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研究成果の概要（和文）：先天性心疾患の中でフォンタン手術を最終目標とする疾患の短期手術成績は向上したが、長
期的合併症である人工血管内の血栓形成、肝硬変が発症すると生活の質の低下に繋がるため長期成績は良好であるとは
いえない。工業領域で用いられている流体シミレーションを用いて、最善な術式設計を可能とすべく研究を行なった。
この方法を他の術式の検討に用いて、患者の良好な遠隔期成績につながるよう研究を今後発展させていく予定である。

研究成果の概要（英文）：Early survival after Fontan procedure has improved dramatically for the developmen
t of perioperative surgical treatment and strategy based on each surgeon's experience and scientific data.
 Despite of these improvement, there are still concerns about long-term complications, i.e. pulmonary arte
riovenous malformation and thrombus formation in the conduit, which can less the quality of life after sur
gery. We simulated the optimal design of procedures with computational fluid dynamics to gain the better q
uality of survival and the optimal anastomosis was developed both in Fontan and Glenn procedure. This tech
nique could be applied to designing of the different type of pediatric cardiac surgery, which is expected 
to lead the better quality of life after surgery.      
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