
日本小児循環器学会雑誌　3巻3号　369～378頁（1988年）

〈研究会抄録〉

第2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63年2月7日（日）

於　大阪市

　1．自然閉塞をみた冠動脈痩の1例

　　　　神戸市立中央市民病院小児科

　　　　　　鈴木　紀子，山川　　勝，深谷　　隆

　　　　　　冨田　安彦，馬場　國蔵

　症例は5歳女児．1歳時連続性心雑音を指摘された．

2歳時冠動脈造影施行，著しく拡大した左冠動脈回旋

枝が冠静脈洞に開口していた．短絡率は約10％であっ

た．経過観察中心雑音が消失したため5歳時再度冠動

脈造影を施行したところ，短絡は全く消失しており，

また回旋技の拡大は著明に軽減しておおむね正常の形

態となっていた．

　冠動脈痩の自然閉塞は文献上極めてまれであり，そ

の機序等に関して考察を加え報告した．

　2．左冠動脈主幹部狭窄を合併したWilliams症候

群の1例

　　　　大阪大学小児科

　　　　　　安達　昌功，小川　　實，佐野　哲也

　　　　　　中島　　徹，松下　　享，萱谷　　太

　　　　　　藪内　百治

　　　　同　第1外科　　　　　　　　中埜　　粛

　大動脈弁上狭窄，高度多発性末梢肺動脈狭窄にあわ

せて，まれな左冠動脈主幹部狭窄を合併したWilliams

症候群に対して，肺動脈狭窄に関しては，バルーソ拡

大術を予定し，大動脈弁上狭窄，左冠動脈主幹部狭窄

に関しては外科的治療を考慮している7歳女児例を経

験したので報告した．

　3．筋性部心室中隔欠損，動脈管開存，二次孔型心

房中隔欠損を合併し，単冠動脈の疑われる6p一の乳児

例

　　　　和歌山県立医科大学小児科

　　　　　　植杉真珠美，鈴木　啓之，根来　博之

　　　　　　上村　　茂，小池　通夫

　　　　紀南綜合病院小児科　　　　　月野　隆二

　6p一の報告はこれまで認められない．出生時から哺

乳不良，小奇形の合併，心雑音等をきたし，染色体分

析の結果6p一と診断された1歳9か月男児．心雑音は

左第4肋間で最強の3／6度の収縮期雑音であった．心エ

コー ．カラードップラー法で二次孔型心房中隔欠損，

筋性部型心室中隔欠損，動脈管開存を認め，心カテー

テル検査ではこれらに加えて左冠動脈回施枝から右冠

動脈が分枝する単冠動脈を疑わせる所見を認めた．

　4．興味ある軽症化機転を示した筋性部心室中隔欠

損（m・VSD）の1例

　　　　兵庫県立尼崎病院心臓センター小児部

　　　　　　村上　洋介，吉川　栄治，槙野征一郎

　症例は，2歳3か月，男．新生児期から心不全，呼

吸不全を呈し，生後3か月時，第1回心カテ・アンジ

オを施行．心尖部のrpVSD，　Pp／PsO．54，　L－R　shunt

76％を確認．2歳3か月時，第2回心カテ・アンジオ

を施行．発達肥大したmoderator　band及びその周辺

の肉柱のため，右室心尖部と右室の他の部との間にほ

とんど交通がなくなっていた．そのため大きな心尖部

のm－VSDを残したまま軽症化し，　Pp／Ps　O．26，　L－R

shunt　o％となっていた．

　5．心室中隔欠損と楽音様収縮期雑音

　　　　岡山大学小児科

　　　　　　土肥　嗣明，山本　裕子，森　　一博

　楽音様状縮期離i音を呈した心室中隔欠損16例（生後

1か月～5歳）について心音図，超音波学的に検討し

た．楽音様雑音の発生機序に関して，12例では短絡血

による三尖弁構造体の共振がその音源と思われ，残り

の症例では合併心異常がその原因と考えられた（MR，

AS，　PS，　RCC　proplase，各1例）．前者では，心エコー

図上tricuspid　pouchを高率に合併し臨床的には軽症

例が多かった．
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　6．単純心室中隔欠損の欠損部位別頻度とその予後

　　　　大阪府立母子保健総合医療センター

　　　　　　　　　　　　　　　　小児循環器科

　　　　　　与田　仁志，杉本　久和，泉井　隆廣

　　　　　　広瀬　　修

　当センター6年間のVSD総数は278例で1型：
11％，II型：85歳，　III型：0．4％，　IV型：3％とII型が

大部分を占めたが，IV型の発見が近年ふえている．院

内出生児におけるVSDの発生頻度は7．9／1000出生と

従来の報告より高率で，特に低出生体重児に多かった．

自然閉鎖率は全体で29％であったが，生後早期から

フォローされている院内出生児に限ると50％に達し，

より正確な自然歴を示すものと考えられた．

　7．心室中隔欠損術後の三尖弁閉鎖不全；カラー

ドップラー法による検討

　　　　倉敷中央病院心臓病センター小児科

　　　　　　光藤　和代，大崎　　秀，水戸守寿洋

　　　　　　馬場　　清

　心室中隔欠損術後の三尖弁閉鎖不全について，超音

波カラードップラー法で検討したところ，45例中31例

に認められた．高度の例は，手術時年齢が小さく，体

重も少ない例に多かった．経過観察期間は短かいが，

術後約1年で軽快した例が1例あり，進行した例が1

例あった．今後の経過観察が必要と思われる．また，

術後，三尖弁閉鎖不全が進行し，術後2年半で弁置換

を行った1例を紹介した．

　8．生後35日の大動脈中隔欠損の1治験例

　　　　山口大学第1外科，＊小児科

　　　　　　西　健太郎，近江三喜男，森　　文樹

　　　　　　江里　健輔，＊近藤　　修

　大動脈中隔欠損は比較的まれな先天性心疾患であ

り，特に乳幼児例の報告は少ない．我々は最近，生後

35日の女児の本症の根治例を経験したので報告する．

在胎43週，生下時体重3，110gで出生．出生時から心雑

音を指摘され，哺泣時・哺乳時にチアノーゼを呈して

いた．次第にチアノーゼ増強し，多呼吸を呈するため

当院小児科受診．心臓超音波，心血管造影検査で大動

脈中隔欠損兼心房中隔欠損と診断され，手術目的で当

科に転科となった．手術は体外循環下，鉗子による切

離縫合で行った，中隔欠損はRichardson分類type　II

日小循誌　3（3），1988

であった．術後呼吸管理には時間を要したが術後44日

目で全治退院した，術後の心臓超音波検査では，大動

脈・肺動脈のいずれにも狭窄は認められていない．

　9．特異な還流形態をとったTAPVR　lb（生後55

日）の1手術例

　　　　兵庫県立こども病院心臓血管胸部外科

　　　　同　循環器科＊

　　　　　　大嶋　義博，山口　眞弘，細川　裕平

　　　　　　大橋　秀隆築部　卓郎，鄭　　輝男＊

　　　　　　“一　　　　≡妄＊　　　　　　二　　　　吋

　文献上極めてまれな，SVCとdouble　connectionし

たTAPVRの1例を経験したので報告した．

　症例は，生後55日，男児で，術前ドップラー心エコー

検査でDarling分類1bと診断し，高度低体温，体外循

環下にposterior　approachで左房，共通幹吻合術を

行った．同時にSVCに流入するconnecting　veinを確

認，結紮したが，術後心血管造影検査で，このveinよ

り頭側でもSVCとの交通が存在することが判明し
た．

　10．心房心室錯位に三尖弁straddlingを伴った心

室中隔欠損・肺動脈狭窄の1治験例

　　　　天理ようつ相談所病院心臓血管外科

　　　　同　小児循環器科＊

　　　　　　山中　一朗，三木　成仁，楠原　健嗣

　　　　　　上田　裕一，大北　　裕，田畑　隆文

　　　　　　塚本　泰彦，白石昭一郎，田村　時緒＊

　　　　　　小川　浩史＊，梅本　正和＊

　7歳女児．修正大血管転位，肺動脈狭窄，心室中隔

欠損に，三尖弁乳頭筋のstraddlingを合併していた．

手術は，Dacron　patchを用いて，　straddlingした乳頭

筋を覆うように，de　Leval法に準じて，心室中隔欠損

を閉鎖した．左室心尖部から主肺動脈へ22mm
Carpentier・Edwards弁付きグラフトを造設，左室流

出路は肺動脈とconduitのdouble　channelとした．術

後経過は良好で，一過性の房室ブロックを合併したが，

洞調律に復した．

11．右肺動脈起始異常の1治験例

　　　福井循環器病院外科
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　　　　　　堤泰史，大中正光，大橋博和
　　　　　　松本　　康，村上　　晃，田中　　孝

　　　　同小児科　　　林鐘声
　右肺動脈が無名動脈から起始する，7歳女児に対し，

異種心膜ロールで主肺動脈右肺動脈間吻合術を行っ

た．左肺は，高度（Pp／Ps≒1．0）肺高血圧を呈し，　PDA

も合併していたため，動脈管切断術も併せて施行した．

術後肺動脈圧は，95／60（75）mmHgから40／14（24）

mmHgまで低下した．本症は，右第6鯉弓近位部の欠

損により，右側動脈管と右肺動脈が接合した形態と考

えられ，本例でも動脈管組織が証明された．

　12．カラードップラー所見が診断に役立った

unroofed　coronary　simus　syndromeの1症例

　　　　大阪市立大学小児科

　　　　　　正寿　康雄，多田　明央，一色　　玄

　　　　和泉市立病院小児科　　　　　酒井　可夫

　　　　大阪市立北市民病院　　　　　武知　哲久

　Unroofed　coronary　sinusの診断は比較的困難であ

る．我々は，臨床的にASDを疑った10歳男に心エコー

図検査を行った．2DE四腔断面でIASに欠損は認めな

いも，2DD四腔像でRA内に三尖弁に沿う乱流があ

り，さらに四腔断面から探触子を起こし，C／Sを描出

すると，拡大したC／S内にRA方向へ相当な血流を認

めた．同断面の2DEでは，　C／Sのroof欠損が観察され

unroofed　coronary　sinusと考え，心カテにより確定診

断した．カテ前診断が可能であった1例をその特徴的

エコー 所見と共に報告した．

　13．学校検診で発見された左房粘液腫の1例一特に

心エコー図による血流分析について一

　　　　岡山大小児科　　森　　一博，土肥　嗣明

　　　　心臓病センター榊原病院

　　　　　　上田　　稔，新岡　俊治，難波　宏文

　　　　　　畑　　隆登，谷口　　尭

　　　　水島三菱病院　　　　　　　　山本　裕子

　学校検診で偶然発見された10歳男児の左房粘液腫を

経験した．ドプラ断層法では，腫瘍の左外側を拡張末

期優位に通過する血流を認めた．ドプラ法による左室

流入路血は拡張末期に漸増するパターンを呈し，最高

流速は2m／秒であった．肺静脈血流は，収縮期の流速が

拡張期よりも速く，また，1音に一致して逆方向流を
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認めた．これらの心エコー図所見は，術後正常化して

おり，心エコー図は本症の診断・血行動態の分析に有

用と思われた．

　14．先天性左心耳瘤の1例

　　　　国立療養所和歌山病院小児科

　　　　　　　　　　　　島津伸一郎，後藤　　典

　　　　同　外科　　　　田中　宏幸，竹中　孝造

　　　　和歌山県立医科大学胸部外科

　　　　　　　　　　　　高垣　有作，内藤　泰顕

　まれな疾患である先天性左心耳瘤の1例を報告し

た．症例は7歳男児で無症状であったが，学校のX線

検診で心陰影の異常を指摘され精査の結果本症と診断

し，左心耳瘤の切除術を行った．心電図は正常であっ

たが，断層心エコー図で左房と交通したecho　free

spaceをみ，カラードプラーでは血流を容易に証明で

き，非侵襲的検査として他の疾患との鑑別上極めて有

用であった．患児の術後の経過に異常はみられていな

い．

　15．まれな体静脈奇形の3例

　　　　国立療養所香川小児病院外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　松村　長生

　　　　同　小児科　　　　　　　　太田　　明

　昭和51年から乳児心臓外科を始めて12年間に3例の

まれな体静脈奇形を経験した．

　症例1　生後4日目男児，体重2，800g．食道閉鎖の

手術中，気管分岐部に半奇静脈の拡張を認めた．解剖

で左腕頭静脈の半奇静脈流入を認めた．

　症例2，生後16日，2，220g，女児，　PDA＋PHでPDA

結紮したが1か月後死亡，剖検で右上大静脈欠損，左

上大静脈遺残を認めた．

　症例3，生後4日，2，984g，男児TAPVR　I型で手

術，術後チアノーゼであり術後アンギオで肝静脈左房

流入を認めた．

　16．断層心エコー図及びカラー・ドップラー法によ

る胎児及び新生児TRの検討

　　　　徳島大学小児科

　　　　　　西岡　敦子，松岡　　優，石原　啓也

　　　　　　倉橋　佳英，黒田　泰弘
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　我々は満期産の健康新生児10例，未熟児5例及び胎

児5例に断層心エコー図及びカラードップラー法を施

行し，Tricuspid　regurgitation（TR）について，経時

的に検討した．

　健康新生児，未熟児及び胎児においても，TRを認

め，新生児のTRは，加齢と共に，軽減した．この結

果は，一過性TR及び胎児循環持続症におけるTR

と，健康新生児に認められるTRとを鑑別する必要が

あることを示している。

　17．右室憩室の1剖検例

　　　　愛媛大学小児科

　　　　　　石川　純一，新野　正治，松本　修平

　　　　　　松浦俊人，青井努，松田博
　先天性右室憩室は，現在まで18例の報告がある．そ

のうち9例は，組織学的には筋性憩室であり，臨床症

状や予後は，合併奇形により左右され，憩室切除等の

手術を施行されている例が多い．我々は生後10日目か

ら心不全で発生し，急激な経過で死亡した先天性右室

憩室兼心室中隔欠損の1例を経験したので報告した．

　18．Unilateral　hyperlucent　lungの3例

　　　　大阪大学小児科

　　　　　　松下　　享，小川　　實，佐野　哲也

　　　　　　中島　　徹，萱谷　　太，藪内　百治

　Unilateral　hyperlucent　lungを呈し，種々の検査に

よりSweyer・James症候群，気管支内のgranuloma，

肺動脈欠損と診断した3例を経験した．なかでも，Xe・

133を用いた換気・血流シンチグラムは，血流だけでな

く換気分布も示されることから，これらを鑑別するに

あたり非常に有用であった．本検査は，乳幼児におい

ても比較的安全で容易に行えることから，本症候群を

含め他の心肺疾患にも利用できるものと思われた．

例

19．経過の遷延したA群β溶連菌性心外膜炎の1

高知医科大学小児科

　　岡田　泰助，浜田　文彦，友田　隆士

　　利根　洋一，脇口　　宏，倉繁　隆信

国立療養所東高知病院小児科　白石　泰資

高知医科大学第2外科

日本小児循環器学会雑誌　第3巻　第3号

　　　　　　山崎元成，泉　 敏田宮達男
　　　　高知赤十字病院小児科　　　　笹井　和雄

　症例は9歳男児．高熱と全身の痔痛，失見当識で発

症し，著明な心陰影拡大と心エコー上の心嚢液貯留が

あり，末血WBC　33　，　OOO，　CRP強陽性で化膿性心外膜

炎と診断した．血液培養でA群β溶連菌が検出．心膜

切開ドレナージと抗生剤投与で速やかに軽快し，すで

に炎症所見がみられないにもかかわらず，心嚢液の中

等度再貯留がみられて発症7か月現在なお持続してい

る．ステロイド，アスピリンは著効なく，利尿剤を投

与中である．

　20．川崎病後の正常冠動脈造影像を有する冠動脈の

検討

　　　　国立循環器病セソター小児科

　　　　　　奥野　昌彦，寺口　正之，鈴木　淳子

　　　　　　神谷　哲郎

　　　　同　病理　　　　今北　正美，由谷　親夫

　川崎病で死亡した4症例について，生前あるいは死

後の冠動脈造影で異常がないと判定された冠動脈部位

についてAHAのセグメント別に病理組織学的に検討

した．4例について造影上異常なしと判定された冠動

脈の部位はセグメントとして14を数えたが，そのすべ

てに内膜肥厚，外膜の線維化を認めた．膠原線維増加，

菲薄化などの中膜異常も1セグメントを除いて13セグ

メントのすべてに認められた．

　21．小児のWPW症候群の副伝導路に対する
procainamideの臨床電気生理学的影響

　　　　滋賀医科大学小児科

　　　　　　藤関　義樹，藤野　英俊，梅村　典靖

　　　　　　西島　節子，服部　政憲

　　　　近江八幡市民病院小児科

　　　　　　杉山　俊明，松川　誠司，西川　僚一

　小児のWPW症候群20例に対し，観血的ないし経食

道的に臨床電気生理学的検査を行い，主として副伝導

路に対する影響を検討した．procainamideは用量依

存性に副伝導路を抑制させた．完全に発作を抑制させ

たのは少なかったが全ての例で頻拍周期を延長させ

た．また，頻拍中のVA時間も同様に延長させ，逆行

性の副伝導路に関しても抑制効果を有していると考え

られた．しかしWPW症候群の高リスク群を選別する
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には限界を有していた．

　22．小児における食道誘導ホルター心電図の有用性

について

　　　　滋賀医科大学小児科

　　　　　　藤野　英俊，藤関　義樹，服部　政憲

　主として発作性不整脈症例に対して食道誘導ホル

ター心電図記録を行い，その有用性について検討した．

多発性心室性期外収縮と体表面心電図で診断した症例

が心房性期外収縮で変行伝導を伴うものであることが

判明し，また心室頻拍例では逆行性伝導による心房波

が明らかであった．心電計の時定数変更にすることに

より安定した波形が得られ，wide　QRSを呈する不整

脈や心房性不整脈の鑑別に有用と考えられた．

　25．水中心電図検診（第1報）健常児の水中心電図

　　　　京都市学校医会心臓研究班

　　　　　　羽場　重尤，荒垣　農二，上原　春男

　　　　　　斎藤　隆司，板倉　俊夫，杉本　順一

　　　　　　大藪　順一，高島　雅行，奥　　正規

　　　　京都第二赤十字病院小児科　　清沢　伸幸

　小学生30名を対象に，飛び込みから潜水，更に浮上

後心拍が安定するまで心電図を記録，その結果上室性

期外収縮，心室性期外収縮，結節性調律，固有心室性

調律，心室性頻拍を認めた．異常所見は飛び込み，潜

水中よりは浮上時，浮上後により高率に認めた．全員

にトレッドミル負荷試験を行ったが，不整脈は全く認

めず，冷水への顔付けによる心電図記録でも1名に心

室性期外収縮を認めたのみであった．

　23．外科治療で軽快した小児の非持続性心室頻拍の

1例

　　　　滋賀医科大学小児科

　　　　　　西島　節子，藤関　義樹，藤野　英俊

　　　　同　第2外科　　麻柄　達夫，森　　渥視

　我々は，薬剤抵抗性の非持続性心室頻拍の男児に外

科治療を行い，頻拍を軽快し得た．この男児は2歳の

時に心室性期外収縮を指摘され，その後失神発作を繰

り返した．観血的電気生理学的検査で，右室流出路起

源の非持続性心室頻拍と診断した．6歳3か月の時に

心筋切除と冷凍凝固及びパッチ縫合による外科治療を

行った．術後のHolter心電図では，心室性期外収縮は

ほとんど見られず，心室頻拍は，起こっていない．

　24．Face　immersion（冷水）時の心電図所見

　　　　福井循環器病院小児科　　　　林　　鐘声

　　　　福井愛育病院小児科

　　　　　　早野　尚志，岡本　　力，石原　義紀

　胸痛・不整脈の精査のために受診した器質的心疾患

のない小児64例（平均13歳）を対象にface　immersion

（冷水中）を利用したDiving　reflex時の心電図所見に

ついて検討した．本法は洞結節や房室結節に働いて徐

脈とする検査であるとともに，心室性期外収縮を誘発

する検査でもあった．なかには過敏に反応する例があ

り，迷走神経刺激に過敏な症例や徐脈の検出に有用な

ものとなる可能性が示唆された．

　26．運動負荷心電図の心拍数変化と各時間値・波高

値の検討

　　　　近畿大学心臓小児科

　　　　　　中村　好秀，横山　達郎，久保田佳伸

　　　　　　老木　美帆，三宅　俊治，砂川　晶生

　　　　　　篠原　　徹

　49例の房室ブロック例に，Bruce法によるトレッド

ミル運動負荷を施行し，PR時間・QT時間・II誘導の

R波高：V1誘導のT波高・V5誘導のRおよびT波高

について，その経時的変化と心拍数との関係について

検討した．R波高は，立位で減高，負荷初期では，一

時増高するが，負荷増大で減高傾向となり，負荷中止

後に再び増高した．完全房室ブPック例やMobitz　II

型の房室ブロック例は異反応を示した．

　運動負荷後の増加心拍数は，R波高（II誘導とV5誘

導）やT波高（V5誘導）と相関を認めた．

　27．atropin負荷時とpacing負荷時の心動態の比

較

　　　　島根医科大学小児科

　　　　　　林由利香，渡辺弘司，岸田憲二

　　　　　　羽根田紀幸，森　　忠三

　方法：心疾患を有さない川崎病既往児12名を対象

に，7名にatropin　O．　Olmg／kg　iv，5名にRA　pacing

を行い，安静時と負荷時の右房造影で左房造影で左室

諸指標の変化を検討した．結果：心拍数は全例約30％

上昇した．LVのESP，　EDP・ESV・EDV各々の変化
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率はatropinで十7，－21，－20，一　16％，　pacingで十

4，－27，－18，－13％と同様の傾向を認め，圧容量曲線

も同様に左やや上方への偏位を示した．総括：左室心

指標に与える両負荷の影響には有意な差を見出さな

かった．

　28．運動負荷断層心エコー法による左室壁運動の定

量的解析一健康小児における左室収縮動態の変化一

　　　　京都府立医科大学小児科

　　　　　　神谷　康隆，中川　雅生，浜岡　建城

　　　　　　福持　　裕，白石　　公，糸井　利幸

　　　　　　沢田　　淳

　　　　京都第二赤十字病院小児科　　清沢　伸幸

　健康男子（10～14歳，平均12歳）を対象に，運動負

荷断層心エコー法を用いて，正常小児の左室壁運動の

定量的解析を行った．運動負荷は自転車エルゴメー

ターを用い，仰臥位で2分毎にあるいは25ワットずつ

の多段階漸増法で行った．同時に断層心エコー法によ

り，安静時および各ステージ終了直前に乳頭筋レベル

での左室短軸像をビデナに収録した．収録ビデオから，

各ステージでの拡張末期および収縮末期像の心外膜，

心内膜をコソトロン社製カルディオ200を用いてト

レースし，左室駆出面積（％area　change），収縮末期

壁厚／心外膜から重心までの径（％WTES）を計測し

た．運動負荷により％area　change，％WTESは増加

し，心拍数の増加と良い相関が得られた．

　29．乳児期原発性肺高血圧の4症例

　　　　社会保険広島市民病院小児科

　　　　　　鎌田　政博，西　　　猛，神野　和彦

　　　　　　西　　佳子，籠崎　祐次，岡崎　富男

　乳児期発症PPHの4例を報告した．最少日齢は29

日，4例すべて女児であった．3例において低酸素血

症を呈していたが，卵円孔を通じての右左短絡による

ものと考えられた．転帰は4例中3例が死亡，発症か

ら死亡までの日数は18日から45日平均28日であった．

組織学的検討は1例で行えたが，Heath－Edwardの

stage　IIであった．鑑別診断として1例で持続性胎児

循環遺残との関連，鑑別が問題と考えられた．

30．門脈圧充進症に合併した原発性肺高血圧の1剖

日本小児循環器学会雑誌　第3巻　第3号

検例

　　　　京都大学小児科

　　　　　　西岡　研哉，樋垣　泰宏，松村　正彦

　　　　　　三河　春樹

　　　　三菱京都病院小児科　　　　　上田　　忠

　　　　京都大学第2外科

　　　　　　　　　　　　鴬原　康行，熊田　　馨

　　　　大阪医大第1病理　　　　　　山本　隆一

　　　　安井病院病理　　　　　　　　若田　　泰

　症例は14歳の女児．食道静脈瘤からの吐血を来して

extrahepatic　portal　vein　occulusionの診断で脾静脈

一腎静脈吻合術を施行．3か月後に失神発作多発し入

院．2－DEchoでRA，　RVの拡大，　DopplerでTR　flow

を認めた．心カテーテル検査でmPA圧80／，　Ao圧

118／．再び吐血してその後shockで死亡．門脈・肺動

脈には血栓はなく，細小動脈の著明な内膜肥厚，plex－

iform　lesionを認めた．何らかの血管作動物質が肝を

バイパスして肺血管に作動したとおもわれた．

　31．妊娠中のムンプス罹患との関連が考えられる心

内膜線維弾性症の1例

　　　　和歌山県立医科大学小児科

　　　　　　鈴木　啓之，根来　博之，上村　　茂

　　　　　　小池　通夫

　　　　同　検査診断学　　　　　　　前田　次郎

　　　　同　第2病理　　　　　　　　栗林　恒一

　症例は，生後2か月女児．母親が妊娠5週ごろにム

ンプスに罹患．昭和62年4月23日，41週，2，918gで出

生．生後1か月すぎから哺乳力低下，哺泣時チアノー

ゼが出現し，7月1日（生後69日）当科入院．入院時

著明な心拡大を認め，心エコー上両室の拡大，中隔か

ら左室後壁に肥厚を認めた．治療に反応せず10月21日

（生後6か月）死亡．剖検上，両室に病変の及ぶ心内膜

線維弾性症（EFE）と確認．ムンプスとEFEの関連に

ついて考察した．

32．寛解・再燃をみた拡張型心筋症の1例

　　　南大阪病院小児科

　　　　　四方　卓磨，高　　永換，三宅　宗隆

　　　京都府立医科大学小児科

　　　　　林鐘声，浜岡建城
拡張型心筋症を思わせる症状で発症し，その後寛解
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をみ，5年後に再び難治性の心不全を認め，特異な臨

床経過をとった1男児例を報告した．本児の再発には，

CPKの上昇，心電図変化，心筋生検で細胞浸潤を認め，

心筋炎の関与が疑われた．治療には，強心剤・利尿剤

とともに，Captoprilを併用し，有効であった．

　33．small　VSDのため，生後2か月からフォローで

きた特発性心筋症の9歳女児例

　　　　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

　症例は9歳女児．2か月健診で心雑音指摘．心拡大

なく，心電図正常．聴診からsmall　VSDと診断．1歳

時closed，心電図所見も正常．6歳時学校の心電図検

診で，異常を指摘．四肢第III誘導でT波陰性，　V5，　V6

でSTのhorizontalな低下．超音波でAsymmetric

Septal　Hypertrophy．　HCMと診断心筋生検組織で

心筋細胞の錯綜配列や肥大はなし．9歳時，失神発作

をきたした．

　34．動脈管開存・心室中隔欠損・心房中隔欠損・大

動脈縮窄および大動脈弁下狭窄を伴った修正大血管転

位の1未熟児例

　　　　関西医科大学小児科

　　　　　　荻野廣太郎，小野　　厚，萩野　伸子

　　　　　　武部　充子，岩瀬　師子，小林陽之助

　　　　同　香里病院小児科

　　　　　　佐藤　　勇，河野　修造

　　　　同　胸部外科　　福中　道男，増田　　與

　　　　同　第1病理　　　　　　　　緒方　　肇

　まれな合併症である大動脈弁下狭窄を伴った修正大

血管転位｛S，L，　L｝を経験した．症例は生後12日の

女児で1，683gで出生．10日から心不全を来し，22日か

ら人工換気を要した．26日1，560gで動脈管結紮術を施

行したが，人工呼吸器からの離脱ができず，63日肺動

脈絞拒術時不整脈死した．剖検で右室流出路に室上綾

と壁側帯の筋性肥厚による高度の狭窄を認めた．今後

は左室流出路のみならず右室流出路閉塞性病変の検討

が大切と考えられた．

　35．Norwood手術前後の左室および大動脈径の経

時的変化；大動脈狭窄・僧帽弁狭窄による左心低形成
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症候群において

　　　　徳島大学小児科

　　　　　　倉橋　佳英，石原　哲也，西岡　敦子

　　　　　　松岡　　優，黒田　泰弘

　大動脈狭窄，僧帽弁狭窄，大動脈縮窄を伴う左心低

形成症候群に対しmodified　Norwood手術を施行：

良好な結果を得た．本症例においては，術後僧帽弁の

excursionの増大およびDDRの改善，大動脈起始部径

の増大，LPEP／LVETの短縮，左室短軸像・長軸像・

四腔像における左室Areaの増大を認めた．

　36．左冠動脈前下行枝肺動脈起始を合併したファ

ロー四徴の1例

　　　　兵庫県立こども病院心臓血管胸部外科，

　　　　　　　　　　　　　　　　　循環器科＊

　　　　　　築部　卓郎，山口　眞弘，細川　裕平

　　　　　　大橋　秀隆，大嶋　義博

　　　　　　鄭　　輝男＊，三戸　　壽＊

　ファロー四徴に冠動脈左前下行技肺動脈起始を伴っ

た1例を経験した．症例は4歳女児．軽度のチアノー

ゼとsquattingを認め，心エコー診断はinfundiblar・

valvular　PSを伴ったファロー四徴であった．アンギ

オでは拡張蛇行した左冠状動脈前下行枝とretro－

gradeに肺動脈が造影された．また左右心室，肺動脈の

発育は比較的良好であった．本例では冠動脈を介して

肺血流が比較的保たれているため比較的チアノーゼは

軽度で，肺動脈の発育も良好であると考えられた．

　37．出産を経験したファロー四徴（極型）の1症例

　　　　天理ようつ相談所病院小児循環器科

　　　　　　小川　浩史，田村　時緒，梅本　正和

　　　　同　小児科　　　　　　　　　高橋　泰生

　　　　同　産婦人科　　　　　　　　田内　囲彦

　　　　同　循環器内科　玄　　博允，堀　健次郎

　21歳の女子．細い動脈管開存を伴うファロー四徴極

型．6歳1か月，当院心臓血管外科でWaterstone法を

受けた．術後平地では300m位歩けていた．20歳で妊

娠．第38週，帝王切開を施行，体重2，358gの男児を出

生した．児に先天性心疾患はなかったが，尿道下裂を

認めた．妊娠中のpO2は40．4mmHgであった．全経過

を通じて母体に心拡大，低血圧，チアノーゼの増強な

ど血行動態に有意の変化は認められなかった．
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　38．腫瘤状陰影を呈した大動脈弓奇形の1例，Loop

coaster　aortic　arch！？

　　　　滋賀医科大学小児科

　　　　　　成宮　正朗，大野　雅樹，藤野　英俊

　　　　　　藤関　義樹，白波瀬　互，島田　司巳

　症例は，VSD（II）で，外来フォローされていた1

歳9か月の男子．左上肺野の腫瘤状陰影の精査目的で

入院となった．心臓カテーテル検査時の血管造影によ

り，腫瘤状陰影は大動脈弓奇形によるものと判明した．

奇形は，左総頸動脈を分枝したのち，前方に下垂する

形態をとり，一見loop　coaster状を呈し，左鎖骨下動

脈を分枝する部位で終了していた．本症例の大動脈弓

奇形は，第四鯉弓動脈の退縮過程の異常と考えられる．

　39．異型左鎖骨下動脈（Stewart－Edwards分類III

B，）を伴った心室中隔欠損の乳児期1手術例

　　　　関西医科大学胸部外科

　　　　　　福中　道男，加戸　　靖，田中　一穂

　　　　　　増田　　与，香川　輝正

　　　　同　小児科　　　　　　　　　萩野廣太郎

　当教室では，最近5，200g，8か月男児のVSD（II）

に合併したStewartEdwards分類III　B、型血管輪の同

時手術を行い良好な結果を得たので報告した．患児は

生後から頻呼吸，陥凹呼吸を呈し，肺炎のため再三入

退院をくり返していた．心カテーテルの結果上記診断

に加え肺高血圧症の合併を認め，8か月時に同時手術

を行った．術後3か月の現在，自覚症状は軽快し，患

児は元気に日常生活を送っている．

　40．Fontan術後の末梢肺動脈狭窄に対して，　Bal・

loon　angioplastyを試みた1例

　　　　大阪大学小児科

　　竹内　　真，松下

　　佐野　哲也，中島

同　第1外科

　　松田　　暉，中埜

　　川島　康生

享，小川實
徹，萱谷　　太

粛河本　知秀

　9歳の純型肺動脈閉鎖の女児で，Fontan手術後の

右主肺動脈起始部狭窄に対し，Balloon　angioplasty

（BA）を試みた．　BA前，　RA圧は19～22mmHg．　RA

－rPA間に9mmHgの圧差を認め，　CIは2．ll／min／m2

であった．径6mmと8mmとBalloon　Catheterを使用
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し，各々3回ずつ拡大を行った，BA後PA圧は14

mmHgに，　PA－rPA間の圧差は5mmHgに低下しCI

は2．531／min／m2に増加した．　BA前後の肺動脈造影で

は，両狭窄部の径は2．9mmから3，5mm程度の拡大で

あったが，臨床症状の改善を認めた．

　41．Blalock・Taussigシャント狭窄の1歳児例に対

する経皮的バルーン拡大術の経験

　　　　松山赤十字病院小児科

　　　　　　　　　　　　高橋龍太郎，西林　洋平

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　栗栖　和宏，河野　博之，松井　完治

　　　　同　循環器科　　　　　　　　稲生　哲治

　右胸心（1－L－L），単心室，肺動脈弁狭窄等を含む複合

心奇形の症例で，生後10か月Blalock－Taussig（BT）

短絡手術を受けたが，2か月後低酸素発作が出現し，

大動脈造影で高度の吻合部狭窄が確認された．経皮的

バルーン拡大術（PTA）を施行し，　SaO2の有意の上昇

が得られ，以後低酸素発作は消失した．術中・術後と

も合併症はなかった．PTAはBTシャソト狭窄に対

して有用であり，年少例でも試みてもよい手技である

と思われる．

　42．肺動脈狭窄に対するballoon　valvulo－

angioplasty　8例の経験

　　　　島根医科大学小児科

　　　　　　羽根田紀幸，渡辺　弘司，岸田　憲二

　　　　　　林由利香，森　忠三

　　　　同　第1外科　　　　　　　　山田　公弥

　　　　国立大田病院小児科　　　　　吉岡　史夫

　肺動脈弁狭窄5例に計6回のballoon　valvuloplas－

ty（P－BVP）とファロー四徴術後肺動脈弁上吻合部狭

窄3例（balloon　angioplasty（P－BAP）を試みた．

P－BVPは5例中4例に有効で，連続波ドップラーによ

るフォローでも術後2か月以上圧差は低下したままで

ある．術後PRの増加は1例に認めたのみであった．

P－BAPに関しては，目的とする部位にバルンカテを留

置し，圧をかけることが困難なことが多く，3例とも

ほとんど効果はみられなかった．

43．肺動脈弁欠損を伴う三尖弁閉鎖の1例
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　　　　紀南綜合病院小児科

　　　　　　南　　頼彰，青柳　憲幸，野尻　孝子

　　　　　　木村　晃久，下山田洋三，月野　隆一

　　　　同心臓血管外科

　　　　　　藤吉　理夫，植田　隆司，正井　崇史

　　　　　　川田　博昭，奥田　彰洋

　肺動脈弁欠損を伴う膜性三尖弁閉鎖の1男児例．生

後1日目にチアノーゼを主訴に来院した．断層心エ

コー 図，ドップラー心エコー図，心臓カテーテル検査

などから本症と診断した．PGE1を持続静注してPaO2

を維持した後，生後92日目に右側BTシャント術を

行った．ジゴキシソ，利尿剤投与中であるが，心不全

症状が出没している．本症の特異な血行動態を中心に

述べた．

　44．肺動脈弁欠損を伴ったファロー四徴の3例

　　　　近畿大学心臓外科，心臓小児科＊

　　　　　　岩岡　慶太，奥　　秀喬，横山　達郎＊

　　　　　　城谷　　均

　肺動脈弁欠損を伴ったファロー四徴の3例にたいし

て，2例の機械弁，1例の生体弁によるin　situ　valve

insertionを行った．術後経過から，弁の選択において

は患児の成長を考え十分に大きなサイズを選ぶ必要が

ある．機械弁と生体弁では，生体が有利であると考え

られた．

　45．Rastelli術後の2°1Tl心筋イメージング所見

一術後になお進行する心筋障害に関して一

　　　　国立循環器病センター小児科，外科＊

　　　　　　岩谷　　一，吉林　宗夫，小野　安生

　　　　　　木幡　　達，神谷　哲郎，八木原俊克

　Rastelli術後の38例について心筋イメージングを

行った．PDを認めたものは13例（34％）であり，検査

時年齢および手術時年齢は，PDを認めない群に比べ

有意に高かった．手術時年齢が5歳未満の群が5歳以

上の群に比べ，PDの出現が有意に低かった．術後新た

に8例でPDの出現を認め，術後になお心筋障害が進

行することが示され，これが左室駆出率の低下の原因

と推定された．

46．小児開心術後の低心拍出量症候群に対する
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IABPの使用経験

　　　　京都大学心臓血管外科

　　　　　　羽生　道弥，伴　　敏彦，岡本　好史

　　　　　　松田　捷彦，岡林　　均，曽根田純一

　　　　武田病院心臓血管外科　　　　福増　広幸

　大動脈バルーンパンピング（以下IABP）は，成人の

左心不全に対し，広く用いられ，その効果は皆が認め

るところであるが，小児に対する応用例は数少ない．

今回我々は，開心術後に低心拍出量症候群に陥った小

児3例に対し，IABPを施行し，うち1例を救命したの

で，若干の文献的考察を加えて報告する．

　47．左心低形成を伴った乳児期完全型心内膜床欠損

の1治験例

　　　　和歌山県立医科大学胸部外科

　　　　　　野口　保蔵，駒井　宏好，高垣　有作

　　　　　　東上　震一，藤原　慶一，瀧本　幹之

　　　　　　内藤　泰顕

　　　　同　小児科　上村　　茂

　左心低形成を伴った生後5か月の完全型心内膜床欠

損（Rastelli　c型）症例に根治手術を施行し救命しえ

た．左心室容積は術前正常の80％と狭小であったが，

術後は112％と正常化した．僧餅口は修徽約10㎜

と小さく，左房圧も12mmHgと高値を示したが，血行

動態は良好であった．共通房室弁が左右室に均等に分

布しえない症例では，術前の心エコー検査及び心臓カ

テーテル検査による共通房室弁の形態及び心室容積の

評価が重要と思われた．

　48．内臓錯位，IV型心室中隔欠損，奇静脈接合を

伴った不完全型心内膜床欠損に対する外科治療経験

　　　　三重大学胸部外科

　　　　　　新保　秀人，井村　正史，水谷　哲夫

　　　　　　矢田　　公，湯浅　　浩，草川　　實

　右胸心，内臓錯位，多脾，IV型心室中隔欠損，　PDA，

奇静脈接合を伴った不完全型ECD（単心房）の4歳女

児に根治手術を施行した．術後，ブロックもなく，遺

残短絡も認めず良好な経過をとった．

　49．左室流出路のdynamic

TGAI型の2例

stenosisを伴った
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　　　　兵庫県立こども病院循環器科

　　　　　　鄭　　輝男，三戸　　壽

　　　　同　胸部外科

　　　　　　築部　草郎，大嶋　義博，大橋　秀隆

　　　　　　細川　裕平，山口　眞弘

　左室流出路のdynamic　stenosisを伴ったTGA　I型

の2例においてPGE，のweaningができなかった．原

因としてdynamic　stenosisによる肺血流量の減少と

BASによるASDの作製が不十分と考えられた．冠動

脈形態からArterial　switch可能な症例であったので

左室トレーニング手術を引き続いて行い，これにより

PGE、のweaningができた．

　50．肺高血圧を伴うTGA　III型に対してSen・

ning＋partial　VSI）closureを施行した1例
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大阪大学小児科

　　萱谷　　太，小川

　　中島　　徹松下

同　第1外科

　　松田　　暉，中埜

　　川島　康生

實，佐野　哲也

享

粛，河本　知秀

　著しい肺高血圧の進行を認めたTGA　III型の4歳

男児に対し，Senning手術およびVSDの部分閉鎖を

行った．肺動脈平均圧は2歳時27mmHg，術前68

mmHgであり，術後5ヵ月時60mmHgと高値のまま

であった．しかし造影上は右室からVSDを介して肺

動脈が術前より明瞭に造影され，左室からの大動脈描

出は軽度になった．大動脈酸素飽和度は76．6％から

85．5％に改善し，多血症の消失とともに著しい運動能

力の向上を得ている．
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