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第16回　東北小児心臓病研究会

日　時　昭和63年6月4日（土）

会場艮陵会館記念大ホール

　1．新生児期より発症した原発性肺高血圧症の1例

　　　　山形県立中央病院小児科

　　　　　　藤山　純一，饗場　　智，渡辺　真史

　　　　　　斉藤’徹，近岡　秀郎

　症例は1ヵ月の女児．体重増加不良と心雑音で来院．

収縮期雑音と2音元進を認めた．入院時検査にて大動

脈縮窄症が疑われ，心カテを施行．左右短絡率13％，

直径2mmのPDAのみだったが，肺体収縮期圧比（Pp／

Ps）0．95，肺血管抵抗（PVR）11単位の著明な肺高血

圧を認めた．胎児循環遺残も考え，経過をみたが，生

後7カ月の心カテでもPp／Ps　O．92，　PVR　13単位で

あった．心カテ時に反応したHydralazineを経口投与

していたが，9ヵ月で突然死した．

　2．肺動脈閉鎖症と誤診した緊縮型心内膜線維弾性

症の1例

　　　　秋田大学小児科　三浦　靖徳，鈴木　雪子

　　　　　　　　　　　　根本　大輔，原田　健二

　きわめてまれな緊縮型心内膜線維弾性症（C－EFE）

の1例を報告した．

　症例：生後2日，男．生下時3，150g，生後43時間頃

から多呼吸，ショック状態となり入院．胸部X－Pで肺

野は明るく，CTR　O．80，動脈血pH　7．082，　Po216．7

mmHg，　Sao　10．3％，　Pco　33．6mmHg，　BE－19．8

mmol／L．2DEでP弁の開放が明らかでなく，右室腔

は拡張し左室は底が浅く変形しLVEFD　2．6ml，

LVEF　66．7％，　A。径6mmでCoarc．　A。はなかった

PDEではm－PA内で拡張期にtoward　flow，　III度の

TRがあり，肺動脈弁閉鎖症（PA）を疑い緊急手術を

行なった．手術時PAはなく，術後48時間で死亡した．

剖検で囎帽酬服21mm，大動脈弁周囲長19㎜
で大動脈弁や僧帽弁の狭窄はなく，左室心内膜は肉眼

的にも組織学的にも典型的な心内膜線維弾性症を呈し

ておりC－EFEと診断した．左室compliance低下のた

め肺高血圧，三尖弁閉鎖不全により機能的肺動脈弁閉

鎖を来していたものと考えられた．

　3．総肺静脈還流異常症の術前・術後の超音波ドッ

プラー診断

　　　　山形大学医学部小児科

　　　　　　芳川　正流，秋場　伴晴，大滝　晋介

　　　　　　小林代喜夫，鈴木　　浩，佐藤　哲雄

　　　　山形大学医学部第2外科

　　　　　　　　　　　　中村　千春，鷲尾　正彦

　対象はTAPVR単独11例および無脾症合併5例の

計16例であり，年齢は0日～14歳で，うち6例は1カ

月以下であった．

　（1）16例中15例（Ia　6イ　‖，　Ib　3例，　Ila　1例，　III　4例，

IV　1例）が本法で正確に診断された．

　誤診したのはIII型の1例（1ヵ月）で，チアノーゼ

軽微のため三心房心と診断された症例であった．（2）

還流流入部位での閉塞を合併した3例はいずれも

DOPで著明な乱流と流速の加速所見により全例正確

に診断された．（3）4例について術直後ICUで

CPVTと左房間の吻合口径の大きさを検討した結果，

3例では十分な吻合口径が確認されたが，1例で吻合

口径が3mmにすぎず，左房内血流最大速度が2m／sec

以上で著明な乱流が検出され吻合口狭窄と診断し，後

日再手術を行った．（4）16例中心カテ法も施行したの

は初期の3例と混合型1例と無脾症合併の2例だけで

あった．本法はTAPVRの術前・術後における診断，

特に還流部位，閉塞部位および吻合口狭窄の診断にき

わめて有用であった．

　4．Percutaneous　Balloon　Valvuloplastyを施行

した肺動脈弁狭窄症の5例

　　　　山形大学医学部小児科

　　　　　　秋場　伴晴，芳川　正流，大滝　晋介

　　　　　　小林代喜夫，鈴木　　浩，佐藤　哲雄

　肺動脈弁狭窄症の5例にPercutaneous　Balloon

Valvuloplasty（PBVP）を施行した．年齢は5歳9カ

月から9歳8ヵ月であった．通常の心臓カテーテル法，

右室および肺動脈造影後にPBVPを行った．　PBVP

用のバルーンのサイズは，肺動脈弁輪径より1～2mm

大きいものを使用した，バルーソ拡張時の圧は4気圧

を越えないようにし，バルーンの拡張から縮小までは

8～10秒とした．拡張はバルーンのくびれが消失する

まで1～4回行った．最後の拡張から15分後に再度心

臓カテーテル法，右室と肺動脈の造影を行った．右室
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収縮期圧は平均72mmHgから39mmHg，右室・肺動脈

圧較差は59mmHgから21mmHgへといずれも有意に

低下した．PBVP後の肺動脈造影で新たに肺動脈逆流

が出現した例はなかった．連続波ドップラー心エコー

法によるPBVP前後の右室・肺動脈圧較差は55

mmHgから26mmHgへと低下した．肺動脈弁狭窄症

においてはPBVPは有用であり，第一に試みるべき手

段であると思われた．

　5．肺動脈狭窄症に対するballoon　valuvuloplasty

の経験

　　　　国立仙台病院小児科

　　　　　　　　　　　　加納　一毅，藤木　　栄

　　　　　　　　　　　　八木　恒夫，小野木　宏

　　　　自衛隊仙台病院小児科　　　　関　　修司

　6例の肺動脈弁狭窄症に対しballoon　valuvulo－

plastyを施行し，1年後に再評価をしたので報告す

る．年齢は5から8歳，肺動脈右室圧較差は各80，100，

57，47，78mmHgであり，これが術後に各70（バルソ

破裂により中止），39，40（心停止により中止），15，

28，14mmHgとなった．症例4，5は有効，症例2，

6は著効であった．1年後の再評価でも有効であった．

無効であった症例1と1年後の再評価で肺動脈右室圧

較差が50mmHg以上となっていた症例3は外科手術

を施行した．3例に合併症を認めた，加圧し過ぎたた

めのバルン破損，バルンの減圧がうまくいかず心停止，

使用した大腿静脈の完全閉塞が再評価時に判明．しか

し，本方法はカテーテル施行時にその場で直ちに行え，

しかも有用である．

　6．ファロー四徴症根治手術後の不整脈の検討

　　　　東北大学医学部小児科

　　　　　　　　　　　　高田　　修，中山　信悟

　　　　　　　　　　　　小原　敏生，尾形　　寛

　12例のファロー四徴症，及び1例のDORV，　subaor－

tic　VSDの根治術後約1年に，体表面心電図，ホルター

心電図，心内心電図検査を行ない，不整脈の検討を行

なった．根治手術は，平均4．5歳（2～9歳）に施行さ

れ，術後早期不整脈は6例に認めた．術後約1年（1

例12年後）の心臓カテーテル検査では，血行動態上特

に大きな問題を認めず，PA－RV圧較差25mmHg以

下，PRは軽度から中等度であった．ホルター心電図

は，Dean丘eldらのCriteriaに従い，　Grade　2以上を異

常としたが，2例でGrade　3の異常を認めた．心内心

電図の所見では，Wenckebach　pointが180以下のもの

を3例に認めた．2例にVT誘発試験を行なったが，

427－（111）

誘発はされなかった．ファロー四徴症の術後遠隔期で

の死亡の原因の1つに不整脈があげられるが，今回術

後約1年で検討したところ13例中5例になんらかの異

常を認め，注意深い経過観察が必要であると思われた．

　7．左冠状動脈大動脈移植術を施行した左冠状動脈

肺動脈異常起始症の1例

　　　　山形大学医学部第2外科

　　　　　　飯島　善之，中村　千春，島貫　隆夫

　　　　　　倉岡　節夫，河野　道夫，小林　　稔

　　　　　　鷲尾　正彦

　　　　山形大学医学部小児科

　　　　　　芳川　正流，秋場　伴晴，大滝　晋介

　　　　　　小林代喜夫，鈴木　　浩，佐藤　哲雄

　症例は4歳，女で生後1ヵ月に心雑音指摘され，先

天性僧帽弁閉鎖不全症として経過観察中，感染性心内

膜炎に罹患し，心臓カテーテル検査にて左冠動脈が肺

動脈より起始していることが判り外科転科となる．

ApexにてLevine　IV度の収縮期雑音を聴取し，心電

図にてLVH，　V1とV2でQSパターン，　V1よりV3で

STの上昇を認めた．冠動脈造影では右冠動脈の拡張

と側副血行路を介して左冠動脈および肺動脈が描出さ

れた．手術は肺動脈のflange付きの左冠動脈を直接大

動脈に移植した．術後の左冠動脈の造影は良好であっ

た．

　8．左心低形成症候群（HLHS）の3手術経験

　　　　福島県立医科大学第1外科

　　　　　　丹治　雅博，星野　俊一，岩谷　文夫

　　　　　　猪狩　次雄，阿部　俊文，萩原　賢一

　　　　　　渡辺　正明，緑川　博文，元木　良一

　HLHSの自然予後は極めて不良である上に，安全有

効な外科治療が確立しているとは言えない．今回教室

において3例のHLHSに対し手術を施行したので報

告する．症例1は生後2日の女児で，BASを試みたが

成功せずBlalock－Hanlon手術を施行したが，術3日

死亡した．症例2は食道閉鎖も合併しており，食道閉

鎖根治術後生後35日両側PABおよびASD拡大術を

施行したが術中死した．症例3は生後27日modified

Norwood手術を施行したが術中死した．将来的なこ

とも考慮して，Norwood手術を第1選択としている

が，上行大動脈の極めて細い症例（症例2）では上行

大動脈を単冠動脈にする術式も考慮する必要があると

思われた．

　9．当院における新生児，乳児期早期（6カ月未満）

開心術の検討

Presented by Medical*Online



428　　（112）

　　　　本多記念東北循環器科病院心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　山岸　正明，本多　正知

　　　　　　　　　　　　菅野　　恵，太田　　淳

　　　　同　小児科　　　　　　　　秋田　裕司

　1984年12月開院より1988年5月までに開心術を施行

した新生児，乳児期早期例は20例（新生児7例）であっ

た．年齢は4日より6ヵ月で，手術時体重は2，784g

～ 5，668g（平均3，910g）．症例の内訳はVSD　8例，

CoA，　VSD　1例，　TAPVR　7例（新生児4例），　d－TGA

3例（1），HPLH　1例（1）であった．　VSDの1例

をPH　crisisのため失った．　CoA，　VSDはSubclavian

flap，　PAB後20日目に心内修復術を行った．　TAPVR

はIa　2例，　Ib　1例（手術死亡1），　IIa　1例（1），　IIb

1例，III　2例（1）であった．術前診断は原則として

超音波検査みのみとしている．1，III型は右房一本脱

血，心室細動下に後方到達法により行った．最近の2

例では垂直静脈と左房後壁を6－OPDSにより連続

縫合している．生後4日目のIII型（3，240g）を救命し

ている．d－TGAは3例にJatene手術（Lecompte変

法）を行い，1例を頭蓋内出血のため29日目に，冠動

脈がShaher　4型の1例をinfarctionのため失った．

冠動脈走行異常例に対するJatene手術の適応は再考

が必要と思われた．複雑心奇形の成績向上が今後の課

題と思われる．

　10．総肺静脈還流異常症13例の手術経験

　　　　山形大学第2外科

　　　　　　渡辺　隆夫，中村　千春，西村　和典

　　　　　　折田　博之，島貫　隆夫，根本　　元

　　箕輪　　隆，小林

同　小児科

　　秋場　伴晴，芳川

　　小林代喜夫，鈴木

稔鷲尾　正彦

正流，大滝　晋介

　浩，佐藤　哲雄

　総肺静脈還流異常症13例を経験，全例Cardioplegia

下に手術施行，昭和61年12月以降連続7例，計8例生

存した．年齢は平均48日で，主にUCG診断に依り，ア

ンギオは初期4例で施行した．手術法は1，III型では

主に心尖挙上直接吻合，II型ではCut　Back法を行っ

た．1型5例中生存2例，II型は2例共生存，　III型は

5例中3例生存，IV型は1例生存であった．体外循環

時間，大動脈遮断時間は生存例では各々119分，56分，

死亡例では192分，76分であった．最近は膜型肺を使用，

ヘパリン新鮮血，FFPにて充填，拍動流を用い，体外

循環離脱が容易になった．術前管理，術式，手術時間

短縮，体外循環等が重要と考えられた．
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　11．両大血管右室起始症の根治手術

　　　　東北大胸部外科　羽根田　潔，鈴木　康之

　　　　　　　　　　　　石沢　栄次，毛利　　平

　過去3年間に8例の両大血管右室起始症根治手術を

経験した．年齢は4～10歳，手術時体重は平均18．3kg

であった．心房一心室関係は全例SolitusのD－loop

で，subaortic　VSD　3例，　non－committed　VSD　3例，

subpulmonary　VSD　2例であった．　PSの合併が4例，

大動脈弁下狭窄が2例にみられた．姑息手術として4

例にPA　banding，　1例にBlalock－Taussig　shunt

（B－T），1例に両側B－TとBlalock－Hanlon手術が行

われた．根治手術は，全例心室内トソネルで左室一大

動脈間の血流路を作成し，6例には右室流出路拡大を，

non－committed，　subpulmonary　VSDの2例では右室

一肺動脈間の外導管による再建を行った．全例救命す

る事ができたが，subpulmonary　VSDの2例はともに

重篤なLOSに陥り，術後管理に難渋した．心室内トン

ネルによる左室流出路狭窄の発生が問題であり，トソ

ネル作成に用いるパッチの縫着法やデザインに工夫が

必要であった．

　12．大動脈弓離断症の二期的根治手術の1例

　　　　秋田大学医学部心臓血管外科

　　　　　　桜田　　徹，栗林　良正，関根　智之

　　　　　　相田　弘秋，関　　啓二，柴田　芳樹

　　　　　　阿部　忠昭

　大動脈弓離断症は，新生児期，乳児期早期に外科治

療を必要とする重篤な先天性心疾患で，この時期での

手術成績はいまだ満足すべきものとは言えない．われ

われはCeloria－Patton　A型の本症男児に対し二期的

根治術を施行し，良好な結果を得た．1ヵ月時PGE1投

与，全身状態の改善後，Blalock・Park手術，　PDA閉

鎖，PA・bandingを施行したが，その後長期の呼吸管理

を必要とした．3歳3ヵ月時，二期手術（Perimem－

branous　outlet　defect（直径10mm）のパッチ閉鎖と心

膜パッチによるPA絞拒解除）が行われ，術後呼吸不

全はなく，経過良好である．

　左鎖骨下動脈の太さが約5mmと充分で，　Blalock－

Park法を選択したが，遠隔期でも鎖骨下動脈及び吻

合口の成長は良好で手術結果に満足している．しかし

長期呼吸管理を余儀なくされ，一期手術後，1週間以

上の人工呼吸が必要と認められた場合は，積極的に二

期的手術を施行する方針が望ましいと考える，

　13．Jatene手術一3例の経験

　　　　仙台循環器病センター
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　　　　　　河村　　司，石原　茂樹，小柳　俊哉

　　　　　　平松　建司，林　　秀和，真下　和宏

　D－TGA　II型1例と1型2例にJatene（Lecompte

変法）手術（J術）を行った．II型例は生後4ヵ月の心

エコーでLVPW　5mm，　LV圧60％体血圧であり，1

型の第1例は生後6日目のBAS後心エコーでLV圧

50％体血圧，LVPW　4mmであったので，この2例は

生後5ヵ月で肺動脈絞やくと左側Blalock術を行い，

二期的J術とした．II型例は1歳2ヵ月，8，540gでJ

術を行い，術後30日目の心カテでは残存短絡は無かっ

たが，60％体血圧の肺高血圧を認めた．1型例は1歳

3ヵ月，7，080gでJ術を行った．　J術前の心エコーは

LVPW　5mm，　LV圧70～80％体血圧であったが，左冠

動脈領域に虚血を生じ，人工心肺から離脱できず死亡

した．第3例はTGAI＋PDA．生後15日目にBAS行っ

たが，心不全が改善せず，心エコー上LVPW　4mm，

LV圧体血圧相当であり，心カテ及びアンギオ上，両流

出路とも狭窄は無く，42日目，2，850gで一期的にJ術

行った．術後経過は順調であった．

　14．アラバマ大学における最近の小児心臓手術

　　　　東北大学医学部胸部外科　　　鈴木　康之

　1988年3月に，3週間滞在したアラバマ大学心臓外

科でのTGA　7例の手術について報告した．　Jatene手

術の年齢は，1日，2日，3日，19日，3月で，病態

は1群2例，II群3例であった．　Senning手術は，3月

と1年のII型で，上行大動脈低形成の1例とLVOTO

の1例に行われた．subclabian　flalp後の19日の

Jateneの1例がPH　crisisで術直後に死亡した他は，

ICU滞在2～3日で，1週間から10日前後で，元気に

退院した．スピーディな手術により，新生児期の

Jatene手術が1群，　II群を問わず，極めて安全な手術

になっていた．

　15．Jatene手術について

　　　　福岡市立こども病院心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　安井　久喬

　1984年6月より1987年7月までの48例のJatene手

術の手術手技，手術成績，遠隔成績の分析に基ずき，

Jatene手術の適応，手術手技上の工夫，問題点，展望

につき言及した．

　1．左室訓練の問題点

　イ．肺動脈絞拒術の危険に関与する因子．

　ロ．安全で，かつ有効な肺動脈絞拒程度は？

　ハ．左室訓練はすべての症例に可能か？

　二．その安全で，かつ有効な至適手術時期は

　2．Jatene手術の問題点

　イ．手術成績決定因子

　a．Jatene手術に耐える左室機能の評価法．

　b．冠動脈kinkingを起こさない手術手技の工夫．

　c．大血管，冠動脈縫合部よりの出血を防止する手術

手技の工夫．

　ロ．遠隔成績決定因子

　a．大動脈弁閉鎖不全を起こさない冠動脈移植法の

工夫．

　b．肺動脈狭窄を防止する手術手技の工夫

　c．大血管，ならびに冠動脈吻合部の成長は期待でき

るか？

　d．肺動脈弁の解剖は長期的に大動脈弁としての機

能に応じ得るか？

　ハ．心機能面より見てJatene手術の至適手術時期

は？
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第17回　東北小児心臓病研究会

期　日　昭和63年12月3日（土）

会場仙台市戦災復興記念館小ホール

　1．冠動脈起始異常を伴なった両大血管右室起始症

（Taussig－Bing複合）の1例

　　　　山形大学医学部小児科

　　　　　　大滝　晋介，秋場　伴晴，芳川　正流

　　　　　　小林代喜夫，中里　　満，佐藤　哲雄

　症例は生後2ヵ月の男児で，1ヵ月検診で心雑音と

チアノーゼを指摘され，山形大学医学部小児科を紹介

された．入院時，体重5，560g，口唇に軽度のチアノー

ゼを認め，多呼吸と軽度の陥没呼吸を認めた．第2，

3肋間胸骨左縁にLevine　3度の収縮期雑音を聴取

し，II音の元進を認めた．肝臓は2cm触知した．胸部

レントゲンでは心胸郭比60％と心拡大を認め，肺血管

陰影は増強していた．心断層エコー法，ドップラー法，

心臓カテーテル検査などから両大血管右室起始症

（Taussig－Bing　anomaly）と診断した．本症例の冠動

脈の走行は右冠動脈が左後方の左冠動脈の起始部の近

くから起始し，大動脈と肺動脈の間を走り，大動脈の

前方を下降しており，Shaher分類の5型に近い型で

あった．患児は肺動脈絞拒術を施行し，いずれ心房内

あるいは心室内血流転移を行なう予定である．

　2．TAPVRの再々手術の経験

　　　　山形大学第2外科

　　　　　　中村　千春，折田　博之，島貫　隆夫

　　　　　　飯島　善之，箕輪　　隆，斉藤　浩幸

　　　　　　鷲尾　正彦

　　　　同　小児科

　　　　　　芳川　正流，秋場　伴晴，大滝　晋介

　　　　　　小林代喜夫，鈴木　　浩，佐藤　哲雄

　生後31日のTAPVR，　Darling　Ibに対しposterior

approachでCPVC－LA吻合が行われた．術後もPVO

残存し，術後47日再手術が行われたが，on　table　mis－

judgmentより左肺静脈左房流入部の拡大に留まっ

た．再手術後15日，右肺静脈左房流入部の拡大を行い，

その後良好な経過をたどった．

　術後吻合部狭窄の成因と診断上の問題点について考

察し報告した．

　3．心筋梗塞を伴った好酸球増多症の1例

　　　　秋田大学小児科

　　　　　　鈴木　雪子，根本　大輔，小松　偉子

　　　　　　原田　健二，三浦　靖徳

　症例は10歳男児．1歳時，著明な末梢血好酸球増多

を伴う多彩な症状が出現した．好酸球増多症候群

（HES）と診断されステロイド剤による治療を受けて

いたが，寛解増悪を繰り返していた．8歳時，左上腕

の腫瘤に気づかれ上腕動脈瘤と診断された．その後心

電図にて心筋梗塞が疑われ，精査の結果左冠動脈前下

行枝，左上腕動脈，右大腿動脈の完全閉塞，右上腕動

脈瘤形成が認められた．いずれも側副血管はよく発達

していた．心筋生検も行ったが間質には明らかな細胞

浸潤像はなく，細小動脈にも血管炎の所見は得られな

かった．HESでは，心臓は高頻度に侵されるが多くは

好酸球浸潤や末梢冠動脈の血栓によるものであり，血

管炎の所見は稀であるといわれている．また血管炎を

中心に考えると結節性動脈周囲炎（PN），特に乳児型

PNに近いと思われるが，どちらにしても現在まで報

告されている概念の中だけでは，どこかに矛盾を生じ

る．今後の本質的な解明を進めたい．

　4．乳児期偽型総動脈幹症のRastelli手術に対す

る15年後再手術の1例

　　　　秋田大学医学部心臓血管外科

　　　　　　相田　弘秋，栗林　良正，桜田　　徹

　　　　　　関根　智之，関　　啓二，目黒　　昌

　　　　　　阿部　忠昭

　近年，心外導管修復術の手術成績は，次第に向上し

てきたものの，術後遠隔期における多くの課題を残し

ている．今回われわれは，乳児期偽型総動脈幹症の

Rastelli手術に対し，15年後に再手術を施行する機会

を得たので報告する．症例は，15歳，男性で，生後7

ヵ月時に，自家心膜弁付き管状グラフトによるRastel－

li手術を施行したが，肺動脈吻合部および分岐部狭窄

を生じ，再手術を施行した．手術は，切開を右心室吻

合部から肺動脈吻合部の右主肺動脈側まで進め，この

部位に牛保存心膜を用いてパッチ拡大を行った．RV／

Ao比は，1．0から0．78に低下したが，肺動脈分岐部狭

窄の残存を認め，その狭窄解除術式に関する再検討が

必要と考えられた．
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　5．Unifocalization後にRastelli手術を施行した

VSD，　PA，　MAPCAの2例

　　　　山形大学医学部第2外科

　　　　　　島貫　隆夫，中村　千春，折田　博之

　　　　　　深沢　　学，河野　道夫，飯島　善之

　　　　　　箕輪　　隆，斉藤　浩幸，小林　　稔

　　　　　　鷲尾　正彦

　　　　山形大学医学部小児科

　　　　　　秋場　伴晴，芳川　正流，大滝　晋介

　　　　　　小林代喜代，中里　　満，佐藤　哲雄

　VSD＋PA＋MAPCAに対しUnifocalizationを施
行し，約半年後に弁付き導管を用いてRastelli手術を

施行した2症例を報告する．症例1は6歳，肺動脈は

軽度低形成（PA　index：186）で，根治手術後経過良

好であった．症例2は13歳，中心肺動脈が高度低形成

（PA　index：32）で，　MAPCAは肺門部で狭窄を認め

たため，澤渡らの提唱するintrapulmonary　bridge法

にて馬心膜管にUnifocalizationを行い，その後根治

手術を施行した．術後右室／左室圧比1．02であるが，経

過はほぼ良好である．

　6．先天性肺動脈弁欠損症候群の1症例

　　　　岩手医科大学第3外科

　　　　　　椎名　祥隆，浜田洋一郎，新津　勝宏

　　　　同　小児科　　　小山耕太郎，中村　富雄

　新生児期・乳児期早期の先天性肺動脈弁欠損症候群

は右心不全と重篤な呼吸不全のため予後不良である．

本症例は気道狭窄解除の目的で，生後21日に肺動脈絞

拒術，生後39日に肺動脈縫縮術＋肺動脈つり上げ術を

各々行なったが呼吸状態の改善は得られなかった．し

かし生後87日，術中に気管支鏡を用いて気管支の開存

状態を確認しながら手術（肺動脈・大動脈つり上げ術＋

肺動脈縫縮術）を行なった結果，気道狭窄は解除され

呼吸状態は著明に改善した．しかし生後102日，Aoか

らの突然の出血により死亡した．結語：気道狭窄解除

の手術を確実に行なうには，術中，気管支鏡で手術効

果を確認しながら各手術を行なう必要があると考えら

れた．

　7．先天性心疾患におけるMRI（磁気共鳴画像）診

断の有用性

　　　　東北大学医学部小児科

　　柿澤　秀行，大内　秀雄，高田

　　中山　信吾，尾形　　寛

東北大学医学部放射線科

　　　　　　　　洞口　正之，

修

門間　　稔

431－（115）

　本学においては昭和63年10月より，シーメンス社製

MAGNETOM，1．5Tの超伝導MRI装置が導入され

た．この2力間に経験した先天性心疾患のMRIのう

ちで，代表的なものを選んで供覧し，考察を加えた．

MRIの撮像は，　spin　echo法を用い，心電図同期法に

より行った．

　Co／AoおよびIAAの術後症例に関しては，修復部

を含めた大動脈弓が，Angioと同様に鮮明に描出さ

れ，診断利用価値が高いと判断された．しかし，sub－

clabian　flap法を用いたCo／Aoの1例およびgraftに

よるangioplastyを行った1例は，修復部の走行がゆ

がんでいたために，修復部と他の部位を同一平面上に

は描出できなかった．

　Truncus　arteriosus（1）の1例，心房内巨大腫瘤の

未熟児例に関しても，2DEでは捕え得なかっ情報をう

ることができ，MRIの有用性が確認された．

　8．早期興奮症候群における副伝導路有効不応期の

非観血的測定一運動負荷心電図と経食道心房ペーシン

グ法との比較検討一

　　　　仙台循環器病センター小児科

　　　　　　　　　　　　真下　和宏，川村　　司

　　　　仙台循環器病センター内科　　庄田　守男

　早期興奮症候群の予後を左右すると言われる副伝導

路有効不応期の測定のため，早期興奮症候群28例に経

食道心房ペーシングと運動負荷心電図を施行し以下の

結果を得た．1）運動負荷にて突然デルタ波が消失

（sudden　total　nomlalization，　STN）したのは，6例

だけであった．2）Fasciculoventricular　connection

（FV）と診断された症例は8例であり，3例で運動時

にSTNを認めた．3）運動負荷にてSTNを認めた症

例の50％はFVであった．4）運動負荷にてSTNを認

めた古典的WPW症候群3例では，食道ペーシング時

よりも低心拍数でデルタ波が消失したが，運動時最高

心拍数がケント束プロッキングレート以上になった症

例7例では，STNを認めず，両検査法の結果に不一致

が見られた．運動時に突然のデルタ波消失を認めても，

食道ペーシソグ時ケント束有効不応期の短い症例で

は，突然死の危険度は低いと判断されるべきではない

と考えた．

　9．トレッドミル運動負荷試験によるファロー四徴

症根治手術後の運動能の評価

　　　　山形大学医学部小児科

　　　　　　小林代喜夫，秋場　伴晴，芳川　正流

　　　　　　大滝　晋介，中里　　満，佐藤　哲雄
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　　　　山形大学医学部第2外科

　　　　　　　　　　　　中村　千春，鷲尾　正彦

　トレッドミル運動負荷試験により，ファロー四徴症

根治術後患児17例と対照群93例の耐久時間（ET），最

大心拍数（mHR），最大酸素脈（mO2P），最大酸素消

費量（mVO2）を検討した．術後群全体では，対照群に

比べET，　mVO2の低下を認め運動能の低下が示唆さ

れた．術後群をmVO2が正常な1群と，低下している

II群とに分けると，1群はmO2pは正常で，　mHRは低

下しており，何らかの代償機序が働き正常なmVO2を

維持していると考えられた．II群はmO2PとmHRの

低下を認め，1群のmHRと有意差を認めなかったこ

とより，mVO2の低下は，　mO2　Pつまり一回拍出量の低

下が主な要因と思われた．1群とII群の心電図所見の

検討では，II群に心室性期外収縮と2枝ブロックを多

く認めた．Transannular　Patchの使用，左室駆出率，

心胸郭比とmVO2との関連を検討したが，有意な傾向

は見られなかった．大部分がsuccessful　repairの症例

であり，症例数も不十分であったためと思われた．

　10．最近経験した左心低形成症候群2例の検討

　　　　仙台市立病院小児科

　　　　　　高柳　　勝，野替　正二，河部淳一郎

　　　　　　中川　　洋，渡辺　修一，加藤　義明

　左心低形成症候群2例を短期間に経験したので若干

の考察検討を加えた．

　2例とも心室中隔欠損を伴わない病型であり，その

病勢の進行は急激であった．

　その1例は初診時までに既に48時間を経過してお

り，腎不全状態に至っていたため手術適応とならない

まま死亡した．

　もう1例は比較的早期に発見されたため，Norwood

変法により外科的救命が図られたが体外循環から離脱

できぬまま術中に死亡した．

　左心低形成症候群はNorwoodらにより外科的救命

の道の開かれた今日も尚，非常に救命が困難な疾患と

いわれており，特にその術前の内科管理はショックと

の戦いであるといわれている．またその頻度も従来い

れているよりも高いものと推測されており，今後その
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早期診断および，移植を含めた早期治療の重要性はま

すます高まっていくであろう．

　11．1歳未満VSD＋PH症例の検討

　　　　福島県立医科大学第1外科

　　　　　　渡辺　正明，星野　俊一，岩谷　文夫

　　　　　　猪狩　次雄，阿部　俊文，萩原　賢一

　　　　　　丹治　雅博，供戸川弘之，緑川　博文

　　　　　　佐藤　洋一，高野光太郎，元木　良一

　昭和63年11月までに当教室で施行したVSD症例は

358例で1歳未満は41例（11．5％）でうちPH症例は36

例（男13例，女23例）であった．入院死亡は7例と決

して少なくなかったが，手術に起因する死亡は1例の

みであった．最近6ヵ月未満で手術する症例が増加し

ているが6～12ヵ月で手術する症例と比し，術前・術

中で差異はないものの，術後経過をみると，挿管日数

が有意に長く，PO2は低め，　A－aDO2は高めで推移する

例が多かった．術後カテコラミンを使用する日数も5

日以上と多かったが，死亡は9例中1例であった．術

後完全房室ブロックへ移行したものなく，6ヵ月未満

VSD＋PH症例は安全に手術でききている．

　12．肺動脈起始異常を伴うファロー四徴症の外科治

療の検討

　　　　東北大学医学部胸部外科

　　　　　　　　　　　　遠藤　雅人，羽根田　潔

　　　　　　　　　　　　八巻　重雄，毛利　　平

　1971年1月から1988年8月まで当教室で行ったファ

ロー四徴症の根治手術215例中7例に肺動脈起始異常

がみられた．起始異常は全て左肺動脈で，上行大動脈

からの起始2例，動脈管を介して大動脈弓部から起始

していたもの5例であった．手術成績は7例中3例死

亡であった．肺動脈起始異常を伴うファロー四徴症の

手術に際し，①患側肺の肺血管病変の進行，②肺動脈

が動脈管を介して起始している場合の動脈管の早期閉

塞，③患側肺動脈を再建できない場合の術後急性期の

右室負荷が問題となる．早期完全修復が最善の方法で

あるが③の場合，右室圧を軽減する手段が必要であり

一方向弁付パッチによるVSD閉鎖が有効であった．
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