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研究会抄録〉

第56回東海小児循環器談話会

時

所

人

　

　

話

日
場
世

平成6年11月12日（土）

名古屋第二赤十字病院　加藤化学記念カンファランスホール

名古屋第二赤十字病院小児科　岩佐　充二

　1．学校検診心電図のST－T異常にて発見され，単

冠動脈として経過観察中，心筋肥厚が進行してきた1

例（第42回本会発表例のその後）

　　　　名城病院小児循環器科

　　　　　　　　　　　　木村　　隆，牧　　貴子

　8歳時，学校検診心電図でST低下を指摘，11歳時，

心臓カテーテル検査を行い単冠動脈高位起始と診断，

そのための心電図変化と考え第42回の本会に報告し

た．14歳頃より心電図波形の変化，心エコーにおける

心筋肥厚に気付き肥厚性心筋症を疑い始めた．

　16歳の本年，左室拡張末期圧の上昇と，タリウムと

BMIPPの心筋シンチ所見のかい離が見られた．

　以上の臨床経過，検査所見より肥厚性心筋症と診断

を改め，現在ACE阻害剤の内服のもとに経過観察中

である．

　2．学校検診で発見された原発性肺高血圧症4例の

検討

　　　　名古屋大学小児科

　　　　　　　　　　　　長野　美子，後藤　雅彦

　　　　　　　　　　　　馬場　礼三，長嶋　正實

　　　　社会保険中京病院小児循環器科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　松島　正氣

　1984～93年に名古屋市の学校心臓検診を受けた約53

万人の中に4例（小1で3例，中1で1例）の原発性

肺高血圧症が含まれており，3例は検診で初めて発見

された．市外の検診で発見された高1の1例を含めた

自験例4例を報告した．

　全例，自覚症状はほとんど無く，中1で発見された

症例の小1時の心電図は正常であった．高1で発見さ

れた症例の小1時の心電図は正常であったが，中1時

の心電図は右室肥大であった．早期に発見し治療を開

始するためには現在行われていない小4での検診も必

要と考えられた．

　3．1度房室ブロックで経過観察中，失神発作をき

たした11歳女児例

　　　　名古屋市立大学小児科

　　　　　　三輪　恭裕，水谷　圭吾，浅井　朋子

　　　　　　矢守　信昭，水野寛太郎

　　　　西尾市民病院小児科　　　　　馬庭　浩子

　　　　名古屋市立大学第1外科

　　　　　　加藤　英夫，三島　　晃，鈴木　克昌

　1度房室ブロックで西尾市民病院にて年一回のfol－

low．その後3度房室ブロック出現，　Holterにて心室

停止，VPC頻発を認め，当科受診．　ECG検査で3度房

室ブロック，Triple　Masterで1度房室ブロックを認

めた．その後，運動中に失神発作出現，発作後のHolter

で夜間は1度房室ブロック，昼間は3度房室ブロック，

1度から3度に移行するときに心室停止を認めた．そ

の後pacemakerの植え込み術を施行．術後のHolter

では夜間に1度房室ブロックを認め，昼間はall　pac－

ingの状態，　Triple　Masterではall　pacingの状態で

あった．現在も経過観察中である．

　4．不整脈を主徴としポリオウイルスが検出された

急性心筋炎の1例

　　　　聖隷浜松病院小児科

　　　　　　　　　　　横山　岳彦，西尾　公男

　　　　　　　　　　　瀬口　正史，鬼頭　秀行

　3カ月男児．感冒様症状で発症．3病日当院受診．

入院時，心拍数225，ギャロップリズムを認め，心電図

は心房粗動．DC，　ATPにて停止せず，ジゴシンの急

速飽和法にて改善．その後，頻拍発作あり，7病日，

プロプラノロールで頻拍発作は消失，PAT　with　block

とした．10病日，正常洞調律となった．入院時の糞便，

咽頭粘液よりポリオウイルス（ワクチン株）が分離さ

れたが，他の免疫学的検討ができず原因ウイルスは決

定できなかった．

　5．脳炎，心筋炎後に拡張型心筋症に移行した1例

　　　　名古屋第二赤十字病院小児科

　　　　　　藤田　直也，武田　　紹，早川　　聡

　　　　　　矢守　信昭，岩佐　充二，安藤恒三郎

　症例は33w6d，2，282gで出生．日齢6に哺乳不全で

発症．ECG，心エコー，心筋逸脱酵素の上昇，心筋シ
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ンチ所見より心筋炎と診断した．また髄液細胞数ヒ昇

及び頭部CT所見より脳炎合併と診断した．入院後は

心拡大が徐々に進行し，心収縮力に改善見られず．神

経学的異常無く退院するも，その後も心収縮力低下，

及び心拡大は持続しており，拡張型心筋症へ移行した

と考えられた．原因ウイルスは不明である．

　6．体外式補助循環を用いて救命し得た7カ月男児

の劇症型心筋炎の1例

　　　　市立岡崎病院救命センター　　野田　　篤

　　　　同　小児科　　　長井　典子，小倉　良介

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　　　　　　増本　　弘，関　　　章

　　　　同　ME　　　　和田　英喜，西分　和也

　我々は7カ月の劇症型心筋炎の男児に体外式補助循

環（ECMO）を用いて救命し得たので報告した．症例

はショック状態で当院紹介入院．CPKの上昇と心エ

コーでの左室の著しい拡大と駆出率の低下（EF　10％

以下）を認め，心筋炎と診断した．人工呼吸管理とし，

ドーパミン投与で血圧の維持をしていたが，翌日急激

な心拍，血圧の低下を来たし，ECMOの適応と判断し

た．ECMO中は後負荷の軽減に苦慮したが，1週間後

ECMOから離脱できた．1カ月後EFの低下した
DCM様ではあるが，内服薬のみで管理できている．

　7．当科におけるPPHNの治療

　　　　県立岐阜病院新生児科

　　　　　　加藤　智美，市橋　　寛，坂井　敦子

　　　　　　長澤　宏幸，伊上　良輔，桑原　直樹

　　　　　　増江　道哉

　　　　県立岐阜病院小児科

　　　　　　　　　　　　山崎　嘉久，伊佐井　馨

　　　　多治見市民病院小児科　　　　中村　　浩

　平成4年4月より平成6年6月までに当科に入院

し，心エコー検査にてPPHNと診断された11例につ

き検討を行った．その結果，肺血管拡張作用に加え，

心機能の改善による静注用ニトログリセリンの

PPHNへの有効性が示唆され，仮死などによる虚血性

あるいは低酸素性の心筋障害を合併したPPHNの治

療効果が期待される．今後は心機能の検索を十分に行

い，個々の症例の病態に適した治療を選択していく必

要があると考えられた．

　8．Rendu・Osler・Weber症候群に合併した右肺動

静脈痩に対し，コイル塞栓術を施行した1女児例

　　　　豊川市民病院小児科

　　　　　　田中　　宏，高橋　朱里，千原　　克

日本小児循環器学会雑誌　第ll巻　第6号

　　　　　　河［　信治，小澤　　徹

　　　　豊川市民病院放射線科

　　　　　　　　　　　　佐々木　繁，深谷　信行

　　　　　　　　　　　　安藤　啓一，水谷　　優

　　　　藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院小児科

　　　　　　　　　　　　　　　　　大須賀明子

　肺動静脈痩に対しコイル塞栓術を施行し良好な結果

が得られたので報告した．症例は14歳女児．主訴：頭

痛，めまい，チアノーゼ．遺伝歴（父親の弟が肺動静

脈痩），頬部，手掌に毛細血管拡張，反復する鼻出血よ

りRendu－Osler－Weber症ll英群と診断．心カテ：右左

短絡率＝17．6％，肺動脈造影にて右肺動脈のS2領域に

φ30mmの腫瘤状の動静脈痩とφ8mmの流入動脈を

認めた．塞栓術は，Wedge　Berman　7FrとTracker－

183Fr　cathを用い，　FPC（Fibered　Platinuln　Coil）

を合計12個，脱落することなく安定して流入血管に留

置できた．PaO2＝58．7→102．8，酸素飽和度＝93．0→

98．1と改善し，チアノーゼは消失した．

　9．喉頭横隔膜症を伴ったファロー四徴症
（CATCH22症候群）の1例

　　　　大垣市民病院小児循環器科

　　　　　　　　　　　　伊神　　剛，安田東始哲

　　　　　　　　　　　　西端　健司，田内　宣生

　　　　同　胸部外科

　　　　　　加藤　紀之，村山　弘臣，西澤　孝夫

　　　　　　桜井　　一，原　　修二，村瀬　允也

　　　　中京病院心臓血管外科　　　　前旧　正信

　喉頭横隔膜症を伴ったCATCH22症候群を経験し

たので報告した．患者は4カ月に女児で主訴は喘鳴で

あった．ファロー四徴症と診断，同疾患に対して，B－T

シャントを施行．喉頭内視鏡で先天性喉頭横隔膜症と

診断．またファロー四徴連続12例に対して，D22S75を

用いたFISH法により第22番染色体qll．2欠損の有無

を検索し，今回の症例を含む3例に第22番染色体部分

欠損を認めた．3例はともに鼻声を認め，極型ファロー

四徴症（PA＋VSD）であった．

　10．チアノーゼを呈する33歳ASDの1例

　　　　名古屋第一赤十字座院小児医療センター循環

　　　　器科

　　　　　　羽田野爲夫，中村　重男，瀧本　洋一

　症例は33歳の女性．5歳時心房中隔欠損の手術既往

あり．心電図異常を指摘され胸部絞拒感もあって受診．

ばち状指，高Ht，低酸素血症あり．心カテーテル検査，

肺生検にてASD遺残短絡と肺高血圧症を診断．肺血
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流シンチ，胸部CTで肺動静脈痩を否定．しかし

cyanosisを説明できず下肢からコントラスト心エ

コー施行，下大静脈から左右心房が同時に造影され，

ASD閉鎖術で下大静脈から左房への通路を作ったと

思われ再手術を予定した．

　11．ブロック手術後純型肺動脈閉鎖の肺動脈弁狭窄

に対しバルーン拡張術を施行した1例（手術前後の管

理を含めて）

　　　　社会保険中京病院小児循環器科

　　　　　　生駒　雅信，松島　正氣，小川　貴久

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　前田　正信，安田　　公，佐井　　昇

　　　　　　岩瀬　仁一，竹村　春起

　　　　刈谷総合病院小児科　　　　　兼子　哲一

　　　　名古屋大学小児科　　　　　　長嶋　正實

　症例は口齢1，チアノーゼあり．日齢29，当院入院．

IipoPGEiをPGEICDに変更し心不全となる可能性を

考え早期に減量し，日齢64，ブロック手術を施行した．

術後十分なチアノーゼの改善がなく心エコーにて右室

流出路の狭窄が疑われたため術後継続して投与してい

たDopaminを中止したところ徐々にチアノーゼは改

善した．日齢122バルーン肺動脈弁形成術を施行．術後，

右室肺動脈圧較差は77から54mmHgへと減少し，その

後の心エコーでは圧較差は38mmHgと，良好な経過に

て日齢138退院した．

　12．大動脈弓離断症（Celoria－Patton　type　B）を

伴ったDORV　with　Subpulmonary　VSDの1例

　　　　豊橋市民病院小児科

　　　　　　大林　幹尚，白谷　尚之，岡本　優子

　　　　　　石濱　広美，小久保　稔，小山　典久

　　　　　　鈴木　賀巳，西村　　豊

　症例はチアノーゼを主訴に紹介入院となった．日齢

0の女児（在胎40週3日，出生体重2，902g）．精査にて

大動脈弓離断症（Celoria－Patton　type　B）を伴った

DORV　with　Subpulmonary　VSDと診断．大動脈と肺

動脈の位置関係はside　by　side．大動脈弁輪部径4～5

mm，肺動脈弁輪径15mm，上行大動脈最狭部径3．5

mm，心室中隔欠損7mmだった．

　13．肺動脈弁欠損を伴ったFallot四徴症の2手術

例

　　　　社会保険中京病院心臓血管外科

　　　　　　安田　　公，前田　正信，佐井　　昇

　　　　　　岩瀬　仁一，竹村　春起

　　　　同　小児循環器科
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　　　　　　松島　正氣，生駒　雅信，小川　貴久

　　　　名古屋大学小児科　　　　　　長嶋　正實

　　　　豊川市民病院小児科　　　　　田中　　宏

　　　　安城厚生病院小児科　　　　　小川　昭正

　最近経験した，Fallot四徴症に伴った肺動脈弁欠損

の2手術例についてVTRで紹介した．1例は3カ月

時に，肺動脈縫縮術及びRastelli型根治術を行った

が，人工呼吸離脱困難のため，2カ月後，左肺動脈縫

縮を追加した．他の1例は，2カ月時に，肺動脈縫縮

術及びRastelli型根治術を行ったが，残存流出路狭窄

のため，2週後，流出路狭窄解除を行い，ともに人工

呼吸離脱に成功した．いずれも，気管内挿管後の緊急

手術例であった．

　14．ファロー四徴症，肺動脈閉鎖に対し右室肺動脈

後壁直接吻合にて右室流出路形成術を行った1例

　　　　大垣市民病院胸部外科

　　　　　　加藤　紀之，村瀬　允也，原　　修二

　　　　　　桜井　　一，西沢　孝夫，村山　弘臣

　肺動脈閉鎖を伴うファロー四徴症ではconduitを使

用したRastelli手術が施行されることが多いが，術後

人工血管の内腔狭窄や弁機能不全などにより数年以内

に20～30％の割合で再手術を余儀なくされるという報

告がある．今回，ファロー四徴症・肺動脈閉鎖に対し

てcOnduitを使用せず右室流出路を拡大するREV法

を行い，術後経過良好な症例を経験した．

　15．経皮的心肺補助（PCPS）を行い救命し得た単心

室に対する中隔形成術の1例

　　　　名古屋第二赤十字病院心臓血管外科

　　　　　　下村　　毅，田嶋　一喜，阿部　知伸

　　　　　　井尾　昭典，末永　義人

　　　　同　小児科　　　岩佐　充二，早川　　聡

　　　　同　ME　　　　山田　悌士，薗田　　誠

　　　　　　　　　　　　中村　智裕，渡辺　宏枝

　　　　名古屋大学胸部外科　　　　　渡辺　　孝

　　　　名古屋市立大学　　　　　　　矢守　信昭

　症例は4歳男子．単心室（Holmes　heart）の診断で

2歳時にB－T　shunt施行．3歳時心カテ検査でPA

index＝323，　LVEDV＝117ml（129％of　Normal）で

biventricular　repair可能と考え，4歳で中隔形成術を

施行．術直後より無尿となり術後25日間で大腿動静脈

よりPCPSを始めた．重篤な下肢虚血を呈したため，

大腿動脈末梢側にも送血ラインをおき，無尿に対して

は持続血液濾過を組み込み対処した．術後4日目に

PCPSから離脱し，遷延する腎不全には腹膜透析で管
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理し，術後50日で退院した．

　16．自己肺動脈片による総動脈幹症（A2）の新生児

期根治例

　　　　名古屋市立大学第1外科

　　　　　三島　　晃，鈴木　克昌，加藤　英夫

　　　　　成田　幸夫，井口　智雄，松本　幸三

　　　　　吉冨　裕久，鵜飼　知彦，伊藤　　斉

　　　　　真辺　忠夫

　日齢19日，体重2．4kgの総動脈幹症（Van　Praagh分

日本小児循環器学会雑誌　第ll巻　第6号

類A2）の男児に対し自己肺動脈片による心内修復術

を行った．総動脈幹のバルサルバ洞近くまで深く切り

込み，大きな肺動脈片により右室流出路後壁を形成し，

前壁にはMVOP12を用いた．術後7時間にPH　crisis

となりECLHAを施行し3口後に離脱した．その後の

経過は比較的順調で12病日にICU退室し，42病日に退

院した．40病日に行った心エコー検査では，肺動脈分

岐部に圧差35mmHgのperipheral　PSを認めたが他

に異常所見はなかった．
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