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〈研究会抄録〉

第1回日本小児循環器学会近畿・中国・四国地区研究会

　日　時　昭和62年2月1日（日）

　場所大阪市三和化学メディカルホール

　発起人　神谷　哲郎，川島　康生，城谷　　均

　　　　　田村　時緒，宮尾　益英，森　　忠三

　　　　　横山　達郎

　事務局　近畿大学心臓小児科内

　1．筋性部心室中隔欠損症の断層心エコー図診断

　　　　兵庫県立尼崎病院心臓センター小児部

　　　　　　村上　洋介，槙野征一郎，吉川　栄治

　　　　兵庫県立尼崎病院心臓センター外科部

　　　　　　横田　祥夫，岡本　文雄，清田　芳春

　　　　　　中山　正吾，松野　修一，池田　　義

　　　　　　清水　　明，福富　　敬，白石昭一郎

　過去9年間に経験した筋性部心室中隔欠損症（m－

VSD）の断層心エコー図（2－DE）診断について検討し

た．結果①m－VSDのアンジオを含めた術前診断率は，

前期：9例中3例（33％）から後期：11例中10例（91％）

と著しく向上した．②後期では6例をアンジオ前に2－

DEで診断しえた．うち2例は，従来2－DE診断が困難

とされていたSwiss　cheese様のm－VSDであった．③

心尖部のm－VSDについてはParasternal又は
Apical　approachが有用であった．

　2．心室中隔欠損（VSD）の術前・術後の心機能の

検討

　　　　島根医科大学小児科

　　　　　　岸田　憲二，羽根田紀幸，渡辺　弘司

　　　　　　堀野　信子，西尾　利一，森　　忠三

　　　　島根医科大学第1外科

　　　　　　　　　　　　山田　公弥，中山　健吾

　過去5年間に島根医大で手術されたVSD　45例を，

主に術前後の心カテ・アンギオデータを中心に検討し

た．手術時年齢および術前の肺高血圧（PH）の有無に

より，1群：1歳未満（全例PH合併），　II群：1歳以

上，平均肺動脈圧（mPAP）≧20mmHg，　III群：1歳以

上，mPAP＜20mmHgに分けた．術後の左室の拡張末

期容積および駆出率（平均±標準偏差）は1群：106±

16％of　norma1，0．69±0．05，　II群135±41，0．63±

0．06，III群106±18，0．69±0．05で，　II群は他群および

正常群と有意な差を認めた．この検討からPHを認め

るVSDでは乳児期の手術が望ましい．

　3．腋窩法胸膜外到達法による動脈管閉鎖術の経験

　　　　三菱京都病院心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　小林　　彰，村田　真司

　　　　　　　　三菱京都病院小児科　上田　　忠

　　　　　　　　　　京都大学小児科　西岡　研哉

　動脈管開存症は手術の危険性も少なく女子に多く発

生する為美容上の点も考慮すべきである．三菱京都病

院では従来の後側方開胸法から腋窩法胸膜外到達法に

よる閉鎖術に変更し9例に施行し満足すべき結果を得

たので報告した．この術式の利点としては①手術創が

小さく目立たない②ドレーンの留置を必要としない③

術後呼吸管理が容易④肺が術野を妨げない事等が挙げ

られる．

　4．左上大静脈遺残症（LSVC）100例の検討

　　　　天理ようつ相談所病院小児循環器科

　　　　　　梅本　正和，田村　時緒，小川　浩史

　　　　同心臓血管外科

　　　　　　三木　成仁，楠原　健嗣，上田　裕一

　　　　　　大北　　裕，田畑　隆文，米田　正始

　　　　　　山中　一郎

　当科にて21年間で心精検した7100例中，LSVCは

100例（1．4％．男女比は1二1．先天性心疾患の合併

率はSV　19例（28％），　TA　8％，　ECD　6％，　DORV　6％，

T／F4％，　PDA　2％，　ASDとVSDが各0．9％，特にSV

（B）に多い．LSVC単独例は2例（O．2％）．奇静脈と

半奇静脈を含めた体静脈還流異常は9例，総あるいは

部分的肺静脈還流異常は6例，LSVC－LA還流β例中，

共通房室弁が4例．

　5．嚥下困難，嘔吐を伴う右鎖骨下動脈起始異常症

の1例

　　　　大阪市立大学外科学第2教室

　　　　　　木村　英二，酒井　克治，臼井　典彦

　　　　　　村口　和彦，塚本　泰彦，岩本　広二

　　　　　　西沢慶二郎

　11歳の男児．乳児期よりの嘔吐，嚥下困難を主訴に

来院．11歳時に食道造影，大動脈造影を施行され初め

て右鎖骨下動脈起始異常症と診断された．嚥下困難は

軽度で嘔吐が主なため，心身症等も考えられたが，精

神神経科的治療で改善せず，症状も増悪してきたため，

手術に踏み切った．術式は左開胸で異型右鎖骨下動脈
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を起始部及び食道後部で結紮切離するにとどめたが，

術後合併症もなく症状も改善した．

　6．腎血管性高血圧（Recklinghausen病）を合併し

たWilliams症候群の1例

　　　　高知医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　野村伊知郎，白石　泰資

　　　　　　　　　　　　小倉　英郎，倉繁　隆信

　症例は6歳男児で，心雑音，母斑，学習障害を主訴

に来院し，Recklinghausen病を合併したWilliams症

候群と診断したが，高血圧も認められた．

　心臓カテーテル検査では圧較差70mmHgの砂時計

型SVASを認め，他に腎静脈レニン値は右側が高値

で，造影で右腎静脈の50％狭窄の所見がみられ，腎血

管性高血圧の合併例と考えられた．

　7．Hiatus　Herniaを伴ったAspleniaの1例

　　　　和歌山県立医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　鈴木　啓之，上村　　茂

　　　　　　　　　　　　根来　博之，小池　通夫

　　　　　　　　　　　　同胸部外科　内藤　泰顕

　　　　　　　　　　　同検査診断学　前田　次郎

　症例は1歳0ヵ月男児で，dextrocardia，　single　ven－

tricle，　common　A－V　valve，　PDA，　pulmonary　atresia，

LSVCの左房流入の心奇形にHiatus　Herniaを合併

したAspleniaである．　PGE、の投与を受け，生後70日

目に右側B・Tshunt術が施行された．生後8ヵ月か

ら，突然のdyspnea　attack（PaCO290～100mmHg）

を生じ，反復した．24時間食道pHモニタリングで

Gastroesophageal　Reflux（GER）が証明され，

dyspneaの原因と考えられた．　Asplenia患児の突然死

例にGERが関与する可能性が示唆された．

　8．VSDを合併したCoAの乳児期近接分割II期

的手術

　　　　福井循環器病院外科

　　　　　　堤　　泰史，大中　正光，大橋　博和

　　　　　　坪田　　誠，田中　　孝

　　　　　　　福井循環器病院小児科　林　　鐘声

　　　　福井愛育病院

　　　　　　早野　尚志，岡本　　力，石原　義紀

　VSDを合併した大動脈縮窄症は，乳児期早期に重篤

な心不全に陥りやすく，速やかな診断と積極的な外科

治療体制が必要である．1期手術にて縮窄を解除後，

1週間以内に，II期手術を行う，近接分割II期的手術

により，良好な結果を得ているので報告する．狭窄解

除には，鎖骨下動脈フラップ法を全例に行い再狭窄は
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認めていない．II期手術を施行した5例（死亡0）中，

1例のみ残存MRの為，内服治療中である．

　9．心室中隔欠損，肺動脈狭窄を伴った巨大左冠動

脈左室痩の小児（2歳）1治験例

　　　　兵庫県立こども病院心臓血管胸部外科

　　　　　　大嶋　義博，細川　裕平，大橋　秀隆

　　　　　　西川　育志，山口　真弘

　　　　同循環器内科　　鄭　　輝男，三戸　　寿

　痩の短絡に基づくと思われる心不全症状と心筋虚血

症状を呈した小児巨大冠動脈痩の1例を外科的に治癒

せしめたので報告した．症例は2歳，男児．心室中隔

欠損症，肺動脈弁狭窄症を伴った外径15mmの左冠動

脈左室痩で（Qp／Qs　2．88），痩内腔より左室開口部を

パッチ閉鎖し，中枢側の縫縮閉鎖を追加した．またこ

の際，痩孔を横切る大心静脈と左室後静脈の再建を要

した．術後冠動脈造影は正常で痩の遺残もみられず，

心電図所見も改善した．

　10．先天性左冠動脈ロ閉鎖の1例

　　　　　　　　　　山口大学小児科　金子　博志

　　　　　　　　　　　　同第1外科　野田　　寛

　　　　　　　　　　　　同第2内科　森谷浩四郎

　　　　　　　　徳山中央病院小児科　賀屋　　茂

　極めて稀な左冠動脈口閉鎖の10歳男児例を経験し

た．運動時易疲労性を主訴に受診し，運動負荷心電図

でST低下をきたした．大動脈弁上，左冠動脈洞，右冠

動脈での造影で，左冠動脈は，右冠動脈から側副血行

路を介して逆行性に造影され，主冠動脈は大動脈直前

で盲端になっていた．左冠動脈と肺動脈の交通はな

かった．本症の臨床所見，鑑別診断を中心に報告した．

　11．心室性期外収縮で発見された単冠動脈症（U

型）の1例

　　　　近畿大学心臓小児科

　　　　　　中村　好秀，佐々木美帆，三宅　俊治

　　　　　　砂川　晶生，篠原　　徹，横山　達郎

　心室性期外収縮と運動負荷心電図上心筋虚血所見を

認めた12歳のLI型の単冠動脈症を経験した．左回旋

枝は太く拡張し右冠動脈領域まで広く灌流していた．

　単冠動脈は，心筋障害，心筋梗塞は問題であるが，

LI型は危険性が少ないと考えられている．しかし，本

症では，報告のあった大人の心筋梗塞併発例と異なり，

冠動脈狭窄を伴わない心筋虚血所見及び心筋組織変化

が既にあった．不整脈精査の重要性を痛感したので報

告した．

　12．心筋梗塞を合併したSLEの8歳女児例
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　　　　京都府立医科大学小児科

　　　　　　四方　卓磨，日野　玉喜，吉原　隆夫

　　　　　　白石　　公，中川　雅生，糸井　利幸

　　　　　　高　　永換，浜岡　建城

　帯状庖疹後に，DIC，心筋梗塞，腎不全，膵炎を合併

したSLE女児を経験した，多臓器不全発症時に，生物

学的偽陽性，PT正常，　PTT延長，血小板減少があり，

Lupus　Anticoagulantの存在が示唆された．冠動脈造

影では，硬化性・狭窄性病変や走行異常はなく，心筋

梗塞の原因として，冠動脈のspasmまたは血栓形成が

考えられた．治療として，血漿交換，腎透析を併用し

救命し得た．

　13．右室内横紋筋腫を有した結節性硬化症の1例

　　　　関西医科大学小児科

　　　　　　楠原　充子，荻野廣太郎，野木　俊二

　　　　　　山下美代子，小林陽之助

　　　　関西医科大学胸部外科

　　　　　　大本　一夫，福中　道男，増田　　興

　　　　　　野々山　明，香川　輝正

　　　　関西医科大学脳神経外科

　　　　　　　　　　　　山内　康雄，岩瀬　正顕

　結節性硬化症に右室内腫瘍を合併した6ヵ月男児例

を経験した．断層心エコーにて，右室流入路から流出

路にかけて巨大な右室内腫瘍を認めた．また心カテー

テルに検査にて右室流出路狭窄が認められたため，腫

瘍の部分切除術を施行し，流出路狭窄を解除した．切

除した腫瘍は横紋筋腫であった．術後1歳の現在，経

過は良好である．

　14．完全房室ブロックによるAdams・Stokes発作

を来した心筋炎の2例：伝導障害経過を中心に

　　　　神戸市立中央市民病院小児科

　　　　　　　　　　　　山川　　勝，深谷　　隆

　　　　　　　　　　　　冨田　安彦，馬場　國蔵

　完全房室ブロックによるAdams・Stokes発作を来

し緊急ペーシソグにより救命し得た心筋炎の2例を，

伝導障害の心電図経過を中心に報告する．症例1は6

歳女児．速やかに完全房室ブロックから2枝ブロック，

左脚前枝ブロックと変化し，4日後に正常化した．ウ

イルス検索陰性であった．症例2は16歳男児．左脚本

幹ブロックが遷延持続し，広範な心筋障害が疑われた．

心エコー上も収縮能低下，左室腔拡大を認めた．抗体

価検索中である．

　15．右脚ブロック左軸偏位型心室頻拍における臨床

電気生理学的検討
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　　　　滋賀医科大学小児科

　　　　　　藤関　義樹，西島　節子，神谷　保彦

　　　　　　藤野　英俊，服部　政憲

　　　　国立立川病院小児科

　　　　　　　　　　　　野々村和男，中尾　浩二

　　　　　　京都第二日赤病院小児科　清沢　伸幸

　発作時心電図が右脚ブPtック左軸偏位型を示す小児

の心室頻拍2例に対し臨床電気生理学的検査を行っ

た．発作は心室刺激のみでなく心房刺激でも誘発され，

1例では心房刺激で停止もされた．fragmentationや

delayed　potentialはないがEntrainment現象をみと

め，早期刺激と頻拍第一発は逆相関を示し，verapamil

が特効的に作用し最早期興奮部位が左室心尖部である

ため，その機序は同部の局所的microreentryと考え

られた．

　16．小児期発作性上室頻拍に対するCa拮抗剤の電

気生理学的効果

　　　　滋賀医科大学小児科

　　　　　　藤野　英俊，服部　政憲，藤関　義樹

　Ca拮抗剤（Verapamil，　Diltiazem）を発作性上室性

頻拍症14例に投与し，投与前後での電気生理学的検討

を行った．洞結節機能や副伝導路特性には変化がみら

れなかったが房室結節機能は抑制され，房室結節をre－

entry　circuitに含むWPW症候群や潜在性WPW症

候群，房室結節内回帰性頻拍ではtachycardia　zoneの

狭小化を認めた．特に副作用もなく，Ca拮抗剤は小児

期発作性上室性頻拍症に対して有効かつ安全な抗不整

脈剤と考えられた．

　17．III度房室ブロック患児におけるインピーダン

スカルジオグラムを用いた運動時左心機能の検討

　　　　徳島大学小児科

　　　　　　馬　　在淑，倉橋　佳英，富松　宏文

　　　　　　松岡　　優，宮尾　益英

　先天性完全房室ブロック患児における運動時左心機

能を検討する目的で，インピーダソス・カルジオグラ

ムを用い，1回拍出量，分時心拍出量そして左室収縮

時相を測定した．その結果は，イソピーダンス・カル

ジナグラムが，ペース・メーカー植込み前・後の左室

パフォーマンスや適切なプログラムを決定するのに有

用であることを示した．

　18．ミケラン投与における低血糖発作

　　　　兵庫県立こども病院循環器科

　　　　　　　　　　　　鄭　　輝男，三戸　　壽

　ミケラン投与における低血糖発作について報告し
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た．症例は3歳6ヵ月のファロー四徴症の女児で2歳

時より無酸素発作の為にミケランを内服していたが特

に副作用は認めていなかった．しかし上気道感染で食

欲不振が続いた後に低血糖（血糖値22mg／dl）による痙

攣と意識障害を認めた．ブドウ糖静注により後遺症な

く回復したが，ミケラソにより低血糖症状が増悪され

たものと考えられた．

　19．先天性心疾患におけるカルニチン動態

　　　　京都府立医科大学小児科

　　　　　　糸井　利幸，吉原　隆夫，白石　　公

　　　　京都府立医科大学附属小児疾患

　　　　　　　　　　　　　　研究施設内科部門

　　　　　　浜岡　建城，高　　永換，中川　雅生

　　　　福井愛育病院小児科

　　　　　　星野　尚志，岡本　　力，石原　義紀

　先天性心疾患をチアノーゼ群（A群），非チアノーゼ

群（B群）の2群に分け，コントロール群（3群）と

血清・尿中のカルニチンプロフィルを検討した．

　A群では尿中の総カルニチン，遊離カルニチン，短

鎖カルニチンの各濃度が，B群，　C群に比し有意に高値

であった．B群では尿中総カルニチン，遊離カルニチ

ン濃度が低い傾向にあった．血清では群間に有意差は

なかったが，尿と同様の傾向にあった．

　20．先天性疾患における心房性ナトリウム利尿ホル

モン（第2報）

　　　　京都大学小児科

　　　　　　西岡　研哉，菊池　　清，三河　春樹

　　　　　　　　三菱京都病院小児科　上田　　忠

　　　　　　　　　　大津日赤小児科　高橋　良明

　　　　京都大学第2内科

　　　　　　　　　　　　中尾　一和，井村　裕夫

　RIAを用いてhuman　Atrial　Natriuretic　Polype－

ptide（hANP）を測定した．正常小児コントロールの

値は44．6±22pg／mlで，成人値と有意差なく，心不全

例で高値を示した．フアロー四徴ではコントロールと

有意差なし．VSDはsmall，　mod，　largeと重症度に比

例．VSDでは，　hANPはPA　wedge　pressure，　Qp／Qs

ratio，　PA圧と相関．　ASDではQP／QS　ratioと相関．

ASDに於ては右房負荷，　VSDに於ては左房負荷によ

り，hANPが分泌されている可能性が示唆された．

　21．小児における血圧tracking高値群と低値群の

循環特性の比較：Shimane　Heart　Study

　　　　島根医科大学小児科

　　　　　　渡辺　弘司，堀野　信子，岸田　憲二

日本小児循環器学会雑誌　第2巻　第3号

　　　　　　羽根田紀幸，小笹　　浩，西尾　利一

　　　　　　森　　忠三

　血圧検診でtracking現象を有する群の特性を比較

した．対象は9歳と12歳の2度にわたって血圧，心エ

コー 図の両者が得られた男女254名である．9歳時，12

歳時の2度とも収縮期血圧が90percentile以上を示

したもの（高値群）10percentile以下のもの（低値群）

に分類し比較した，心拍数，左室駆出率，心拍出量，

総末梢血管抵抗値では両群に有意差はなく，身長・体

重において高値群の方が低値群より高値を示した．

　22．鼠径部以外のアプローチによる小児の経皮的心

臓カテーテル法

　　　　滋賀医科大学小児科

　　　　　　服部　政憲，藤野　英俊，藤関　義樹

　小児の経皮的心臓カテーテル法は通常鼠径部からの

アプローチによって行われるが，何らかの理由で鼠径

部以外のアプローチが必要となる症例も多い．今回

我々は31例の小児に対し肘窩静脈ないしは外頚静脈か

らのアプローチにより経皮的心臓カテーテル検査を行

なった．これらの血管は穿刺が比較的容易で合併症の

危険性もほとんどなく，特に肘窩静脈を用いた場合は

カテーテルの挿入，操作も容易で，これらの症例に対

し有用であった．

　23．心房中隔欠損の学童における最大酸素摂取量の

測定

　　　　三菱京都病院小児科

　　　　　　　　　　　　上田　　忠，森　　洋一

　　　　　同心臓血管外科　小林　　彰，村田真司

　　　　　　　　　　京都大学小児科　西岡　研哉

　学童期の心房中隔欠損例における運動能力や持久力

を調べるために，トレッドミル運動負荷試験を行い，

酸素摂取量，心拍数，到達段階，負荷時間について，

検討した．対象はASD群12名（男2，女10），健常群

42名（男23，女19）である．ASD群12例は，　Qp／Qsが

1．33～3．93（平均2．58）であり，PSやPHなどの合併

はみとめられなかった．結論として，ASD群と健常群

の間に，検討したデータ内では，有意な差はみとめら

れなかった．

　24．パルスドップラー法による未熟児・新生児の心

拍出量にっいて

　　　　国立療養所香川小児病院小児科

　　　　　　　　　　　　太田　　明，古川　正強

　パルスドップラ法（PD法）による心拍出量の測定上

の精度，再現性，ならびに正常未熟児新生児の心拍出
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量を測定した．さらに人工換気中における平均気道内

圧が循環系に及ぼす影響を検討した．1）PD法による

心拍出量はFick法，　Pombo法による心拍出量と良い

相関を認めた．再現性に関しても良好であった．2）未

熟児・新生児の心拍出量，1回拍出量は体重とともに

直線的に増加した．3）平均気道内圧の上昇により心拍

出量は低下した．

　25．新生児一過性心筋虚血の1例

　　　　大津市民病院小児科

　　　　　　岩破美智子，木戸脇卓郎，高田　　洋

　　　　京都府立医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　白石　　公，糸井　利幸

　新生児一過性心筋虚血の1例を報告した．生下時よ

りチアノーゼがありGOT　200KU，　GPT　89KU，　LDH

2．610U，　CPK　1．190mu／ml（MB　5．7％）を示し，心

電図では右軸偏位で1．aVLでQS型，　V、－6でST低下

とT波陰性化をみた．心電図は3ヵ月後にやっと正常

化した．心エコーでも心筋壁・心室中隔の著明な運動

低下と左室駆出率の低下（59％）を認めたが，日齢19

日改善した．201Tl心筋シンチでRMA値0．24（日齢19

日）と低下していたが，日齢105日ではO．57と回復した．

生後5ヵ月の現在，著変を認めていない．

　26．新生児期エプシュタイン奇形の6例

　　　　倉敷中央病院心臓病センター小児科

　　　　　　　　　　　　木谷　和夫，水戸守寿洋

　　　　　　　　光藤　和代，馬場

倉敷中央病院小児科

　　早川　孝裕，森　美喜夫，吉

　　亀山　須治，仲田　永造，武田

　　田中　陸男

清

一

明
光
修

　　　　倉敷中央病院心臓病センター心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　神崎　義雄

　新生児期に診断したエプシュタイン奇形を6例経験

したので報告した．肺動脈閉鎖など右室流出路の閉鎖，

または狭窄を伴う症例は，三尖弁逆流が高度となり予

後が悪い．4症例に外科的治療を試みた．3症例に，

それぞれグレソの手術，ブロックの手術，三尖弁置換

及びVSD閉鎖を施行したが救命できなかった．また，

生下時体重2，236gの低出生体重児にブロックの手術

を試みた症例は救命しえた．その後の経過も順調であ

る．

　27．Ellis　Van　Creveld症候群に合併した左心低形

成症候群に対するvan　Praagh変法の1手術例

　　　　和歌山県立医科大学胸部外科
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　　　　　　後藤　融平，高垣　有作，東上　震一

　　　　　　藤原　慶一，榎本　克己，瀧本　幹之

　　　　　　内藤　泰顕

　　　　和歌山県立医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　根来　博之，上村　　茂

　Ellis　Van　Creveld症候群に合併した左心低形成症

候群の1例に対し，Van　Praagh変法の手術を施行し

た．症例は生後61日の女児で，単心房，僧帽弁狭窄，

左室低形成，上行・弓部大動脈低形成，大動脈縮窄及

び動脈管開存を合併していた．術後，血行動態・動脈

血ガス分析データは良好であったが，胸郭の狭小など

の合併奇形等のために，呼吸器より離脱することがで

きないまま，術後85病日に死亡した．

　28．左心低形成症候群の12例

　　　　大阪府立母子保健総合医療センター

　　　　小児循環器科

　　杉本　久和，泉井　隆広，

同心臓外科

　　草深　竹志，馬場　雄造，桜井

　　加藤　　寛中田　　健

広瀬　　修

温

　約5年間に当センターに入院した12例が対象で，主

訴は心雑音と，肺血流増加によるものが多かった．治

療はプロスタグラソディンE、を使用した．BASは成

功した症例はない．

　手術は8例に行い台上死5例，術後死亡1例で1例

は現在生存中である．

　診断は心エコー検査で充分であったが，上肢動脈よ

りの大動脈造影は大動脈縮窄の診断に併用するのが望

ましい．

　29．重複大動脈弓を合併したファロー四徴症の2例

一臨床症状に対する根治術の検討一

　　　　大阪大学小児科

　　松下

　　中島

同第1外科

　　広瀬

　　川島

享，小川　　實，佐野　哲也

徹，萱谷　　太，藪内　百治

　　　　　　　　　　一，松田　　暉，門場　啓司

　　　　　　　　　康生

　　　　　　　　　　　　同放射線科　有沢　　淳

　症例1は，乳児期早期より喘鳴，嚥下障害を認め，

10ヵ月時に右大動脈弓離i断術施行し1歳5ヵ月時に

ファP一根治術を行った．しかし，術後も症状は持続．

術後食道造影から左大動脈弓からの圧迫が主な原因と

考えられた．症例2は，重複大動脈弓の症状はないこ

とから，1歳11ヵ月でファロー根治術を行なった．心
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内奇形を合併した重複大動脈弓の手術は，個々の症例

により術式を検討し，時期を逃さないことが重要であ

る．

　30．大動脈弁狭窄を合併した極型ファロー四徴症の

まれな1例

　　　　大阪大学小児科

　　萱谷　　太，小川

　　中島　　徹，松下

大阪大学第1外科

　　広瀬　　一，松田

　　谷口　和博，川島

實，佐野　哲也

享，藪内　百治

暉，中埜　　粛

　　　　　　　　　　　　　　康生

　　　　　　　　　大阪大学放射線科　森本　静夫

　　　　愛染橋病院小児科

　　　　　　　　　　　　田中　祥介，西村　和彦

　症例は2，520gで出生し心雑音・チアノーゼを認め，

2・DEで大動脈弁狭窄を伴なう極型ファロー四徴症と

診断した．PGE1によりPO2は改善したが活気なく，心

カテで大動脈弁での圧差は54mmHgであった．次第に

活気が出現し順調な体重増加を得たが，心筋の肥厚と

STの低下を認め，生後73日目大動脈弁切開術を行っ

たが術後8時間で死亡した．フアロー四徴症で大動脈

弁異常合併例はまれで，その管理に苦慮したので報告

する．

　31．偽性総動脈幹症の術後遠隔期における肺高血圧

に関する検討

　　　　大阪大学第一外科

　　　　　　飯尾　雅彦，広瀬　　一，松田　　暉

　　　　　　中埜　　粛，島崎　靖久，河本　知秀

　　　　　　三浦　拓也，川島　康生

　　　　　　　同小児科　小川　　實，佐野　哲也

　偽性総動脈幹症根治術後の肺高血圧（PH）につき，

術前肺動脈圧（PAP），手術時年齢（age），肺動脈発育

度（PAAI）及びMAPCAの有無につき検討した．術

前高肺動脈圧（PAP），高age，及び術後低PAAI例で

術後PHが残存及至生じる傾向が見られた．　MAPCA

合併例は非合併例に比し，術前後共低PAAIを認め，

術後PAPは有意に高値を示した．　Arborization　Ab－

normality（AA）に対しMAPCAの結紮を行ったが，

AAの有無は術後PAPに有意の影響を及ぼさなかっ
た．

　32．乳児期総動脈幹症4例の外科治療経験

　　　　国立循環器病セソター心臓血管外科

　　　　　　夜久　　均，八木原俊克，岸本　英文

　　　　　　磯部　文隆，山本　文雄，藤田　　毅

日本小児循環器学会雑誌　第2巻　第3号

　　　　　　　同小児科　神谷　哲郎，高橋　長裕

　　　　和歌山県立医科大学胸部外科　内藤　泰顕

　乳児期総動脈幹症4例にexternal　conduitを用い

た根治術を施行し，総動脈幹弁の逆流が高度で同時に

弁置換を施行した1例を失ったが，他の3例を救命し

た．最近の3例には，心膜で自作した弁付きrollを

conduitに使用しており，術直後には，高度のPRを防

ぎ，また弁および遠位側吻合部での圧差を軽度にとど

めることができた．総動脈幹弁の置換を余儀なくされ

る症例では，より簡単な術式をとり，体外循環時間を

短くする必要がある．

　33．再手術を要した総肺静脈遷流異常症（1・b）の1

例

　　　　山口大学第一外科

　　　　　　野田　　寛，近江三喜男，森　　文樹

　　　　　　江里　健輔，毛利　　平

　症例は1歳4ヵ月の女児．生後6ヵ月時総肺静脈遷

流異常症（1・b）の診断のもと心肺パッチを用い共通肺

静脈と心房中隔欠損口との間に新しい肺静脈路を作成

しChartland法に準じ右心耳による上大静脈の拡大

を行なった．術後，肺静脈路の狭窄，内圧の上昇から

心肺パッチの離開，脱落をきたし，9ヵ月目Gore・Tex

膜を用い再度肺静脈路を作成した．再手術後，完全房

室ブロックをきたしペースメーカー植込みを行ない現

在経過良好である．

　34．重症ショックを呈した下心型総肺静脈還流異常

症の1乳児治験例

　　　　国立療養所香川小児病院外科　松村　長生

　　　　　　　　　　　　　　小児科　太田　　明

　症例は生後32日の女児で61年5月11日，2，911gで出

生，生後2日目に口唇色悪く，5日目には小児科にて

黄疸あるも心雑音認めず，生後21日目に心疾患が疑わ

れたが胸部レ線像にても異常なく経過をみた．生後30

日に呼吸困難増強し，ショック状態にて来院す．

　来院時胸部レ線像にて著明なうっ血を認めpH　6．8，

BE－30と著しいacidosisを示したが，挿管，ドバミ

ン，プロスタグランディンにて改善し，根治手術にて

救命し得た．

　35．三心房心と総肺静脈還流異常（心臓型）との異

同について：超音波所見と手術所見を中心に

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　前野　敏也，新垣　義夫，神谷　哲郎

　　　　国立循環器病院センター心臓外科

　　　　　　　　　　　磯部　文隆，八木原俊克
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　三心房心や総肺静脈還流異常などの左房内異常エ

コーを認める疾患の診断は，断層心エコー法が用いら

れるようになり，比較的容易にできるようになった．

しかしながら，三心房心のなかでもabnormal　mem－

braneの構造によっては，総肺静脈還流異常との鑑別

に苦慮することもある．このような原因により，術前

に総肺静脈還流異常と診断したが，手術時診断は三心

房心であった2ヵ月女児の症例を経験したので報告し

た．

　36．肺静脈一左房直接吻合によるScimitar症候群

の1治験例

　　　　兵庫県立こども病院胸部外科

　　　　　　西川　育志，大嶋　義博，細川　祐平

　　　　　　大橋　秀隆，山口　真弘

　　　　兵庫県立こども病院循環器科

　　　　　　　　　　　　鄭　　輝男，三戸　　寿

　部分肺静脈還流異常症のうち，右肺静脈が下大静脈

に還流するScimitar症候群は比較的稀な疾患で現在

まで世界で百数十例の報告を見るにすぎない．われわ

れは心内奇形を伴わないScimitar症候群に対し，最近

では報告例の少ない肺静脈一左房直接吻合を行い良好

な結果を得た1症例を経験したので報告し，本症候群

に対する手術方法に関して若干の文献的考察を加え

た．

　37．Scimitar症候群5例の検討

　　　　天理ようつ相談所病院小児循環器科

　　　　　　小川　浩史，梅本　正和，田村　時緒

　先天性心疾患6，100例中，本症は5例．男女比は2：

3，合併奇形は，肺体圧比1の心室中隔欠損兼肺高血

圧2例，心房中隔欠損（下部静脈洞型）1例，左上静

脈の遺残1例．全例右肺は低形成．Scimitar　signは5

例中4例陽性．手術は全例に2歳から9歳2ヵ月で

行った．1例は肺分画症との移行型と思えた．根治手

術を行った症例は死亡した．3例には異常体動脈の結

紮離断，feeding　arteryのない心房中隔欠損症では直

接閉鎖した．

　38．純型肺動脈閉鎖症の一卵性双生児例

　　　　鳥取大学医学部小児科

　　　　　　清水　秀二，荻原　嘉洋，白石　真博

　　　　　　星加　忠孝，奥田　浩史，奈良井　栄

　左指欠損（第1子一II・III指，第2子一第III指）を

伴なう純型肺動脈閉鎖症の非常に稀な一卵性双生児

（生後41日，女児）を報告した．妊娠歴で妊娠7週頃切

迫流産があり，これが半月弁形成および指形成の受攻
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期に入っている可能性があり，環境因子の関与が強く

示唆された．

　39．生後37時間で姑息手術に成功した純型肺動脈狭

窄症の1例

　　　　兵庫県立尼崎病院心臓センター外科部

　　池田　　義，

　　清田　芳春，

　　松野　修一，

小児部

　　槙野征一郎，

横田　祥夫，岡本　文雄

清水　　明，中山　正吾

福冨　　敬，白石昭一郎

　　　　　　　　　　　　吉川　栄治，村上　洋介

　生後37時間のcritical　PPS男児に対しBASの後，

姑息手術を行った．手術は非直視下肺動脈弁切開術

（Brock手術）を行い，4mm径EPTFEによる上行大

動脈・主肺動脈間shuntを追加した．術後経過は良好

であった．術後2ヵ月目にshuntの閉塞が疑われたが

肺血流は保たれていた．本術式は人工心肺の侵襲がな

く，PPS例に対しては有効と思われたが，術前BASに

より十分大きい心房中隔欠損口を作製しておくことが

必要である．

　40．大血管転換，肺動脈閉鎖，心室中隔欠損を伴っ

たCriss・Cross　Heartの1例

　　　　和歌山県立医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　根来　博之，上村　　茂

　　　　　　　　　　　　鈴木　啓之，小池　通夫

　　　　　　同胸部外科　広岡　紀之，内藤　泰顕

　　　　　　　　　同検査診断学講座　前田　次郎

　今回situs　solitus，　D－loopのcriss－cross心に心室中

隔欠損，大血管転換，肺動脈閉鎖を合併した1例を経

験した．心断層エコーは本症の診断に有用で，prospec・

tiveな診断が可能であった．カラードプラー検査では

大動脈弁および三尖弁に逆流をみとめた．criss－cross

心では心房心室の空間的な異常があるため，房室弁の

機能異常がひきおこされる可能性があり，異常がsys－

temic　vdntricleの場合，予後に影響をおよぼす可能性

があると考えられた．

　41．Taussig・Bing奇形に対する川島法の1治験例

　　　　近畿大学心臓外科，心臓小児科

　　　　　　若木　伸夫，菱田　守彦，片山　　治

　　　　　　則武　正三，奥　　秀喬，横山　達郎

　　　　　　城谷　　均

　症例は2歳で漏斗胸を合併し，Pp／Ps＝1．03，　Qp／

Qs＝1．32，　Rp／Rs＝0．72，肺血管抵抗9．5u・m2であっ

た．両大血管はside　by　sideで，　Levの分類でright－

sided　type　with　overridingのTaussig－Bing奇形と診
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断した．川島らの術式に従い，両側円錐及び室上陵の

肥厚心筋を切除し，woven　Dacronで内導管を作製し，

VSDと大動脈弁口とを連絡した．術後精査では，右室

日本小児循環器学会雑誌　第2巻　第3号

肺動脈及び左室大動脈間に圧差は認めず，Pp／Ps＝

0．37と良好に低下した．
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