調の横断像を撮影し、5枚のスライスを抽出し
た。太い静脈を除いた肝実質全体の平均信号値と肝実質の最大信号値の比を算出し（ EOB index）、単変量・多
変量解析で以下の因子との関連を検討した：血液マーカー(血小板数・ AST・ ALT・γ GTP・総ビリルビン・ヒア
ルロン酸・ P-3-P・4型コラーゲン7S)、肝線維化スコア FIB-4 index、 aspartate aminotransferase to
platelet ratio index(APRI) 年齢、心臓カテーテル検査時の CVP値（末梢静脈圧から推定可能なため）・
SaO2値。
【結果】 Fontan手術後37例（平均12.7歳±7.6歳）。 EOB indexは、平均0.73±0.04であった。単変量では、
EOB indexは、年齢・ LDH・4型コラーゲン7S・ FIB-4と有意な相関を認めた。多変量では、 EOB index＝0.730.0043*CVP(mmHg)+0.0003*LDH（ U/L）-0.0049*4型ｺﾗｰｹﾞﾝ7S(ng/mL)の予測式(R=0.69, p＜0.001)を得
た。
【結語】 Fontan術後患者における EOB indexは、バイオマーカー等で予測ができる可能性がある。症例数の増加
と validation cohortによる検証、負荷時を含めた推定 CVPの使用による検証を行っていきたい。
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一般口演 | カテーテル治療

一般口演08（ I-OR08）
カテーテル治療Ⅱ
座長:石井 徹子（千葉県こども病院 循環器内科）
座長:杉山 央（聖隷浜松病院 小児循環器科・成人先天性心疾患科）
2022年7月21日(木) 08:40 〜 09:30 第7会場 (ルーム204)

[I-OR08-01] サピエン3症例審査委員会
○

富田 英1, 上野 高義2, 上岡 智彦3, 金 成海4, 木村 成卓5, 小泉 淳 一6, 瀧聞 浄宏7, 福田 旭伸8, 藤

本 一途9, 矢崎 諭10 （1.昭和大学病院, 2.大阪大学, 3.東海大学医学部付属病院, 4.静岡県立こど
も病院, 5.慶應大学病院, 6.岩手医科大学附属病院, 7.長野県立こども病院, 8.神戸大学医学部附
属病院, 9.国立循環器病研究センター, 10.榊原記念病院）

[I-OR08-02] 体重3kg未満の動脈管開存(PDA)に対するデバイス閉鎖術の検討
○

三崎 泰志, 藤村 友美, 丸山 和歌子, 佐藤 真朝, 浦田 晋, 進藤 考洋, 小野 博, 賀藤 均 （国立成育

医療研究センター 循環器科）

[I-OR08-03] ファロー四徴におけるバルーン肺動脈弁形成術と右室流出路ステント留
置術の位置付け
○

北野 正尚1, 西畑 昌大1, 加藤 昭生1, 島袋 篤哉1, 佐藤 誠一1, 中村 真2, 菅野 勝義2, 西岡 雅彦2

（1.沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児循環器内科, 2.沖縄県立南部医療セン
ター・こども医療センター 小児心臓血管外科）

[I-OR08-04] CARDIOFORM ASD Occluderの使用経験
○

上田 秀明, 小野 晋, 齋藤 央, 高見澤 幸一, 築野 一馬, 黒田 浩行, 渋谷 悠馬, 池川 健, 市川 泰広,

金 基成, 柳 貞光 （神奈川県立こども医療センター 循環器内科）

[I-OR08-05] 体重10kg未満の小児に対する経皮的心房中隔欠損閉鎖術
○

鍵山 慶之, 籠手田 雄介, 津田 恵太郎, 清松 光貴, 高瀬 隆太, 寺町 陽三, 須田 憲治 （久留米大学

小児科）
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(2022年7月21日(木) 08:40 〜 09:30 第7会場)

[I-OR08-01] サピエン3症例審査委員会
○

富田 英1, 上野 高義2, 上岡 智彦3, 金 成海4, 木村 成卓5, 小泉 淳 一6, 瀧聞 浄宏7, 福田 旭伸8, 藤本 一途9, 矢崎 諭10

（1.昭和大学病院, 2.大阪大学, 3.東海大学医学部付属病院, 4.静岡県立こども病院, 5.慶應大学病院, 6.岩手医科大
学附属病院, 7.長野県立こども病院, 8.神戸大学医学部附属病院, 9.国立循環器病研究センター, 10.榊原記念病院）
キーワード：経皮的肺動脈弁, 右室流出路導管, 症例審査委員会
【背景】エドワーズ サピエン3(S3)は2020年9月11日付で、外科的手術リスクの高い、先天性心疾患手術におい
て植え込まれた右室流出路心外導管又は肺動脈弁位の生体弁の機能不全に適応拡大された。本品の適応は小児循
環器内科医、心臓血管外科医、画像診断医からなる症例審査委員会によって審査される。【目的】症例検討委員
会の現状について報告すること。【対象と方法】2021年12月時点までに症例検討委員会で審査された症例の概要
と検討内容を要約した。【結果】症例1 21歳。修正大血管転位に対するダブルスイッチ手術後で高度の肺動脈弁
逆流。画像診断計測された右室駆出分画が提示された数値と一致しない印象を指摘され、容量計測のトレース画
像提出を求められた。拡張障害が主体と考えられ、また、外科手術が困難というほどの開胸リスクがあるとは言
えないとの判定で保留となった。手技的にも難易度・合併症のリスクが高いことが指摘された。症例2 21歳。大
動脈二尖弁に対する Ross手術後の肺動脈弁逆流。右室容積の計測値が見た目の印象と一致せず、再計測を求めら
れた。また、再手術困難とするほどの右室機能不全とは評価しがたいとされた。導管一部に ePTFEが使用されて
おり、生体材料の導管という S3の適応に沿って留置すると、冠動脈圧排や自己組織に接触する可能性が指摘され
た。症例3 23歳。ファロー4徴術後の肺動脈弁逆流に対する生体弁置換術後の生体弁機能不全（狭窄）。右室機能
低下により、外科治療のリスクは高く、 S3留置の良い適応と判定された。【考察と結語】 S3の現在の適応は、外
科的手術リスクの高い、先天性心疾患手術において植え込まれた右室流出路心外導管又は肺動脈弁位の生体弁の
機能不全である。心機能や手術歴からみた外科手術のリスク、導管の素材や想定される S3の留置部位などが適応
判定上の課題と考えられる。

(2022年7月21日(木) 08:40 〜 09:30 第7会場)

[I-OR08-02] 体重3kg未満の動脈管開存(PDA)に対するデバイス閉鎖術の検
討
○

三崎 泰志, 藤村 友美, 丸山 和歌子, 佐藤 真朝, 浦田 晋, 進藤 考洋, 小野 博, 賀藤 均 （国立成育医療研究センター

循環器科）
キーワード：動脈管開存, ADO, ADO Piccolo
【背景】2019年1月に Amplatzer Duct Occuluder 2(ADO2)、2020年4月に Amplatzer Piccolo Occuluder
(Piccolo)が導入され、新生児乳児期早期の動脈管デバイス閉鎖が適応となってきているが、特に低体重児におけ
る経験はまだ乏しく、その適応判断や閉鎖栓の選択等はまだ完全に確立してはいない。【目的】体重3kg未満の
PDAデバイス閉鎖の現状を明らかにすること。【対象】2020年7月から2021年12月に国立成育医療研究セン
ターにおいて PDAデバイス閉鎖を試みた体重 3kg未満の3例を検討した。【症例1】日齢14、体重2.8kg。 PDA
type C,PDA最狭部3.8mm,PDA長8.7mmで、 ADO2(4-4)を順行性に留置した。術後軽度の残存短絡と左肺動脈狭
窄(LPPS)認められたが、術後3ヶ月で短絡は消失し、術後6ヶ月で LPPSも改善した。【症例2】日齢6、体重
2.6kg。 PDA type C,PDA最狭部3.0mm,PDA長5.3mmで、 Piccolo4-2mmの留置を順行性に試みたが容易に肺動
脈側に脱落するため、 ADO-2(4-4)に変更した。 PDAを挟み込むように留置するも、拍動により徐々に肺動脈側
に slipして脱落するため留置を断念した。【症例3】生後2ヶ月、体重2.3kg。 PDA type A,PDAの PA側最狭部
2.1mm,PDA長7.6mmで、 Piccolo 5-4mmを順行性に留置した。術直後から短絡は消失し、 LPPSなし。【考
案】体重3kg未満においても Piccolo,ADO2で PDAデバイス閉鎖は可能になってきたが、新生児期において動脈管
の伸展性が強い症例ではデバイス閉鎖が困難な症例もあり、症例ごとに適切なデバイスの選択や適応の判断が必
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要となる。

(2022年7月21日(木) 08:40 〜 09:30 第7会場)

[I-OR08-03] ファロー四徴におけるバルーン肺動脈弁形成術と右室流出路
ステント留置術の位置付け
○

1

北野 正尚 , 西畑 昌大1, 加藤 昭生1, 島袋 篤哉1, 佐藤 誠一1, 中村 真2, 菅野 勝義2, 西岡 雅彦2 （1.沖縄県立南部医

療センター・こども医療センター 小児循環器内科, 2.沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児心臓
血管外科）
キーワード：ファロー四徴, ステント留置術, バルーン肺動脈弁形成術
【背景】海外の場合，ファロー四徴（ TOF）に対して月齢3-12に施行された修復術の転帰は良好であるが，新生
児期の低体重や肺動脈低形成などを伴う場合の死亡率は高い。これらのハイリスク児が重度チアノーゼや低酸素
発作を呈した場合，一般的に BTシャント変法が施行されているが，特に新生児期の場合は死亡率が高い。その代
替治療として，近年当院でも右室流出路ステント留置術などのカテーテル治療を施行している。【目的】当院で
外科的/カテーテル治療をした TOF症例の転帰を見返し，各治療法の位置付けを検討する。【方法】2006年7月2021年8月に当院で外科的/カテーテル治療介入した TOF患児54例（初回介入時の年齢19日-2歳；体重2.613.3kg；女児21例）の初回介入治療別の転帰（生存および短期介入（術後３月以内の外科的/カテーテル治
療）の有無）に関して後方視的に検討した。【結果】54例全例で術後死亡はなし。初回介入治療別に， TOF修復
術群28例（年齢6月-２歳，体重5.4-13.3kg）全例に短期介入はなし。 BTシャント群21例（年齢19日-6月，体重
2.6-8.9kg）の内，２例は術後急性期に過肺血流から ECMO装着したが，回復できた。姑息的右室流出路形成術を
施行した1例（月齢2，体重3.3kg）も術後早期に ECMO装着したが，回復できた。バルーン肺動脈弁形成術を施
行した3例（体重2.4-3.0kg）の内，１例は1月後に BTシャントを追加した。右室流出路ステント留置術を施行し
た極低出生体重児1例（体重2.8kg）に短期介入なし。姑息治療をした26例は全例成長後に TOF修復術が施行され
た。【結論】 TOF症例では，乳児期中期以降の心内修復術は安全に施行される。乳児期前半までの姑息術の
内，特に BTシャントは術後の過肺血流に注意を要する。肺動脈弁下狭窄を伴わない場合のバルーン肺動脈弁形成
術や弁下狭窄を伴う場合のステント留置術は酸素飽和度の改善効率が良く，低体重児でも安全に施行できる治療
オプションである。

(2022年7月21日(木) 08:40 〜 09:30 第7会場)

[I-OR08-04] CARDIOFORM ASD Occluderの使用経験
○

上田 秀明, 小野 晋, 齋藤 央, 高見澤 幸一, 築野 一馬, 黒田 浩行, 渋谷 悠馬, 池川 健, 市川 泰広, 金 基成, 柳 貞光

（神奈川県立こども医療センター 循環器内科）
キーワード：CARDIOFORM ASD Occluder, erosion, 心房中隔欠損
【背景】 GORE社製の CARDIOFORM ASD Occluder GCAは本邦でも2021年8月に認可された。 GCAには、より
erosionのリスクが少ない利点を持つ一方で、経食道心臓超音波検査 TEEによる視認性の問題や留置手技に経験や
慣れを要するなど解決すべき諸問題が残されている。【方法】2021年9月以降2021年1月まで GCAの留置を実施
した22例(7例男児、15例女児)を A群、2020年1月から2021年8月までに経皮的心房中隔欠損閉鎖術施行例51例
を B群とし、両群間で体重、欠損孔やリム長に関する検討を行った。【結果】 GCA留置し得たのは20例
(91％)で、2例とも37mm GCA閉鎖栓を試みたが、不成功で他の閉鎖栓を留置した。 A群の留置した年齢、体重は
8.4±3.1歳(中央値7.3歳)、27±8.8kg(中央値26.3kg)で、 B群7.8±3.4歳(中央値7.1歳) p=0.156、24±10kg(中央
値18.9kg) p=0.079と A群でより体格の大きい症例に行っていたが、有意差を認めなかった。 A群の TEEによる
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計測された欠損径は11±3.3mm(中央値11mm)、サイジングバルーン径15±4.1mm(中央値14mm)、留置された閉
鎖栓径33±4.5mm(中央値32mm)で、 B群の欠損径13±5.1(中央値13mm)、 p=0.047、サイジングバルーン径
17±5.8mm(中央値16mm)、 p=0.185、留置された閉鎖栓径22±5.9mm(中央値16.5mm)で、 A群でより小さめの
欠損孔に留置を行っていた。 A群、 B群の aortic rim はそれぞれ5.8±4.7mm、4.0±2.3mm、 p=0.016、 IVC
rim 12±6.0mm、11±6.6mm、 p=0.342で、 B群でより aortic rimが短い症例に留置を行っていた。 aortic rim
2mm以下の症例に限定すると、 A群2例(10%)、 B群14例(27%)と aortic rim短い症例に対しての A群での経験は
まだ少ない。【考察と結論】 GCAは、大動脈の変形を来すことなく、安全性が高いとされているが、まだ経験症
例数が不足している。今後、小さい体格でより大きめの欠損孔に対して、どこまで留置が可能なのか慎重なアプ
ローチや検討が不可欠である。

(2022年7月21日(木) 08:40 〜 09:30 第7会場)

[I-OR08-05] 体重10kg未満の小児に対する経皮的心房中隔欠損閉鎖術
○

鍵山 慶之, 籠手田 雄介, 津田 恵太郎, 清松 光貴, 高瀬 隆太, 寺町 陽三, 須田 憲治 （久留米大学小児科）

キーワード：経皮的心房中隔欠損閉鎖術, 低体重, カテーテル治療
【背景】心房中隔欠損症の乳幼児の一部には早期より体重増加不良、肺高血圧などを呈し治療を要する児が存在
する。我々は本学会でも体格の小さい児に対する経皮的心房中隔欠損閉鎖術（ TCASD）の安全性と有効性を報告
してきた【目的】体重10kg未満で TCASDを要した症例と治療における特徴を評価する【方法】2017年1月から
2021年12月の期間に当院で TCASDを施行した体重10kg以下の5例（ L群）の患者情報や欠損孔詳細、治療内容
や治療後経過に関して後方視的に検討し、治療した体重10.1-30kgの107例（ C群）との群間比較を行った。観察
期間中の二次孔欠損 ASDの外科手術症例は5例で、いずれも後下縁欠損で体重は13-18kgであった。【結果
1：10kg未満の治療】男女比1：4、治療適応は4例で-2SDを下回り続ける体重増加不良、1例では経時的な欠損孔
拡大であり3例が Down症候群、1例が Kabuki症候群を合併していた。中央値は年齢1.7歳（1.4-2.2）、体重
8.2kg（8-8.7）、身長74cm（71-81）、欠損孔 9.7mm（6.9-15.9）、心房中隔長 29mm（27.8-30.5）で、留
置デバイス径は13mm（9-13.5）。治療は全例で TEEガイドを行い1例のみ ICEを併用した。4例で手技成功した
が1例のみデバイスが大動脈を圧迫するために治療を断念した。房室ブロックや心穿孔など危険な合併症はないも
のの留置後の1例で血小板減少を認めた。【結果2：対照群との比較】有意差を持って体重あたりの欠損孔径
（1.2vs0.6）、治療前の Ross分類（２ vs1）、 NT-pro BNP（536.0vs119.2）、平均肺動脈圧（19vs16）が
L群において高く、体重 SD値（-2.3vs-0.4）が L群で低かった。一方で L群と C群の間に、 Aortic rim以外の
rim欠損の頻度や治療手技時間、バルーンアシストなどの治療中の追加手技やデバイスサイズ変更の頻度に有意差
は認めなかった。治療後は L群においても良好な体重増加を認めていた。【考察】10kg未満の小児に対する
TCASDは、症例を選べば年長児と同様に安全に行える。
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一般口演 | 心臓血管機能

一般口演09（ I-OR09）
心臓血管機能
座長:関 満（自治医科大学 小児科）
座長:東 浩二（千葉県こども病院 循環器内科）
2022年7月21日(木) 09:40 〜 10:30 第7会場 (ルーム204)

[I-OR09-01] 前負荷動員一回仕事量（ PRSW）関係を改良した新たな心収縮力指
標：前負荷動員収縮期仕事量（ PRSSW） 関係
○

犬塚 亮1, 先崎 秀明2 （1.東京大学 小児科, 2.日本医療科学大学）

[I-OR09-02] 圧波形解析による右室拡張能のシミュレーション － Relaxationと
Elastic recoilの識別と可視化－
○

早渕 康信, 本間 友佳子 （徳島大学大学院 医歯薬学研究部 小児科）

[I-OR09-03] 運動時心係数増加の静脈圧コストは Fontanで有意に高い
○

石戸 博隆1, 藪崎 将1,2, 岩本 洋一1, 増谷 聡1 （1.埼玉医科大学総合医療センター 小児科, 2.さ

いたま市民医療センター 小児科）

[I-OR09-04] Speckle tracking echocardiographyを用いたファロー四徴症術後患者に
おける左房機能解析
○

佐藤 恵也1, 高橋 健1, 赤塚 祐介1, 加護 祐久1, 秋谷 梓1, 井福 真友美1, 細野 優1, 重光 幸栄1, 中

西 啓介2, 川崎 志保理2, 清水 俊明1 （1.順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児思春期発達・病
態学, 2.順天堂大学医学部附属順天堂医院 心臓血管外科）

[I-OR09-05] フォンタン関連肝障害における Structural and functional
uncouplingのメカニズム
○

齋木 宏文1, 齋藤 寛治1, 高橋 卓也1, 滝沢 友里恵1, 佐藤 啓1, 後藤 拓弥2, 桑田 聖子1, 中野 智1,

佐藤 有美1, 小泉 淳一2, 小山 耕太郎1,3 （1.岩手医科大学 小児科学講座, 2.岩手医科大学 心臓血
管外科, 3.みちのく療育園）
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(2022年7月21日(木) 09:40 〜 10:30 第7会場)

[I-OR09-01] 前負荷動員一回仕事量（ PRSW）関係を改良した新たな心収
縮力指標：前負荷動員収縮期仕事量（ PRSSW） 関係
○

1

2

犬塚 亮 , 先崎 秀明 （1.東京大学 小児科, 2.日本医療科学大学）

キーワード：心収縮力, 強心薬, 心不全
【背景】心室拡張末期容積-一回仕事量（ PRSW）関係の傾き（ Msw）は収縮末期圧容積関係（ ESPVR）の傾き
（ Ees）よりさらに負荷依存性が低く、再現性も高い心収縮力の指標として知られる。しかし仕事量の計測に拡張
期が含まれることで、拡張能の影響を受けてしまうだけでなく、圧測定を血管圧の測定で代用できなくなる不利
がある。我々は新たなより純粋な心収縮力指標として、拡張末期容積-収縮期心室仕事量の関係（ PRSSW）の傾
き（ Ssw）を考案し、その特性を Mswや Eesと比較した。【方法】14匹の成犬にセンサーを埋め込み、左心室圧
距離関係の計測を行い、様々な負荷状態で下大静脈閉塞を行い Ees、 Msw、 Sswを求めた。また同一条件下で同
じ指標を2回測定し、指標の信頼性（級内相関係数）と再現性（誤差の範囲）について評価した。【結果】
ESPVR、 PRSW関係、 PRSSW関係の相関係数はそれぞれ r=0.94、0.97、0.98と PRSSWにおいて特に高い直線
性を認めた。それぞれの傾きの変動範囲は Ees（5.5-26mmHg/ml）、 Msw（16-122mmHg）、 Ssw(31116mmHg)であった。 Ees、 Msw、 Sswは陰性コントロールである心室ペーシングにおいて+44±58％、+13±
8％、+8±4％の変動を示し、陽性コントロールであるドブタミン10γ投与で+35±26％、+28±10％、+23±
10％、頻拍誘発性心不全では-11±18％、-54±20%、-38±18％の変動を示した。信頼性と再現性の評価におい
て、 Ees、 Msw、 Sswの級内相関係数は0.92、0.98、0.97、誤差の範囲は±33.5%、±14.2%、±12.5%で
あった。 Mswと Sswはいずれも心室拡張期 stiffnessと有意な逆相関(r=-0.49, p＜0.01, r=0.44, p=0.01)を認
めたが、 Mswと Sswの差も stiffnessと有意な相関を認めた（ r=0.48, p＜0.01）。【結論】Sswは Mswに比べ
拡張能の影響を受けにくく、少なくとも Mswと同等の直線性、信頼性、再現性、及び心室収縮力変化の検出力を
有している。 Sswは Mswより簡便な心機能評価の新たな枠組みとなる可能性がある。

(2022年7月21日(木) 09:40 〜 10:30 第7会場)

[I-OR09-02] 圧波形解析による右室拡張能のシミュレーション －
Relaxationと Elastic recoilの識別と可視化－
○

早渕 康信, 本間 友佳子 （徳島大学大学院 医歯薬学研究部 小児科）

キーワード：右室, 拡張能, Presure Phase Plane
【背景】時定数(Exponential time constant; τ)は心室弛緩能評価の Gold standardと認識されている。しか
し、τは実測した左室拡張期圧に対する近似値であり、右室心筋の生理学的機能評価に則した指標ではないなどの
問題もある。 Pressure Phase Plane(PPP)は X軸を右室圧(P)、 Y軸を dP/dtとして１心周期を１ループで表現し
た位相面解析である。 PPPの等容性拡張期の接線の傾きは-1/τ であり、 Cross-bridging deactivationによる
Relaxationを示し、 dP/dt_minにおける曲率は収縮した心室壁による Elastic recoilを示すことを用いて右室拡張
能を Relaxationと Elastic recoil の componentに区別して評価できる。 【目的】 PPPを用いた右室弛緩の病態
評価の有用性について検証する。【方法】肺動脈性肺高血圧(PH群) 6例、心房中隔欠損(ASD群) 8例、ファロー四
徴症術後(TOF群) 25例、右室負荷の無い Control群 25例を対象とした。【結果】右室等容性拡張期の PPP波形
は、 Round, Linear, 1-hump, 2-humpの４型に分類できた。 Roundは Relaxation、 Elastic recoilともに良
好、1-hump, Linearは各々 Elastic recoilが軽度もしくは重度に低下、2-humpは心筋 Stiffnessの増悪と
relaxationの悪化を示す。 Control群では全て Roundであったが、 PH群、 TOF群では右室弛緩能低下や Elastic
recoilの低下、 Stiffnessの増悪を反映する Linearや1-hump, 2-humpの形態が多く認められた。等容性拡張期に
おける接線の適合性を検討するために Normalized RMSを算出した。右室では左室に比較して有意に大きく
(0.16±0.08 vs 0.06±0.03;ｐ＜0.01)、τによる弛緩能評価には問題があることが示された。【結語】 PPPは右室
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弛緩を Cross-bridging deactivationと Elastic recoil に識別して具体的・直接的に評価することに有用であ
る。また、右室拡張能評価において時定数を Gold standardとすることは適切ではないと考えられた。

(2022年7月21日(木) 09:40 〜 10:30 第7会場)

[I-OR09-03] 運動時心係数増加の静脈圧コストは Fontanで有意に高い
○

石戸 博隆1, 藪崎 将1,2, 岩本 洋一1, 増谷 聡1 （1.埼玉医科大学総合医療センター 小児科, 2.さいたま市民医療セン

ター 小児科）
キーワード：Fontan, venous pressure, reserve
【背景】単心室修復の最終形である Fontan循環は、うっ血と心拍出予備能の低下を特徴とする。運動時の単位心
係数（ CI）増加に必要な静脈圧（ VP）上昇コスト（Δ VP/Δ CI）は、個々の Fontan循環の評価に有用な可能性
がある。その定量評価は不詳である。
【方法】臥位エルゴメーターによる運動負荷中に、インピーダンス法により CIを、生食を満たしたトランス
デューサーにより上肢の VPを連続測定した。運動負荷は原則25Wより開始し、運動耐性をみながら可及的に漸増
し、本人の限界で運動を終了した。様々な二心室循環と Fontan循環でΔ VP/Δ CIを比較し、個々の症例を探索的
に検討した。
【結果】 Fontan群（ N=10）は二心室群（ N=6）と比し、年齢の中央値（15 vs 12歳）が高い対象での検討
で、安静時 CIは平均で3.5 vs 5.5 L/min/m2、最大 CIは6.4 vs 8.6 L/min/m2と Fontan群で有意に低かった。安
静時 VPは14 vs 11 mmHg、最大 VPは25 vs 15 mmHg、Δ VP/Δ CIは3.7±0.3 vs 1.0±0.4（ P＜0.001）であ
り、 Fontan群で高値を示した。Δ VP/Δ CIが1、3番に高かった症例はそれぞれ多脾症、左心低形成症候群で持久
的運動を回避して管理、2番目に高かった症例（13歳）は中等度の房室弁逆流を有し、房室弁形成術を施行した。
【考察】 Fontan循環は、血行動態の異常を有する二心室疾患と比較しても運動時の VP上昇が大きく、単位 CI増
加のための VPコストが高かった。運動中の血行動態評価は、安静時に施行される心臓カテーテル検査と並び
Fontan循環評価において重要である。Δ VP/Δ CIは有用な予備能評価指標の可能性があり、症例数を増加させた
検討に値すると考えられた。

(2022年7月21日(木) 09:40 〜 10:30 第7会場)

[I-OR09-04] Speckle tracking echocardiographyを用いたファロー四徴
症術後患者における左房機能解析
○

佐藤 恵也1, 高橋 健1, 赤塚 祐介1, 加護 祐久1, 秋谷 梓1, 井福 真友美1, 細野 優1, 重光 幸栄1, 中西 啓介2, 川崎 志保

理2, 清水 俊明1 （1.順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児思春期発達・病態学, 2.順天堂大学医学部附属順天堂医
院 心臓血管外科）
キーワード：左房機能, ファロー四徴症, ストレイン
【背景】近年、左房機能は拡張能の指標として重要な指標と認識されている。ファロー四徴症術後患者（以下
rTOF）において、心房機能不全に関する報告はまだ少ない。【目的】小児期および成人期における rTOF対
し、2D speckle-tracking echocardiography（以下 STE）を用いて左房機能解析を行い、拡張能低下の指標とし
て従来の指標と比較検討する。【方法】65名の rTOF（年齢中央値：12.6歳、範囲:3-44歳）を3つの年齢群（
T1：3-9歳、 T2：10-19歳、 T3：20-44歳）に分け、同様の年齢と性別の65名の対照者を対応する3群（ C1、
C2、 C3）に分けた。左房および左室の strainは心尖部四腔断面の標準2次元画像より STEを用いて評価した。左
房機能は貯蔵機能を表す（ Reservoir strain）、導管機能に対応する positive peak（ Conduit strain）、および
心房収縮機能を表す negative peak（ Pump strain）、左房のコンプライアンスを表す LA stiffnessを計測し
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た。【結果】 Reservoir strain、 Conduit strain及び Pump strainは T3群で C3群と比較して有意に低かった
（それぞれ p＜0.01、 p＜0.01及び p＜0.05）。 Reservoir・ Conduit・ Pump strain rateも T3群で C3群と比
較して有意に低かった。左室駆出率、左室縦長軸方向 strainも T3群で C3群と比較して有意に低かった。左房容
積測定、 E/A、 E/e’などは rTOFと対照群との間に有意差を認めなかった。 LA stiffnessは各年齢群で rTOFで
有意に高かった。【結論】 TOF術後患者において、加齢に伴い左房位相機能は低下傾向にあり、 LA stiffnessは
年齢に関わらず高値であった。拡張能障害の早期発見には左房位相機能解析が有用であることが示唆された。

(2022年7月21日(木) 09:40 〜 10:30 第7会場)

[I-OR09-05] フォンタン関連肝障害における Structural and functional
uncouplingのメカニズム
○

1

齋木 宏文 , 齋藤 寛治1, 高橋 卓也1, 滝沢 友里恵1, 佐藤 啓1, 後藤 拓弥2, 桑田 聖子1, 中野 智1, 佐藤 有美1, 小泉 淳

一2, 小山 耕太郎1,3 （1.岩手医科大学 小児科学講座, 2.岩手医科大学 心臓血管外科, 3.みちのく療育園）
キーワード：フォンタン, 肝障害, 肝機能
【背景】フォンタン関連肝障害では肝線維化指標と機能の間に不整合がある (Structural-Functional
uncoupling)ことが報告されてきたが、そのメカニズムは不明である。 ICGを用いた肝機能評価は肝血流量に影響
を受けることが知られており、 FALDの形成過程で生じる門脈体循環短絡と肝血流供給の動脈血化がこの病態に関
わっている可能性がある。【方法】フォンタン術後遠隔期カテーテル検査時(10.9±4.6歳)に ICG消失率と
ICG15を採血法により実測し、血行動態指標、肝血流供給動脈化指標、門脈体循環短絡指標との関連を解析し
た。【結果】フォンタン遠隔期の ICG消失率 kは0.11±0.04、 ICG15は15.6±7.5%であった。 ICG消失率、
ICG15ともに中心静脈圧、肝静脈楔入圧、心拍出量、平均血圧、血管抵抗と関連しなかった。肝障害に伴う肝血
流供給源の門脈支配から動脈支配へのシフトを反映すると考えられる肝静脈-下大静脈酸素飽和度比は ICG消失率
と負相関を認めた(p=0.033)が、門脈体循環短絡を反映するアンモニアや血清マンガンとの関連はなかった。一
方、 ICG15は血清マンガンと強い正相関を認め(R2=0.40, p=0.0082)、門脈体循環短絡により高値を示す可能性
が示唆された。肝線維化マーカーとの関連では ICG消失率が III型プロコラーゲンと負相関を示し(p=0.033)、
ANCOVAにより年齢を調整しても III型および IV型プロコラーゲン7sと強い関連が認められた(p＜0.05)。【結
論】学齢期フォンタン症例では肝線維化-機能連関不整合は明らかでなく、線維化に伴い ICG排泄率低下と肝血流
供給の動脈血化が並行して進行する病態が示された。 ICG15は末梢血管抵抗の変化や循環血漿量に影響をうける
門脈体循環短絡指標と関連し、純粋な肝機能指標としてよりもフォンタン循環全体を俯瞰した FALDの指標として
有用な可能性がある。
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一般口演 | 電気生理学・不整脈

一般口演10（ I-OR10）
電気生理学・不整脈 Ⅰ
座長:鈴木 博（新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療センター 小児科）
2022年7月21日(木) 14:00 〜 14:50 第7会場 (ルーム204)

[I-OR10-01] 心房頻拍に対する ultra-high density mappingを用いたカテーテルアブ
レーションが奏功した Atriopulmonary connection Fontan の1例
○

藤田 修平1, 加畑 映理子1, 水冨 慎一朗1, 近田 明男2, 臼田 和生2, 畑崎 喜芳1 （1.富山県立中央

病院 小児科, 2.富山県立中央病院 循環器内科）

[I-OR10-02] 左室頂上部起源心室性期外収縮に対する冠静脈エタノール注入症例の心
電図検討
○

後藤 浩子1,2, 加藤 千雄2, 田中 昭光2, 上原 千弘2, 長谷川 新2, 石黒 宣夫2, 安藤 みゆき2, 青山 英

和2, 亀谷 良介2 （1.名古屋徳洲会総合病院 小児循環器内科, 2.名古屋徳洲会総合病院 循環器内
科）

[I-OR10-03] 先天性心疾患の周術期の心房性不整脈に対する心房抗頻拍ペーシング（
Reactive ATP）デバイスの有用性
○

西村 智美1, 竹内 大二1, 豊原 啓子1, 稲井 慶1, 新川 武史2 （1.東京女子医科大学循環器小児科,

2.東京女子医科大学心臓血管外科）

[I-OR10-04] 右側副伝導路を有する WPWのアブレーション治療の検討 -心房電位指標
と心室電位指標の比較○

寺師 英子, 福留 啓祐, 吉田 葉子, 鈴木 嗣敏, 中村 好秀 （大阪市立総合医療センター 小児不整

脈科）

[I-OR10-05] 小児のペースメーカー治療における心外膜リードに関する多施設検討
○

朝海 廣子1,4, 泉 岳2, 吉田 葉子3, 佐藤 要1, 大森 結玄1, 小川 陽介1, 益田 瞳1, 田中 優1, 白神 一

博1, 犬塚 亮1, 松井 彦郎1 （1.東京大学医学部附属病院 小児科, 2.北海道大学 小児科, 3.大阪市
立総合医療センター 小児不整脈科, 4.シドニー小児病院 循環器科）
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(2022年7月21日(木) 14:00 〜 14:50 第7会場)

[I-OR10-01] 心房頻拍に対する ultra-high density mappingを用いたカ
テーテルアブレーションが奏功した Atriopulmonary
connection Fontan の1例
○

1

藤田 修平 , 加畑 映理子1, 水冨 慎一朗1, 近田 明男2, 臼田 和生2, 畑崎 喜芳1 （1.富山県立中央病院 小児科, 2.富山

県立中央病院 循環器内科）
キーワード：Fontan, atrial tachycardia, Ultra-high density mapping
【背景】 Atriopulmonary connection Fontan (AP Fontan)術後の心房頻拍は複数、複雑な回路を形成することが
多く回路の同定に難渋することが多い。近年、成人や小児の上室頻拍に対して ultra-high density mappingの有
効性が報告されている。【症例】33歳の男性。両大血管右室起始症の診断で AP Fontan手術が施行されてい
る。27歳時に初発の心房頻拍発作で心不全となり電気的除細動が行われ、アミオダロンを内服し、頻拍発作は抑
制され心不全、不整脈の薬物治療によるコントロールは良好であった。32歳時に頻拍発作が再発し、徐々に短い
動悸症状も増加したため心臓電気生理学検査およびカテーテルアブレーションとなった。術前の心臓造影 CTでは
右房拡大および心耳吻合部位の巨大瘤形成を認め、冠動脈洞（ CS）は肺静脈還流心房へ還流していた。体静脈心
房からの CS電極挿入は不可能と判断し、 ultra-high density mapping のリファレンス電位取得のために食道電
極を用いることとした。2種類の心房頻拍が誘発され、 ultra-high density mappingの解析から不整脈機序はいず
れも心房内リエントリー性頻拍と診断した。心房内リエントリー性頻拍1は右房下部を旋回する回路が同定され
た。頻拍中の側壁 low voltage areaと下大静脈を線状焼灼し、頻拍は停止した。心房内リエントリー性頻拍2は右
房前面を上行し、後壁を下行する頻拍回路が同定された。頻拍中の前壁 low voltage areaと下大静脈を線状焼灼
し、頻拍は停止した。【結語】 AP Fontan術後の複雑な心房頻拍でも食道電極をリファレンスとすることで
ultra-high density mappingは頻拍回路の正確で速やかな同定が可能であり、複雑心奇形術後のアブレーション治
療に非常に有効である。

(2022年7月21日(木) 14:00 〜 14:50 第7会場)

[I-OR10-02] 左室頂上部起源心室性期外収縮に対する冠静脈エタノール注
入症例の心電図検討
○

後藤 浩子

1,2

, 加藤 千雄2, 田中 昭光2, 上原 千弘2, 長谷川 新2, 石黒 宣夫2, 安藤 みゆき2, 青山 英和2, 亀谷 良介2

（1.名古屋徳洲会総合病院 小児循環器内科, 2.名古屋徳洲会総合病院 循環器内科）
キーワード：心室期外収縮, アブレーション, 左室頂上部起源
【背景】流出路起源の心室期外収縮(VPC)に対して、アブレーション治療は根治率も高い。しかしながら、左室頂
上部(left ventricular summit)は解剖学的に冠動脈左前下降枝、左回旋枝、大心静脈に挟まれた左室心外膜側の
領域であり、この領域は他の領域に比べて治療に難渋する。近年、冠静脈エタノール注入が選択肢となり、有効
例が報告されるようになった。
【目的】 LV summit 起源の VPCに対する冠静脈エタノール注入の効果が期待できる指標について心電図を検討す
る。
【対象と方法】高周波アブレーションが無効でエタノール注入を施行した VPC患者13名（男性9：女性4、年齢
13-76歳）についてエタノール注入が著効(A群)、部分的効果（ B群）、無効（ C群）に分けて、12誘導心電図に
ついて後方視的に検討した。
【結果】エタノール注入後の効果は A群6名、 B群5名、 C群2名。流出路起源の心電図パラメーターを各 A,B,C群
および効果あり A+B群、効果なし C群として統計学的評価を行った。 R in Iは平均 A:0.075, B:-0.249,
C:0.234で P=0.017。 R ratio III/II 比は平均 A:1.017, B:1.114, C:0.846で P=0.015。 Q ratio L/R比は平均
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A:1.098, B:1.477, C:0.655で P=0.020とそれぞれ有意差を認めた。効果あり（ A＋ B）と効果なし（ C群）で感
度特異度は R in I は72.3%, cut off=0.059。 R in IIIは81.8%, cut off=1.230。 R ratio III/II 比は90.9％, cut
off=1.014。 Q ratio L/R比は90.9%, cut off=1.032。 Q in aVLは90.9%, cut off=0.625。 R in I＜0.059, R
in III＞1.230, R ratio III/II＞1.014、 Q ratio L/R＞1.032, Q in aVL＞0.625の数値がエタノール注入の効果が期
待できる心電図指標となった。
【結語】 LV summit 起源の VPCに対し、高周波カテーテルアブレーション治療が無効な症例に対し、冠静脈エタ
ノール注入の効果を心電図より予測することはこの領域の治療成績向上につながると思われた。今後も症例の蓄
積を行っていく必要がある。

(2022年7月21日(木) 14:00 〜 14:50 第7会場)

[I-OR10-03] 先天性心疾患の周術期の心房性不整脈に対する心房抗頻拍
ペーシング（ Reactive ATP）デバイスの有用性
○

1

西村 智美 , 竹内 大二1, 豊原 啓子1, 稲井 慶1, 新川 武史2 （1.東京女子医科大学循環器小児科, 2.東京女子医科大

学心臓血管外科）
キーワード：周術期不整脈, 心房抗頻拍ペーシング, ペースメーカー
【背景】 先天性心疾患(CHD)の開心術周術期の心房不整脈（ AT/AF）は血行動態を悪化させるため、その発症予
防と早期対応は周術期管理上重要である。 CHDの AT/AFに対する心房抗頻拍ペーシング（ AATP）の有用性は報
告があるが、先天性心疾患の開心術と同時に開始した AATPデバイスによる周術期 AT/AFに対する AATPの効果
は未知である。【目的】 CHD患者の周術期 AT/AFに対する AATPの効果を評価すること。【方法】単施設で開心
術時に心筋リードを用いてペーシング機器(CIED)植え込みを施行し、かつ術直後より AATPを開始した CHD患者
について、周術期(術後１か月以内)における AATP作動状況、治療成功率や有害事象について後方視的に検討し
た。【結果】対象は、開心臓術時に AATP機能付き CIED植え込みが施行された CHD39例：植え込み時年齢中央
値32歳、観察期間2年。 TCPC変換術を12例、弁置換術19例、 AT/AFの既往31例、 DCショック既往24例を含
む。全例で AATPを手術後より ONに設定した。周術期 AATP作動は８例（21%）で認めた。 ATP作動群（８
例）と ATP非作動群（31例）の患者特徴に差は認めなかった。 AATPの AT/AF成功率は89.6％（ AT停止数
/AT総数：103/115）と高く、術前 DC歴のある６例中4例（67％）で周術期の DCショックを回避できた。
DCショックを要した2例は術後縦郭内血種といった術後合併症を生じていた。 AATPによる心室頻拍誘発や血行動
態増悪などの有害事象は認めていない。【結論】 AATPは周術期 AT/AFにも安全かつ有効であり DCショック回
避に寄与する。

(2022年7月21日(木) 14:00 〜 14:50 第7会場)

[I-OR10-04] 右側副伝導路を有する WPWのアブレーション治療の検討 -心
房電位指標と心室電位指標の比較○

寺師 英子, 福留 啓祐, 吉田 葉子, 鈴木 嗣敏, 中村 好秀 （大阪市立総合医療センター 小児不整脈科）

キーワード：右側副伝導路, アブレーション, WPW
【背景】右側副伝導路 WPWのアブレーション治療は再発率が高いことが問題となる。アブレーションの指標とし
て心房電位指標と心室電位指標で治療成績に差があるのか比較検討した。【方法】2006年10月～2021年12月に
当科で初回アブレーションを行った、小児・青年期の心形態異常のない両方向伝導の右側副伝導路を対象とし
た。心室 pacing中の心房最早期電位を指標とした群を A群、心室最早期電位を指標とした群を V群とし、後方視
的に検討した。急性期成功は順・逆伝導ともに離断したもの、再発はΔ波または頻拍が再出現したものとし
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た。【結果】対象期間中に79人80の右側副伝導路を治療した。治療時年齢中央値9.4歳(7か月～18歳)、体重
29.7kg(8.3～95.6kg)。間欠性副伝導路は28例、1例は両方向伝導性の右側副伝導路を2本有していた。全体の急
性期成功率は99.0％、再発率は12.5％。Ａ群は38(8.6歳、30.8kg)、Ｖ群は42(9.8歳、36.8kg)。2群間で急性期
成功率(97.4％ vs 100% p=0.29)や再発率(15.8％ vs 9.5% p=0.40)に有意差はなく、通電回数や通電開始から離
断までの時間の差異もなかった。副伝導路部位は前壁(三尖弁輪11-12時)が22、側壁(8-10時)が54、後壁(67時)が6で、側壁副伝導路のみで2群を比較するとＡ群では有意に再発率が高かった(6/32 18.8% vs 0/22 0.0%,
p=0.03)【考察】右側副伝導路のアブレーションを心房電位指標で行う場合、副伝導路の心房端に直接アプローチ
できるが、カテーテルの先端を不安定な位置に置かなければならない。一方、心室電位指標で行う場合、カ
テーテルを比較的安定して配置することができるが、心室端は三尖弁を介する場所に存在するため、熱が伝わり
にくい可能性がある。側壁副伝導路に関してはより安定して配置できる心室波最早期部位を指標とするのが効果
的かもしれない。

(2022年7月21日(木) 14:00 〜 14:50 第7会場)

[I-OR10-05] 小児のペースメーカー治療における心外膜リードに関する多
施設検討
○

朝海 廣子

1,4

2

, 泉 岳 , 吉田 葉子3, 佐藤 要1, 大森 結玄1, 小川 陽介1, 益田 瞳1, 田中 優1, 白神 一博1, 犬塚 亮1, 松井

彦郎1 （1.東京大学医学部附属病院 小児科, 2.北海道大学 小児科, 3.大阪市立総合医療センター 小児不整脈科, 4.シ
ドニー小児病院 循環器科）
キーワード：ペースメーカー, 心外膜リード, リード不全
【背景】ペースメーカーの心外膜リードは経静脈リードよりも耐久性が劣るとされており、小児における経静脈
リード適用が低年齢化している。一方経静脈リードは血管閉塞等長期的問題も多く、小児における最適リード植
え込み法の選択は定まっていない。小児の心外膜リードの耐久性およびリード不全のリスク因子を多施設検討し
た。【方法】1997年から2021年の間に全国３施設で心外膜ペースメーカー植え込み術を施行された18歳以下の
小児例を対象とし、背景疾患、植え込み手術、フォローアップデータについて後方視的に検討した。一次リード
不全は断線や閾値上昇、二次リード不全は感染等によるリード交換と定義した。【結果】症例は101例、総リード
数212本であった。ペースメーカー植え込みの適応は房室ブロック63例（先天性17例、術後42例、心筋炎後
3例、アブレーション後1例）、洞不全38例であった。初回植え込み手術時の年齢の中央値は1.8(0-17)歳、体重
は中央値8.5(1.8-64)kgであった。中央値6年(0-33)年のフォロー中にリード不全は24例認めた。リード不全は総
植え込みリード212本中39(18%)本、内30(14%)本が一次リード不全、9(4%)本が二次リード不全によるもので
あった。リード耐久性は１年、5年、10年で96.5%、84.3%、67.8%だった。一次リード不全発生の平均年齢は
11歳、26/30例は5歳以降に発生した。一次リード不全のリスク因子解析では、単変量解析では正常心 (OR
2.61,CI1.1-5.9,p=0.02)、5歳未満の植え込み（ OR 1.2, CI 0.5-2.8,p=0.6）、植え込み時からの身長変化(OR
1.01, CI 1.0-1.03,p=0.13)であり、多変量解析で有意差はみられなかった。【結論】心外膜リードの耐久性は5年
で84.3%と良好であり小児における初回植え込みに適していると思われる。一次リード不全の多くは5歳以降に発
生していたが、成長に伴う発生リスクは明らかにならなかった。
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一般口演 | 電気生理学・不整脈

一般口演11（ I-OR11）
電気生理学・不整脈 II
座長:豊原 啓子（東京女子医科大学 循環器小児科）
座長:安田 東始哲（やすだクリニック小児科・内科 小児科）
2022年7月21日(木) 15:10 〜 16:00 第7会場 (ルーム204)

[I-OR11-01] Fontan術後遠隔期至適心拍数の検討
○

宮﨑 文, 藤本 欣史, 小野 安生, 満下 紀恵, 田中 靖彦 （静岡県立総合病院移行医療部成人先天

性心疾患科）

[I-OR11-02] WPW症候群の薬剤負荷による診療構築
○

古河 賢太郎, 橘高 恵美, 吉田 賢司, 西岡 真樹子, 百木 恒太, 大越 陽一, 河内 貞貴, 星野 健司

（埼玉県立小児医療センター）

[I-OR11-03] ホルター心電図は QT延長症候群の管理に有用か？
○

二宮 由美子, 田中 裕治, 吉永 正夫 （国立病院機構 鹿児島医療センター 小児科）

[I-OR11-04] 新生児期・乳児期早期発症の頻拍症の転帰について_単一施設での検討
○

宮河 祐治, 尾崎 智廉, 蘆田 温子, 小田中 豊, 岸 勘太, 芦田 明 （大阪医科薬科大学附属病院 小

児科）

[I-OR11-05] 先天性心疾患を合併する新生児・乳児期早期不整脈症例に対するフレカ
イニドの有効性と危険性
○

吉田 修一朗1, 永田 佳敬1, 佐藤 純1, 吉井 公浩1, 今井 祐喜1, 西川 浩1, 大橋 直樹1, 櫻井 寛久2,

野中 利通2, 櫻井 一2 （1.JCHO中京病院 小児循環器科, 2.JCHO中京病院 心臓血管外科）
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(2022年7月21日(木) 15:10 〜 16:00 第7会場)

[I-OR11-01] Fontan術後遠隔期至適心拍数の検討
○

宮﨑 文, 藤本 欣史, 小野 安生, 満下 紀恵, 田中 靖彦 （静岡県立総合病院移行医療部成人先天性心疾患科）

キーワード：Fontan, 心拍数, ホルター心電図
【背景】 Fontan (F)術後、洞機能不全の発生率が高い。しかし、 F循環における至適な心拍数 (HR)は明らかでな
い。 F循環の至適 HR基準の設定で、洞機能不全を早期に抽出、速やかな治療介入を促し、良好な F循環維持が期
待され得る。【目的】 F術後遠隔期における至適 HRを同定すること。【方法】2019年以降ホルター心電図を施行
した F患者44人のうち、徐脈および徐脈を来す薬剤内服のない24人を Good physical status (GP), Good
hemodynamics (GH), Excellent status (ES)に分類し、ホルター心電図 (hECG)・心肺運動負荷試験 (CPX)での
HRを検討した。 GPは重大な合併症による予定外入院既往かつ肝硬変なし、 GHは血行動態異常なし、 ESは GPか
つ GHと定義した。 HR reserve (HRr)は H-ECGでの最大 (max)と最小 (min)、 CPXでの安静時 (rest)と max
HRの差とした。【結果】 hECG時年齢 30.2±6.7年, F術後経過年数21.0±2.2年。 ES群の HRは hECG (n=16)で
min; 51.6±9.3, max; 138.1±15.1, 平均 (mean); 79.9±8.4, HRr; 86.5±20.8 bpmで、 CPX (n=7)で rest;
80.1±7.9, max; 160.6±17.6, HRr; 80.4±22.2 bpmであった。 Non-ES群との比較で、 CPX (n=7)の rest
(90.3±9.3 bpm, p＜0.05), max (140.6±9.7 bpm, p=0.02), HRr (50.3±15.0 bpm, p=0.01)に差を認めた。
GP群, non GP群の比較では、 hECGに差なく、 CPXで rest (GP (n=9); 81.1±7.8 vs. non-GP (n=5); 92.6±9.2
bpm, p=0.03), max (157.6±16.6 vs. 138.0±10.0 bpm, p=0.03), HRr (76.4±20.8 vs. 45.4±15.2 bpm,
p=0.01) に差を認めた。【結論】 F患者遠隔期の hECGにおける至適 HRは min; 51.6±9.3, max; 138.1±15.1,
mean; 79.9±8.4, HRr; 86.5±20.8 bpmあたりにあると推測され、活動時の HR増加が望まれる。

(2022年7月21日(木) 15:10 〜 16:00 第7会場)

[I-OR11-02] WPW症候群の薬剤負荷による診療構築
○

古河 賢太郎, 橘高 恵美, 吉田 賢司, 西岡 真樹子, 百木 恒太, 大越 陽一, 河内 貞貴, 星野 健司 （埼玉県立小児医療

センター）
キーワード：WPW症候群, FVP, 薬物負荷
【背景】 WPW症候群の多くは無症候性だが突然死リスクがあり，初回発作が突然死の場合もあるため適切な診断
と管理が必要となる．一方で束枝-心室副伝導路(FVP)もΔ波を認めるがリスクは無い． ATP負荷は両者の鑑別が
可能で，アミサリン負荷でのΔ波消失は不応期が長い場合が多く，頻拍発作時の危険性が低いと判断され管理方針
決定に有用となる．【対象・方法】 WPW症候群の診断で当院受診し，Δ波を認めた132人を対象，期間は
2008/4～2021/12で後方視的に検討した．洞調律時に ATPを投与し， PR時間が変化せず QRSが変化した場合に
WPW症候群， QRS脱落か QRSが変化せず PR時間が延長した場合に FVPと診断した．アミサリン負荷は WPW症
候群，判定不能例に行いΔ波消失の有無を判定し，トレッドミル検査と比較した．喘息既往，抗不整脈薬内服，心
奇形症例など除外した．【結果】132人(男69人)で中央値がそれぞれ12.7歳， HR 75bpm， PR 110ms， QRS
102msだった． ATP負荷で FVP 65例， WPW症候群 57例，判定不能 10例で，判定不能は洞機能抑制が最も多
かった．12歳以下(52人)/以上(70人)に分け WPW/FVP群で比較したが性別/年齢/心拍数/PR時間/ATP量で有意
差は無かった．アミサリン負荷で WPW症候群の52%でΔ波消失した．いずれの負荷も副作用無く，全例外来で施
行した．トレッドミル検査は判定不能例が多く不確実であった．【考察】頻拍発作の無い WPW症候群は外来で経
過観察されるが，Δ波を認める FVPも同様に扱われる事が多い．本検討でΔ波例の半数が FVPで， ATP負荷は頻拍
発作の予測や不要な受診を減らす有用な検査と考えられた．アミサリンでのΔ波消失は定期外来のみで良く，Δ波
残存は不応期が短い可能性があり予防的 Ablationなども今後検討が必要となる．【結論】 ATP負荷で FVPと診断
されれば定期受診が不要となり，アミサリン負荷は頻拍発作時の危険性を予想出来る可能性があり，いずれも安
全性・簡便性からも有用な検査と考えられた．
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(2022年7月21日(木) 15:10 〜 16:00 第7会場)

[I-OR11-03] ホルター心電図は QT延長症候群の管理に有用か？
○

二宮 由美子, 田中 裕治, 吉永 正夫 （国立病院機構 鹿児島医療センター 小児科）

キーワード：QT延長症候群, ホルター心電図, 最長QT時間
【背景】 QT延長症候群（ LQTS）の管理には安静時心電図や運動負荷心電図を用いることが多く、ホルター心電
図まで行っている施設は少ない。【目的】 LQTS患者の安静時および運動負荷心電図での最長 QT時間と、ホル
ター心電図での最長 QT時間の差を比較すること。【方法】対象は1992年から2019年で LQTSが疑われ当科で経
過観察中の463名（男性268名、女性195名）。定期的にホルター心電図を行い、5つの時間帯（深夜帯、起床
時、午前、午後、夜間）で QT時間を計測し、その中で最長 QT時間を検討した。また同日に施行した安静時およ
び運動負荷4分後の心電図での最長 QT時間と比較した。患児を Definite群253名、 Intermediate群168名、
Low群42名に分け、3群間で最長 QT時間を比較検討した。 QT時間の補正は Bazett法で行った(QTcb)。【結
果】最長 QTcb値は安静時、運動負荷後、ホルター心電図の順に、 Definite群: 0.446±0.041s、0.470±
0.034s、0.557±0.034s、 Intermediate群: 0.426±0.028s、0.451±0.026s、0.540±0.028s、 Low群:
0.425±0.026s、0.440±0.021s、0.524±0.035sだった。3群ともにホルター心電図が有意に長かった（ p＜
0.001）。最長 QT時間が得られた時間帯は3群ともに2-4時の深夜帯が最も多かった（ Definite群61%、
Intermediate群54%、 Low群47%）。内服治療を行っている症例は Definite群75名（30%）、 Intermediate群
6名（3.6%）、 Low群0名で、これらのホルター心電図の最長 QTcb値は Definite群: 0.578±0.039s、
Intermediate群: 0.567±0.027sであった。【結論】ホルター心電図は、安静時や運動負荷心電図よりもはるかに
長い最長 QT時間を検出した。ホルター心電図の結果により Intermediate群でも内服治療を開始した例があり、
LQTS患者の管理にはホルター心電図が有用である。

(2022年7月21日(木) 15:10 〜 16:00 第7会場)

[I-OR11-04] 新生児期・乳児期早期発症の頻拍症の転帰について_単一施設
での検討
○

宮河 祐治, 尾崎 智廉, 蘆田 温子, 小田中 豊, 岸 勘太, 芦田 明 （大阪医科薬科大学附属病院 小児科）

キーワード：新生児, 頻拍症, WPW症候群
【緒言】新生児期・乳児期早期発症の頻拍症は自然軽快することが多いと報告されているが，実際に転帰まで報
告されているものは少ない．【方法】 2004年から2021年までで，当院に入院した基礎心疾患を伴わない頻拍症
9例の臨床像および転帰について後方視的に検討した．【結果】9例中5例は、新生児室や他疾患での入院中に偶発
的に頻拍を指摘された．一方４例は哺乳不良や呼吸窮迫症状等の心不全症状であった．発症日齢は中央値 13日
(1～53)であった。臨床診断：潜在性 WPW(cWPW)4例，顕性 WPW(mWPW)2例，間欠性 WPW(iWPW)1例，異
所性心房頻拍(EAT)１例，心室頻拍(VT) 1例であった．頻拍誘発性心筋症は4例(cWPW２， iWPW1, mWPW１)で
認めた．全例で抗不整脈薬治療を開始し外来フォローを行なった．内服： WPW 6例でフレカイニド，１例でプロ
プラノロール． EAT １例でアテノロール， VT１例でフレカイニド．内服期間は中央値 12ヶ月(3~24)，観察期
間は中央値 33ヶ月(4～60)であった。フォロー期間中、 mWPWの1例は1歳6か月時にアブレーション治療を受け
たが、8例は頻拍を認めなかった。2例(mWPW 1, cWPW 1)は治療継続中で、6例はフォロー中に治療を中止でき
再発は認めなかった。このうち3例(cWPW 2例、 iWPW 1例)には電気生理検査(EPS)を実施し、 cWPW 2例は副
伝導路の自然消滅を確認でき定期フォローを終了した。 iWPWの1例は EPSで頻拍が誘発されたためフォロー継続
中である。他の3例(cWPW1, EAT1, VT1)は新生児期以降全く頻拍を認めなかったため、 cWPWは8歳、 EATと
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VTの2人はそれぞれ2歳、1歳で定期フォローを終了した。【考察】1例のみアブレーション治療を要したが、6例
で治療を中止でき5例はフォローも終了できた。既報と同様に当院の頻拍症症例の転帰も良好である。ただ、中に
は EPSで頻拍が誘発される症例もあり、可能な限り確認しておく必要があると考えられた。【結論】新生児
期・乳児期早期発症の頻拍症の転帰は良好である。

(2022年7月21日(木) 15:10 〜 16:00 第7会場)

[I-OR11-05] 先天性心疾患を合併する新生児・乳児期早期不整脈症例に対
するフレカイニドの有効性と危険性
○

1

吉田 修一朗 , 永田 佳敬1, 佐藤 純1, 吉井 公浩1, 今井 祐喜1, 西川 浩1, 大橋 直樹1, 櫻井 寛久2, 野中 利通2, 櫻井 一2

（1.JCHO中京病院 小児循環器科, 2.JCHO中京病院 心臓血管外科）
キーワード：フレカイニド, 上室性頻拍, 先天性心疾患
【はじめに】フレカイニドは日本で数少ない小児に対して適応がとられている不整脈薬である。一方成人では
CASTstudyの結果等により器質的心疾患症例には使用しにくいとされている。【目的】先天性心疾患を合併する
新生児、乳児期早期不整脈症例でのフレカイニドの有効性、危険性を検討する。【方法】2016年から2021年に先
天性心疾患治療目的で入院した新生児384例を対象とし、生後60日以内に不整脈に対してフレカイニド内服を施
行した23例について後方視的に検討をおこなった。投与量は基本100ｍｇ/ｍ2 分3でおこなった。原疾患、不整
脈種類、投与開始時期、有効性、副作用、予後につき評価を行った。【結果】対象は、単心室修復を目指す症例
が6例（内4例は無脾症候群）、残りの17例は2心室修復を目指す症例であった。不整脈は心房頻拍（Ａ
Ｔ）6例、リエントリー性上室頻拍（ＳＶＴ）17例。投与開始時期は中央値14（6－60）日、手術後に投与開始は
17例（術後9（4－26））日であった。有効であった症例は19例（83％）であった。効果がなく他薬剤への変更
は2例あった。副作用として術後胸水遷延・腹膜透析併用例での中毒、日齢１の開心手術後早期投与例で一過性の
房室ブロックを認めた。死亡退院は2例であったが、いずれも不整脈関連死ではなかった。【考察】新生児・乳児
期早期先天性心疾患合併例の AT、 SVTに対してのフレカイニドの有効性は高く、安全に使用できると考えられ
た。一方で腎機能低下症例、新生児期早期手術例では副作用を認め内服中止、投与量の調整が必要であった。そ
のような症例で使用する場合は血中濃度モニタリングを綿密に行うと同時に、通常よりも投与量を少なくす
る、投与間隔をあける等の調整が必要と考えられた。【結語】先天性心疾患を合併する新生児、乳児期早期不整
脈症例に対してフレカイニドは安全に使用でき有効性も高い。
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一般口演 | 集中治療・周術期管理

一般口演12（ I-OR12）
集中治療・周術期管理 I
座長:上田 知実（榊原記念病院 小児循環器科）
座長:葭葉 茂樹（埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓科）
2022年7月21日(木) 16:20 〜 17:10 第7会場 (ルーム204)

[I-OR12-01] 術後声帯麻痺診断における頸部エコースクリーニングの有用性
○

正木 直樹1, 梅津 梨恵子1, 落合 智徳1, 帯刀 英樹1, 小澤 晃2, 田中 高志2, 泉田 侑恵3, 其田 健司3

, 小野 頼母3, 小泉 沢3, 崔 禎浩1 （1.宮城県立こども病院 心臓血管外科, 2.宮城県立こども病院
循環器科, 3.宮城県立こども病院 集中治療科）

[I-OR12-02] 小児せん妄を発症した心疾患術後患者
○

名和 智裕1,4, 金田 直樹2, 澤田 まどか1, 高室 基樹1, 新井 洋輔3, 浅井 英嗣3, 夷岡 徳彦3, 酒井 渉

4

, 太安 孝充4, 大場 淳一3,4 （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.北海

道立子ども総合医療・療育センター リハビリテーション課, 3.北海道立子ども総合医療・療育
センター 心臓血管外科, 4.北海道立子ども総合医療・療育センター 小児集中治療科）

[I-OR12-03] 小児心臓手術術後管理における呼吸理学療法により、呼吸器合併症は軽
減するか。
○

鈴木 憲治1, 佐々木 孝1, 太田 恵介1, 松井 亮介2, 築野 香苗2, 橋本 康司2, 渡邉 誠2, 増山 素道3,

坂本 俊一郎1, 深澤 隆治2, 石井 庸介1 （1.日本医科大学 心臓血管外科, 2.日本医科大学 小児科,
3.日本医科大学 リハビリテーション科）

[I-OR12-04] 開心術後バソプレシンの昇圧効果と虚血性合併症
○

前島 直彦, 海老島 宏典 （国立成育医療研究センター 集中治療科）

[I-OR12-05] グレン手術の周術期管理における一酸化窒素吸入療法の有用性の検討
○

北川 篤史1, 平田 陽一郎1, 高梨 学1, 本田 崇1, 宮地 鑑2, 石倉 健司1 （1.北里大学 医学部 小児科

学, 2.北里大学 医学部 心臓血管外科学）
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(2022年7月21日(木) 16:20 〜 17:10 第7会場)

[I-OR12-01] 術後声帯麻痺診断における頸部エコースクリーニングの有用
性
○

1

正木 直樹 , 梅津 梨恵子1, 落合 智徳1, 帯刀 英樹1, 小澤 晃2, 田中 高志2, 泉田 侑恵3, 其田 健司3, 小野 頼母3, 小泉

沢3, 崔 禎浩1 （1.宮城県立こども病院 心臓血管外科, 2.宮城県立こども病院 循環器科, 3.宮城県立こども病院 集中
治療科）
キーワード：声帯麻痺, 反回神経麻痺, 頸部エコー
【背景・目的】術後声帯麻痺(VCD)の診断において頸部エコーの有用性を示す報告が散見されるが未だ十分に検証
されていない.頸部エコーによるスクリーニングの有用性を検証する.【方法】2009年から2021年までに施行した
1歳未満の心臓手術999症例を対象とした.2019年6月以前（ Era1, n=755）は有症状例(嗄声,嚥下障害等)に対し
耳鼻科医が喉頭鏡で直接声帯を確認し診断した.2019年7月以降(Era2, n=244)は VCPのリスクが高い症例(新生児
症例,大動脈再建手術)に対し症状の有無にかかわらず頸部エコーによるスクリーニングを開始し（対象者
49例）,積極的に VCPの診断を行った.年代別に診断率の変化を検証するとともに,喉頭鏡検査結果と比較し頸部エ
コー診断精度を検証した.【結果】 VCDを認めた症例は全体で47例(4.7%)であった.Era1,Era2を比較すると,手術
時年齢(3.3カ月 vs. 3.3カ月, p=0.82),体重(4.1kg vs.4.0k g, p=0.52),診断,術式の比率に有意差は認めなかった
が,VCDの頻度は25例(3.3%) vs. 22例(9.0%)と有意に上昇した(p＜0.001).特に大動脈弓再建術を含む手術群
(IAA/CoA repair (23 . 3% vs. 50.0%, p=0.04), Norwood operation (0% vs. 57.1%, p=0.007)では半数を超え
る症例で VCDの診断となり有意に診断率が上昇した.VCDリスク因子として手術時年齢（ p＜0.001）,体重（
p=0.06）,手術時間（ p＜0.001）,人工心肺使用(p=0.01),arch repair(p＜0.0001), PDA手術(p=0.02),Era2（
p＜0.001）が上げられた.頸部エコーは2019年7月以降49例で施行した.耳鼻科で喉頭鏡検査による直接確認と比
較した診断精度は感度88%(22/25),特異度92%(22/24)であった.【結語】 Era1では VCDの発生頻度が過小評価
されていた可能性が示唆された.頸部エコーは VCPスクリーニング検査として有用であり,診断率向上の一助となり
えると思われた.遠隔期における声帯機能評価にも応用することでより低侵襲に VCPの遠隔予後の実態把握につな
がる可能性が示唆された.

(2022年7月21日(木) 16:20 〜 17:10 第7会場)

[I-OR12-02] 小児せん妄を発症した心疾患術後患者
○

名和 智裕1,4, 金田 直樹2, 澤田 まどか1, 高室 基樹1, 新井 洋輔3, 浅井 英嗣3, 夷岡 徳彦3, 酒井 渉4, 太安 孝充4, 大場

淳一3,4 （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.北海道立子ども総合医療・療育センター
リハビリテーション課, 3.北海道立子ども総合医療・療育センター 心臓血管外科, 4.北海道立子ども総合医療・療
育センター 小児集中治療科）
キーワード：小児せん妄, 早期リハビリテーション, PICU
【背景】せん妄は急性の脳機能障害であり、小児では評価がされず不穏と誤認される場合がある。当院では
2018年から PICUにおける早期リハビリテーション（早期リハ）を導入し、最近ではせん妄の評価も実施して必
要があれば PICU退室後もリハビリを継続している。【方法】2020年10月から2022年2月に当院 PICUに入室し
た心疾患術後患者183名を対象とし、小児せん妄と診断された7名を検討した。 Richmond Agitation-Sedation
Scale(RASS)-3以上の鎮静深度で、 Cornell Assessment of Pediatric Delirium(CAPD)の合計点が9点以上をせん
妄と診断した。また、 Medical Research Council(MRC)を使用して筋力低下を診断した。【結果】性別は男/女が
4/3名、年齢は1-2歳（中央値1.3歳）、診断は単心室症3名、肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損2名、両大血右室起始症
1名、心筋症1名、術式はフォンタン手術3名、ラステリ手術2名、心室内血流転換術1名、 ECMO装着1名で
あった。せん妄の診断時期は術後4-12日目（中央値5日目）、せん妄期間は3-45日間（中央値7日間）、 PICU在
室期間は4-32日間（中央値16日間）、入院期間は14-68日間（中央値26日目）で、全例が筋力低下を認め、
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ICU-acquired weakness(ICU-AW)と診断された。関連因子として、気管挿管期間 は1-11日間（中央値1日
間）、鎮静薬の使用（重複あり）は筋弛緩薬3名、フェンタニル 7名、デクスメデトミジン 7名、ミダゾラム
4名、ステロイド使用は2名、合併症（重複あり）は急性胃粘病変による消化管出血2名、乳糜胸1名、間質性肺炎
1名、血気胸1名であった。せん妄期間は、関連因子に相関はなかったが、 PICU在室期間(r=0.91, p=0.005)と入
院期間(r=0.93, p=0.002)に有意な相関を認めた。【考察】せん妄を発症した場合、 ICU-AWを合併し、 PICU在
室期間や入院期間が長かった。 PICU入室中の早期から介入して、小児せん妄を早期発見、早期治療することが重
要である。

(2022年7月21日(木) 16:20 〜 17:10 第7会場)

[I-OR12-03] 小児心臓手術術後管理における呼吸理学療法により、呼吸器
合併症は軽減するか。
○

1

鈴木 憲治 , 佐々木 孝1, 太田 恵介1, 松井 亮介2, 築野 香苗2, 橋本 康司2, 渡邉 誠2, 増山 素道3, 坂本 俊一郎1, 深澤

隆治2, 石井 庸介1 （1.日本医科大学 心臓血管外科, 2.日本医科大学 小児科, 3.日本医科大学 リハビリテーション
科）
キーワード：呼吸理学療法, 集中治療, 無気肺
【背景】当院では2019年1月より、集中治療室（ ICU）において以下の要領で理学療法士による積極的な呼吸理
学療法を行っている。 ICU入室後循環動態の安定が確認され次第、頭部挙上による体位ドレナージを中心に左右側
臥位とする。必要に応じて腹臥位も導入し、それぞれ2時間を目安に体位変換を行う。抜管後も引き続き継続す
る。【目的】当院で施行している術後早期の呼吸理学療法の効果について、後方視的に検討した。【方
法】2016年9月から2020年9月までに当院で施行された2歳以下の心臓血管手術症例のうち、 Heterotaxy、重症
気道狭窄や ECMO使用症例を除いた連続49例を対象とした。2018年12月以前の施行症例を非介入群（28例（う
ち21 trisomy10例） RACHS-1 category 1=8例 2=6例 3=12例 4=2例、平均体重6.4kg）、2019年1月以降を
介入群（21例（うち21 trisomy5例） RACHS-1 category 1=0例 2=14例 3=5例 4=2例、平均体重6.1kg）とし
て、比較検討を行った。【結果】平均挿管期間非介入群2.6日：介入群3.3日、 ICU滞在期間5.6日：4.1日、入院
期間17.1日：16.6日であった。無気肺発症は7例（25％）：2例（9.5％）に認め、改善にそれぞれ6.3日：1.0日
を要した。１肺区域以上の完全閉塞を伴う無気肺は4例（14.2％）：0例、再挿管は2例（7.1％）：0例で
あった。【結論】術後早期からの呼吸理学療法を導入後、無気肺の発生および再挿管件数は減少した。また無気
肺を発症した際には介入群ではより早期の改善が見られた。積極的な呼吸理学療法により呼吸器合併症の減少が
期待できる可能性が示唆された。

(2022年7月21日(木) 16:20 〜 17:10 第7会場)

[I-OR12-04] 開心術後バソプレシンの昇圧効果と虚血性合併症
○

前島 直彦, 海老島 宏典 （国立成育医療研究センター 集中治療科）

キーワード：バソプレシン, 虚血性病変, 周術期管理
【背景】開心術の周術期低血圧に対しノルアドレナリン(NAD)が第一選択となることが多く、バソプレシン
(AVP)は虚血性合併症の懸念から使用に慎重な施設は少なくない。
【目的】当院における開心術周術期 AVPの昇圧効果と虚血性病変について後方視的検討結果を報告する。
【方法】電子診療録による後方視的検討。期間、2014年から2021年。対象、開心術後に当院 ICUへ入室した症
例。周術期に ECMO補助を要した症例は除外。 AVPの開始時期、使用量、使用前後での血圧、カテコラミン併用
の有無と AVP投与後の虚血性病変の有無について検討。
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【結果】期間内の心臓血管外科開心術696例中84例に AVPは使用され、 ECMO補助症例14例と data収集が困難
だった1例を除いた69例を検討対象とした。69例の月齢中央値は5ヶ月、 AVP開始は手術当日(中央値)、投与量は
0.45 ± 0.3 mU/kg/min、終了は第2病日(中央値)、期間中の最大投与量は0.63 ± 0.42 mU/kg/minだった。
AVP投与中、アドレナリン(AD) 66例 (0.08 ± 0.04γ)、ミルリノン(Mil) 66例 (0.5 ± 0.14γ)、 NAD 6例(0.08 ±
0.05γ)併用していた。 AVP投与前の平均血圧(MBP)は43.6 ± 7.3 mmHg, 投与後1時間、および2時間の MBPは投
与前と比較してそれぞれ117.0 ± 18.7 ％, 122.0 ± 19.5 ％と有意に上昇したが（ p＜0.01）、8例は AVP投与後
に MBPが低下していた。 AVPに AD, Mil, NADを併用した1例に心筋虚血所見を認めた。
【結語】 AVP使用例の内、88％で血圧上昇を認めた。虚血性病変は1.4％で生じたが、その後自然に回復した。
AVPは開心術周術期においても有意な昇圧効果を示しており、血管収縮薬の選択肢になり得ると思われる。

(2022年7月21日(木) 16:20 〜 17:10 第7会場)

[I-OR12-05] グレン手術の周術期管理における一酸化窒素吸入療法の有用
性の検討
○

1

北川 篤史 , 平田 陽一郎1, 高梨 学1, 本田 崇1, 宮地 鑑2, 石倉 健司1 （1.北里大学 医学部 小児科学, 2.北里大学 医

学部 心臓血管外科学）
キーワード：グレン手術, 肺高血圧, フォンタン手術
【背景】我が国において一酸化窒素(NO)吸入療法は、2015年に「心臓手術の周術期における肺高血圧の改善」が
保険適用となり、小児循環器領域での積極的な導入が行われている。今回我々は、グレン手術の周術期管理にお
ける NO吸入療法の有用性を後方視的に検討した。【方法】2011年から2020年の間に北里大学病院でグレン手術
を施行した症例を対象とした。グレン手術を施行した時期によって、 A群(2011～15年、 n=12)、 B群
(2016～20年、 n=11)の2群に分類し、周術期経過の比較を行った。【結果】 A群と B群を比較して、グレン手術
時の年齢(6.1±5.2 vs. 4.7±1.0か月, p=0.38)、グレン手術前の平均肺動脈圧(15±3 vs. 14±2 mmHg,
p=0.20)、肺血管抵抗係数(1.5±0.7 vs. 1.3±0.8Wood単位・ m2, p=0.07)に有意差は認めなかった。グレン手術
後の NO吸入療法は、 A群で1例(8%)、 B群で7例(64%)に施行された。グレン手術後の小児集中治療室(PICU)在
室日数は A群と比較して B群が有意に短かった(7.3±3.4 vs. 4.9±1.5日, p＜0.05)が、気管挿管日数(1.8±4.0 vs.
0.6±0.9日, p=0.48)、ドレーン留置日数(5.3±3.5 vs. 4.3±1.6日, p=0.36)、および入院日数(42.8±43.9 vs.
32.2±26.8日, p=0.45)は両群間で有意差を認めなかった。両群ともに術後死亡、 NO吸入療法に伴う副作用は認
めなかったが、 A群で1例(8%)フォンタン手術に到達できなかった。【結論】グレン手術後に NO吸入療法を導入
する症例は増加傾向にあり、 PICU在室日数の短縮に寄与する可能性がある。今後は NO吸入療法の適正な症例選
択と、フォンタン手術に至る過程に与える長期的な影響に関する検討が必要である。
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