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　1．抗心不全治療が奏効している心内膜線維弾性症

の5歳女児例

　　　　（群馬県立小児医療センター循環器科）

　　　　　　　　　　　小須田貴史，曽根　克彦

　　　　　　　　　　　小林　富男，広野　　一輝

　　　　（同　病理科）　　　　　　　平戸　純子

　　　　（深谷赤十字病院小児科）

　　　　　　　　　　　松本　佳治，平沢　邦夫

　心内膜線維弾性症（以下EFEと略す）は新生児乳児

期早期に発生する予後不良の疾患であるが，今回新生

児期に心不全症状により発見され，抗心不全治療が奏

効しているEFEの5歳女児例を経験したので，　EFE

症例の左心機能の検討を加えて報告した．

　症例は5歳7ヵ月の女児で，在胎40週5日，体重

2，930g，正常分娩で出生した，日齢24に嘔吐，嗅声が

出現したため深谷赤十字病院小児科を受診した．多呼

吸，頻脈，肝腫大等の心不全症状があるので直ちに入

院治療を行った．臨床症状および胸部X線写真，ECG

等の検査結果よりEFEと診断して強心剤利尿斉1」の

抗心不全治療を行ったところ状態は改善し，以後は外

来で良好な経過を得ている．今回（5歳7ヵ月時）精

密検査を目的として群馬県立小児医療セソターに入院

した．

　心臓カテーテル検査所見では肺動脈模入圧は平均圧

で16mmHg，また肺動脈圧は35／14（22）mmHgと若

干の血圧の上昇を認めた他は特に異常は認められず，

His束心電図ではHV時間が60msecとやや延長して

いたが，他の電気生理学的検査では異常を認めなかっ

た．左室造影像では，面積一長さ法による左室拡張末

期容積は80．1ml／m2でglobal　ejection　fractionは

58．0％とやや低下していた．左室局所壁運動解析では

左室壁運動は全体的に低下していたが特に下壁，心尖

部に低下を認め，他のEFE症例と壁運動パターンは

類似していた．同時に施行した心内膜心筋生検所見で

は，心内膜は膠原線維と弾性線維が増生し130～150

μmと肥厚しており，また心筋内には軽度の穎粒状変

性を認めた．以上より組織学的にも心内膜線維弾性症

と診断した，

　心内膜線維弾性症は予後不良とされている疾患では

あるが，本症例のように抗心不全治療により軽快し小

康状態を持続できる例もあり，早期発見，診断と十分

な治療が重要である．

　2．感染性心内膜炎に対し大動脈弁置換術を行った

1小児例

　　　　（群馬大学医学部第2外科）

　　　　　　高橋　　徹，浜田　芳郎，津田京’郎

　　　　　　石川　　進，大谷　嘉巳，市川　秀昭

　　　　　　相崎　雅弘，荻野　隆史，森下　靖雄

　感染性心内膜炎（b／下IEと略す）により大動脈弁閉

鎖不全（以下ARと略す）を発症した小児に，人動脈

弁置換術（以下AVRと略す一）を施行し救命しえたので

報告する．

　症例は10歳の男児で，高熱と心不全のため某病院に

入院した，血液培養で黄色ブドウ球菌が検出され，抗

生物質大量療法にても心不全が増悪し，断層心エコー

法にてIEによるARと心室穿孔と診断され手術を目

的に当科に紹介された．手術所見では大動脈弁の破壊，

バルサルバ洞の右房及び左室への穿孔が見られた．十

分tg　debridementの後，穿孔部をパッチ閉鎖し，

BjOrk－Shiley弁（17mm）を用いてAVRを施行した．

小児例であるためtranslocation法を避け，感染部に

人工物を使用せざるをえなかった．術後4ヵ月目の現

在，小康状態にある．

　3．当院で経験した新生児心疾患にっいて

　　　　（済生会前橋病院小児科）

　　　　　　　　　　　佐藤　喜和，小野　真康

　　　　（同　心臓外科）

　　　　　　石原　茂樹，原　　修二，田中佐登司

　過去2年9ヵ月間に当院に入院した新生児期先天性

心疾患患児31例の診断および術前管理について検討し

た．

　患児の入院時日齢は0ないし28，平均7．9，男女比は

14：17であった，このうち手術例は16例で，開心術症

例は，IAAのB型1例，　TGA　I型2例，　TAPVRの
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上心臓型1例，下心臓型2例，HLHS　1例の合計7例

であった．

　一方，非開心術例は，IAAのA型3例，　CoA複合型

2例，PDA　2例，　corrected　TGA十PA，　DORV十PA

各1例の合計9例であった．

　このうち1期的根治術を行ったIAA（B型）の1例，

Jatene手術を行ったTGAの2例，　HLHSの1例が亡

くなり，一方非開心術は9例で全例生存している．全

体の手術死亡率は25％であった．

　また新生児期非手術例は15例で，VSDが15例中7例

と約半数を占め，最も多かった．死亡した症例は，com－

plete　ECDを伴った無脾症候群，　HLHS，13トリソミー

症候群を伴ったIAAの計3例であった．

　TAPVRの3例はいずれも心エコー診断のみで手

術を施行した．またIAA・CoA　7例については，

DORVを伴った一例のみ心カテも行ったが全例逆行

性榛骨動脈造影にて診断し手術を施行した．

　4．特異な大動脈形態を呈した動脈管開存症兼僧帽

弁狭窄症の1例

　　　　（群馬大学医学部小児科）

　　　　　　　　　　　　小林　敏宏，篠原　　真

　　　　　　　　　　　　田端　裕之，田代　雅彦

　先天性僧帽弁狭窄症は稀な疾患であるが，なかでも，

パラシュート僧帽弁，僧帽弁上狭窄輪，大動脈弁下狭

窄，大動脈縮窄症を合併する症例はShone症候群と呼

ぼれ，1つの疾患群と考えられている．今回我々は，

非典型的な大動脈縮窄症を呈した上記症候群と思われ

る症例を経験したので報告した．症例は1歳2ヵ月の

女児で，生後1ヵ月より動脈管開存症，パラシュート

僧帽弁による僧帽弁狭窄症の診断にて経過観察してい

た．1歳2ヵ月時に行った心臓カテーテル検査では，

肺動脈圧77／47（57）mmHg，肺動脈梗入圧（24）mmHg，

左室圧93／0（45）mmHg，動脈管での左右短絡は26％

で，PP／PSO．60，　RP／RSO．46であった．また左室造

影でみると大動脈形態は，上行大動脈から大動脈弓に

かけては細く，動脈管付着部位より末梢でやや拡張し，

その後また軽度の狭窄を有するといった特異な形態を

呈したが，その間での圧差はなかった．今後，動脈管

開存症の手術予定であるが，その後の肺高血圧症と

うっ血性心不全の推移に十分注意し，将来的には弁置

換も考慮する必要があると考えられた．

　5．両大血管右室起始症の1成人例

　　　　（群馬大学第2内科）

　　　　　　岩崎　　勉，増田　浩明，星崎　　洋

日小循誌　8（3），1992

　　　　　　長沼　文雄，今井　　進，長谷川　昭

　　　　　　伴野　祥一，村田　和彦

　　　　（同　医療技術短大）　　　　鈴木　　忠

　　　　（北関東循環器病院）

　　　　　　戸出　浩之，小出　幸男，細井　　勉

　症例は37歳男性．小学校就学時検診で心雑音を指摘

され，激しい運動は控えていた．日常生活では特に自

覚症状がなかったため，治療を受けていなかった．平

成3年1月感冒にて近医受診の際心雑音と胸部X線

写真の異常を指摘され精査のため当科に入院．入院時，

チアノーゼ，バチ指を認め，胸部に5／6の汎収縮期雑音

を聴取した．多血症，低酸素血症があり，心電図では

心室内伝導障害と広範囲のT波の陰転化がみられた．

胸部X線写真では，心胸郭比は52％，肺血管陰影はほ

ぼ正常に保たれていた．心エコー及び心臓カテーテル

検査を施行し，内臓心房正位・Lループ・L型，両大血

管右室起始，心室中隔欠損および肺動脈狭窄と診断し

た．

　両大血管右室起始症は，先天性心疾患の1％前後と

少なく，30歳以上まで生存した例は，我々が調べた限

りでは4例のみである．

　6．心室中隔欠損を伴ったパラシュート僧帽弁の1

例

　　　　（桐生厚生総合病院）

　　　　　　　　　　　　小川　　竜，竹内　東光

　先天性僧帽弁狭窄症は僧帽弁およびその付属組織の

先天的な変形に起因する稀な疾患であり，その中でも

パラシュート僧帽弁はさらに少ない．今回パラシュー

ト僧帽弁に心室中隔欠損を合併したと思われる1例を

提示する．

　症例は日齢5の男児で，主訴は心雑音，満期，正常

分娩で，生下時体重2，694g，日齢4に当院産科で心雑

音を指摘され当科転科．哺乳力低下，チアノーゼ，四

肢血圧差は認めなかった．胸部聴診上，Levine　2／6度

の収縮期雑音，および拡張期雑音を聴取した．胸部単

純X線写真では肺うっ血を認めた．心電図では右軸偏

位，右室肥大を認めた．心エコーは，4chamber　view

では僧帽弁はパラシュート型を呈し，心室中隔は心尖

部で一部欠損し，左室側へ突出していた．4chamber

viewのカラードプラーでは，僧帽弁を通るジェットは

心室中隔欠損部に向かっていた．左室長軸像では，左

房は拡大し，僧帽弁逸脱も認められた．カラードプラー

では，僧帽弁のジェットは心室中隔欠損部に向かって

おり，右室心尖部に心室中隔欠損と思われるジェット
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　5．両大血管右室起始症の1成人例

　　　　（群馬大学第2内科）

　　　　　　岩崎　　勉，増田　浩明，星崎　　洋

日小循誌　8（3），1992

　　　　　　長沼　文雄，今井　　進，長谷川　昭

　　　　　　伴野　祥一，村田　和彦

　　　　（同　医療技術短大）　　　　鈴木　　忠

　　　　（北関東循環器病院）

　　　　　　戸出　浩之，小出　幸男，細井　　勉

　症例は37歳男性．小学校就学時検診で心雑音を指摘

され，激しい運動は控えていた．日常生活では特に自

覚症状がなかったため，治療を受けていなかった．平

成3年1月感冒にて近医受診の際心雑音と胸部X線

写真の異常を指摘され精査のため当科に入院．入院時，

チアノーゼ，バチ指を認め，胸部に5／6の汎収縮期雑音

を聴取した．多血症，低酸素血症があり，心電図では

心室内伝導障害と広範囲のT波の陰転化がみられた．

胸部X線写真では，心胸郭比は52％，肺血管陰影はほ

ぼ正常に保たれていた．心エコー及び心臓カテーテル

検査を施行し，内臓心房正位・Lループ・L型，両大血

管右室起始，心室中隔欠損および肺動脈狭窄と診断し

た．

　両大血管右室起始症は，先天性心疾患の1％前後と

少なく，30歳以上まで生存した例は，我々が調べた限

りでは4例のみである．

　6．心室中隔欠損を伴ったパラシュート僧帽弁の1

例

　　　　（桐生厚生総合病院）

　　　　　　　　　　　　小川　　竜，竹内　東光

　先天性僧帽弁狭窄症は僧帽弁およびその付属組織の

先天的な変形に起因する稀な疾患であり，その中でも

パラシュート僧帽弁はさらに少ない．今回パラシュー

ト僧帽弁に心室中隔欠損を合併したと思われる1例を

提示する．

　症例は日齢5の男児で，主訴は心雑音，満期，正常

分娩で，生下時体重2，694g，日齢4に当院産科で心雑

音を指摘され当科転科．哺乳力低下，チアノーゼ，四

肢血圧差は認めなかった．胸部聴診上，Levine　2／6度

の収縮期雑音，および拡張期雑音を聴取した．胸部単

純X線写真では肺うっ血を認めた．心電図では右軸偏

位，右室肥大を認めた．心エコーは，4chamber　view

では僧帽弁はパラシュート型を呈し，心室中隔は心尖

部で一部欠損し，左室側へ突出していた．4chamber

viewのカラードプラーでは，僧帽弁を通るジェットは

心室中隔欠損部に向かっていた．左室長軸像では，左

房は拡大し，僧帽弁逸脱も認められた．カラードプラー

では，僧帽弁のジェットは心室中隔欠損部に向かって

おり，右室心尖部に心室中隔欠損と思われるジェット
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上心臓型1例，下心臓型2例，HLHS　1例の合計7例
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を認めた．僧帽弁のMモードエコーでは著しい
flutteringを認めた．3回の連続波ドプラーの値は，日

齢8は2．1m／sec，2ヵ月時は2．6m／sec，10ヵ月時は

3．Om／secと次第に上昇していた．

7．特別講演

『先天性心疾患に対するカテーテル治療法の進歩』

　　　（東京女子医科大学循環器小児科）

　　　　　　　　　　　　　　　　門間　和夫
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