第9回Informal JCIC
関東甲信越研究会
日 時
場 所

2022年12月10日(土) 11:00 – 17:30
Gメッセ群馬 中会議室302
〒370-0044 群馬県高崎市岩押町12番24号

≪参加費≫医師 2,000円、コメディカル1,000円、研修医・学生 無料
（証明書をご提示下さい）

≪単

位≫日本小児循環器学会が認めるその他の研究会として3単位

＜参加募集のお知らせ＞
今年度は3年ぶりの現地開催となります。会場は高崎駅から徒歩可能な距離の
コンベンションセンターです。高崎駅までは東京駅から約50分と意外と近いので
是非お気軽にご参加ください。コメディカル、研修医、学生の方も大歓迎です。
今年も例年通り刺激的な演題を多数ご応募いただいております。face to faceで
Informal JCICの特徴である熱い議論ができることを楽しみにしております。
お弁当の準備があるため、事前登録をお願いします！
当日参加も可能ですが、その場合お弁当はご用意できないことをご承知ください。
＜ご発表の先生方へ＞※JCIC会員のみ発表ができます。まだ会員登録をされていない方は先にhttp://www.jpic-meeting.org/ にご登録ください。

＊発表時間は1演題15分です（発表8分、討論7分）。
＊インターベンションに関連したスライドを中心に構成していただき、手技の
ポイントをわかりやすく提示してください。
＊最後に討論希望事項またはtake home messageをいれて下さい。
＊当日は発表に利用するPC本体（接続はHDMI端子）もしくはUSBメモリに発表
データを入れてご持参下さい。会場で準備するPCはWindowsでoffice2019です。

お弁当付き！事前参加登録〆切：2022年12月7日(水)
【事務局・問い合わせ先】
こちらから
どうぞ！

昭和大学病院 小児循環器・成人先天性心疾患センター
担当：金子 可奈子 Email : informaljcic@gmail.com
主催：群馬県立小児医療センター 循環器科

池田健太郎

第 9 回 Informal JCIC 関東甲信越研究会

2022 年 12⽉10⽇（土）11:00〜17:30

プログラム

10:00 〜 10:45

会場︓G メッセ群馬

世話人会

14:00 〜 15:15

11:00
開会挨拶︓池田

健太郎（群馬県立小児医療センター

循環器科）

⼀般演題③
座

座

コメンテーター︓伊吹

省史（東京女子医科大学病院 循環器小児・成人先天性心疾患科 ）
圭二郎（富山大学附属病院

晋（神奈川県立こども医療センター

循環器内科）

広亮（昭和大学病院 小児循環器・成人先天性心疾患センター）

コメンテーター︓東

コーヒーブレイク

15:30 〜 16:10
教育講演

バルーン２
⻑︓白神

15:15 〜 15:30

小児科）

11:50 〜 12:35
座

⻑︓小野

バルーン１
⻑︓朝貝

⼀般演題②

ステント

コメンテーター︓喜瀬

11:05 〜 11:50
⼀般演題①

中会議室 302

⼀博（東京大学医学部附属病院
浩二（千葉県こども病院

小児科）

循環器科）

12:40 〜 13:40
ランチョンセミナー
「英国カテーテルインターベンション留学
〜なぜ Shak の元へ？そして Shak の元で何を学んだか〜」
演者︓小暮

智仁（東京女子医科大学 循環器内科）

座⻑︓藤井

隆成（昭和大学病院 小児循環器・成人先天性心疾患センター）

13:55 〜 14:00 世話人会決定事項の説明

「小さい体格の症例への Hi-pressure balloon の使用方法」
演者︓小林
座⻑︓関

俊樹（埼玉医科大学国際医療センター
満（自治医科大学

小児心臓科）

とちぎ子ども医療センター

小児科）

16:15 〜 17:30
⼀般演題④
座

コイル、その他
⻑︓浅田

コメンテーター︓阿部
17:30

大（大阪母子医療センター

小児循環器科）

忠朗（新潟大学医歯学総合病院

閉会挨拶︓池田

小児科）

健太郎（群馬県立小児医療センター

循環器科）

【⼀般演題】
①－1

心肺蘇生下で経皮的血管形成術を施行した BT シャント術後の 1 例
演者︓山岡

①－2

大志郎（昭和大学病院 小児循環器・成人先天性心疾患センター）

BT シャント経由バルーン拡張術時に使用したガイディングシースの
先端断裂破片により高度な肺動脈狭窄を来した 1 例

広範な中枢神経障害を呈した房室中隔欠損症、ファロー四徴症を合併
した 21 トリソミー男児例

②－1

太郎（慶應義塾大学病院

小児循環器科）

小児科）

大動脈肺動脈瘻を生じた 1 例
循環器小児科）

忠朗（新潟大学医歯学総合病院

小児科）

③－１ 大動脈弓縮窄症に対して stent 留置したが、脱落した 1 例
演者︓朝貝

省史（東京女子医科大学病院 循環器小児・成人先天性心疾患科）

③－２ VSD のない borderline left ventricle において新生児期姑息術後の
循環不全に対し catheter intervention により早期 Norwood 術を
回避し得た⼀例
演者︓鍋嶋

演者︓伊吹

圭二郎（富山大学附属病院

小児科）

③－５ 無脾症、下心臓型総肺静脈還流異常に対して静脈管ステントを留置
演者︓浅見

泰典（埼玉医科大学国際医療センター

雄司（群馬県立小児医療センター

循環器科）

④－１ コイル塞栓術中に Accidental detach・アンラベル・コイル脱落を
演者︓河野

小児心臓科）

洋介（山梨大学

小児科）

④－２ 左鎖骨下動脈からの側副血管に対する経動脈的塞栓術中にアンラベル
したコイルを回収できた 2 例
演者︓橘高

②－３ Cutting balloon の回収に難渋した 1 例
演者︓阿部

小児科）

生じた例

②－２ 超高耐圧バルーンによる肺動脈バルーン拡大術後に肺動脈解離、
演者︓武井 黄太（⻑野県立こども病院

峻（自治医科大学とちぎ子ども医療センター

したが、手術待機中に大動脈が低形成となった⼀例

上行大動脈バルン拡張術に ATP 急速静注を併用した乳児例
演者︓神野

演者︓鈴木

ステント留置を行った 1690g の早産児例

①－３ Blalock-Taussig シャントを介しての左肺動脈バルーン拡張術後に、

大（大阪母子医療センター

した無脾症候群例

③－４ 下心臓型総肺静脈還流異常の垂直静脈-静脈管流入部狭窄に対して

演者︓安心院 千裕（静岡県立こども病院 循環器科）

演者︓浅田

③－３ 垂直静脈狭窄へのステント留置後に静脈系狭窄が多発し治療に難渋

康文（神奈川県立こども医療センター

循環器内科）

④－３ 橈骨動静脈瘤カテーテル治療後に巨大仮性動脈瘤を形成した⼀例
演者︓郡司

優希（千葉県立こども病院

循環器内科）

④－４ 新生児期の人工弁置換術後にカテーテルで stuck valve を解除した 1 例
演者︓西岡

真樹子（埼玉県立小児医療センター

循環器科）

④－５ 経皮的心房中隔欠損閉鎖術後のデバイス感染性心内膜炎の 3 例
演者︓大木

寛生（東京都立小児総合医療センター

循環器科）

