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第57回東海小児循環器談話会

時

所

人

　

　

話

日
場
世

平成7年3月11H（土）

名古屋大学医学部附属病院　特殊診療棟3階会議室

名古屋大学医学部附属病院小児科　馬場　礼三

　1．胎内診断されたEctopia　cordis，　Lower

celosomiaの1例

　　　　豊川市民病院小児科

　　　　　　田中　　宏，高橋　朱里，千原　　克

　　　　　　河口　信治，小澤　　徹

　　　　豊川市民病院小児外科　　　　大和　俊信

　　　　厚生連加茂病院小児科　　　　大須賀明子

　産科スクリーニング検査にて双胎第2児に異常を指

摘され，妊娠30週5日胎児心エコー検査を施行した．

第1児は特に異常所見は見られなかった．第2児は心

内基本構造に異常はないが，心室の一部が胸腔外に，

腹部臓器の大部分が羊水中に逸脱していた．月齊帯は確

認できなかった．妊娠36週4日，帝切にて出生．第1

児はBW　2，628g，　Apgar　9点で異常はなかった．第2

児はBW　1，400g，　Apgar　1点で出生した．胸骨下部欠

損の心臓脱，膀帯ヘルニアと総排泄腔外反を認めた．

　2．低出生体重児のCritical　PSに対しBrock手

術，BVPを施行した1例

　　　　市立岡崎病院小児科

　　　　　　長井　典子，小倉　良介，糸洲　朝久

　　　　　　冨田　　博，中川　恒夫，矢澤　　武

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　関　　　章，梶山　　真

　　　　　　　　　　　　増本　　弘，佐々木通雄

　症例は子宮内発育遅延のため，36週1，664gで帝王切

開で出生．心エコーにて，右室の低形成を伴うcritical

PSと診断した．　PDA依存性であるため日齢9よりリ

ボPGE1を開始した．日齢44に心カテ．ガイドワイヤー

はPAに挿入できたがカテーテルはPAに入らず，

BVPを断念した．Brock手術後PGE1から離脱できな

かったため，日齢58にBVPを行った．　BVP後RVP

120→75mmHg，　PAP　80／60→75／40mmHgとなった．

その後PGE1から離脱できた．

　3．極低出生体重児（1、126g）の重症肺動脈弁狭窄

症に対する経皮的バルーン弁形成術の経験

　　　　聖隷浜松病院小児科

　　　　　　横山　岳彦，西尾　公男，瀬口　正史

　　　　同　産婦人科　　　　　　　　村越　　毅

　在胎26週6日，双胎間輸血症候群の受血児，極低出

生体重児（VLBWI）（1，126g）の重症肺動脈弁狭窄症

（PS）に経皮的バルーン弁形成術（BVP）を行った．

日齢9，肺動脈弁の流速4．63m／s，三尖弁逆流の流速

3．92m／sで，未梢動脈圧58／32mmHgであり左室圧を

越えるPSと診断．直ちにBVPを行った．　PSの解除

に成功したが，術後2時間で動脈管の再開通によると

考えられる肺出血で死亡した．VLBWIへのBVPに

ついて考察したので報告した．

　4．興味ある経過をとった新生児simple　CoAの1

例

　　　　名古屋市立大学小児科

　　　　　　大呂陽一郎，竹内　治恵，浅井　朋子

　　　　　　矢守　信昭，水野貫太郎

　　　　聖霊病院小児科　　　　　　　牧　　兼正

　症例は，在胎37週0日，出生体重2，715g，双胎第一

子として出生した男児．1カ月健診にて多呼吸，陥没

呼吸を指摘され，CoAを疑われた．上下肢血圧差（35

mmHg）をみとめ，　Lipo　PGE1を使用し，圧較差は15

mmHgまで軽減した．心臓カテーテル検査でも，上行

大動脈と下行大動脈との圧較差は15mmHgであり，

PDAも閉鎖していたため，　Lipo　PGEiを中止した．経

過観察中に再び上下肢血圧差（75mmHg）が出現し，

再度心臓カテーテル検査を行ったところ，高度の狭窄

を認めたため，end・to－end　anastomosisによるCoA

repairを行った．

　5．川崎病経過中に多量の心嚢液貯留を認めた1例

　　　　名古屋第一赤十字病院小児循環器科

　　　　　　　　　　　　松浦　恩来，瀧本　洋一

　　　　　　　　　　　　中村　重男，羽田野為夫

　　　　尾西市民病院小児科　　　　　成瀬　　宏

　症例は，9カ月男児で，川崎病の主症状が認められ

入院した．ガンマグロブリン静注とアスピリン内服と

で症状は軽快したが，第44病日に多量の心嚢液貯留が

みられ，心嚢液刺を実施して，多量の血液を排液した．

その後は順調に経過し退院した．経過中冠動脈病変は
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みられなかった．川崎病経過中に多量の心嚢液貯留を

みる症例が報告されており，冠動脈病変との関連性に

ついて議論されているが，その一例として報告した．

　6．この症例をどうする？僧帽弁狭窄，心室中隔欠

損，肺高血圧の1例

　　　　岐阜県立岐阜病院小児科

　　　　　　山崎　嘉久，伊在井　馨，清水　英樹

　　　　　　中村こず枝，伊藤　玲子，安田　雅則

　　　　同　新生児科

　　　　　　長澤　宏幸，桑原　直樹，増江　道哉

　　　　　　加藤　智美，伊上　良輔，坂井　敦子

　　　　　　市橋　　寛

　　　　東濃病院小児科　　　　　　　長谷川誠一

　症例：生後2時間よりチアノーゼを認め当院新生児

センターに入院，心雑音は認めず，酸素投与にて肺うっ

血を認め心室中隔欠損，肺高血圧の診断のもと管理を

開始，生後2カ月，僧帽弁狭窄に気づかれた．その後

も肺高血圧の所見が持続するため，生後10カ月心精査

した．Room　air下ではPp／Ps＝0．96，　Rp＝12．66unit・

m2で，酸素投与にてPp／Ps＝0．85，　Rp＝2．18unit・m2

となった．左室壁運動の低下，胸部CTにて過膨張と

無気肺の混在を認めた．僧帽弁弁輪径15mmの本症例

の外科的治療の適応，時期，方法について議論された．

　7．肺動脈弁欠損に動脈管開存を合併した1例

　　　　名城病院小児循環器科

　　　　　　　　　　　　木村　隆，牧　貴子

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　近藤　正文，狩野　良雄

　　　　　　　　　　　　安田　敬史，牧　　棟雄

　38週，帝王切開2，980grにて出生（Apgar　10），診察

時に連続性心雑音を指摘され，心エコー検査にて肺動

脈弁欠損と診断された．内科治療に関わらず2カ月頃

より呼吸不全が進行し高二酸化炭素血症を来したた

め，挿管，呼吸管理が必要となった．心臓精査および

ヘリカルCT検査にて，左肺気管支の狭窄，　PDAの合

併を認めた．

　3カ月時体重3，726grにて動脈管結紮，豚心膜単弁

付きパッチによる右室流出路及び肺動脈弁形成，心房

中隔欠損閉鎖を行った．

　8．運動によって誘発された上室頻脈性不整脈の検

討

　　　　中津川市民病院小児科　　　　大橋　直樹

　　　　名古屋大学小児科

　　　　　　　　　　　　長野　美子，後藤　雅彦
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　　　　　　　　　　　　馬場　礼三，長嶋　正実

　学校検診では各種の不整脈が発見されるが，一般に，

予後良好で，運動制限が必要な不整脈は多くない．し

かし，時に運動負荷により不整脈が誘発されることが

ある．今回我々は，運動負荷によって誘発された上室

頻脈性不整脈について検討した．その結果一見軽微な

不整脈でも運動負荷で誘発される不整脈が認められる

ことがあり，運動中や負荷直後に動悸や何らかの症状

を訴える場合には，運動負荷を行いその原因を検索す

る必要があると考えられた．

　9．上室性頻拍発作の13歳男児例

　　　　岐阜県立多治見病院小児科

　　　　　　　　　　　　山田　祥子，中野　正大

　　　　名古屋市立大学小児科　　　　水野寛太郎

　症例は，13歳男児．左房調律で，心拍数が臥位100，

坐位120，立位140，運動負荷（ダブルマスター）時200

以上と体位や運動，精神的緊張によって大きく変化し，

ODテストの結果，起立性調節障害という診断で外来

で経過観察されていた．心拍数80程度では，洞調律に

なることもあった．今年の1月に頻拍発作をおこして

入院．ATP，　Ca拮抗剤，　Disopyramide，　DC使用し，

最終的に，β一プロッカーとジギタリスで発作はコント

ロールされた．発作時と運動負荷時で心拍数が同じで

あるのに，心電図のQRS波形やPQ間隔が異なって

おり，何らかの副伝導路を介したリエントリーと自動

能の充進の関与が疑われた．今後，EPS等を施行し，

運動制限とβ一プロッカーで外来管理を行っていく予

定である．

　10．早期に右室収縮性低下をきたした修正大血管転

位症，大動脈縮窄症，完全房室ブロックの1例

　　　　社会保険中京病院小児循環器科

　　　　　　生駒　雅信，小川　貴久，松島　正気

　　　　名古屋大学小児科　　　　　　長嶋　正実

　症例は38週4日2，592gで出生．完全房室ブロックあ

り，心室拍数は60／分，心エコーにて修正大血管転位症

（SLL），CoA，　ASDをみとめたがVSD，三尖弁逆流は

なかった．心不全の増強が見られたため日齢40，CoA

解除術を施行し同時に心筋電極をうえこみペーシング

を開始したが術後解剖学的右心室の進行的な収縮性の

低下をみとめ日齢171心不全のため死亡した．修正大血

管転位症の予後はその合併心奇形の種類，三尖弁逆流，

房室ブロックによるが経過中の右室機能不全の進行も

推測されている．CoAの修復が右室の量負荷となり右

室収縮性低下の進行を早めた可能性も考えられた．
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　11．チアノーゼを呈する33歳心房中隔欠損症術後の

1例一第2報一

　　　　名古屋第一赤十字病院小児医療センター循環

　　　　器科

　　　　　　　　　　　　羽田野為夫，松浦　恩来

　　　　　　　　　　　　瀧本　洋一，中村　重男

　　　　同　胸部外科　　　　　　　　秋田　利明

　33歳女性．5歳時，ASDの手術歴あり．心電図異常

を指摘され，また左胸の絞拒感もあって受診．ばち状

指，多血症，低酸素血症あり．心エコーにて心房レベ

ルの右左短絡を疑われた．心臓カテーテル検査，肺生

検にてASD遺残短絡と肺高血圧症と診断．遺残欠損

口が下大静脈を跨ぐようになって，右左短絡を生じた

ものと考え，開心術（ASD閉鎖）を施行した．術後心

臓カテーテル検査ではやや肺高血圧を残すも，動脈血

酸素飽和度は正常化した．

　12．術後ECMOを使用し救命し得たHLHSの1
手術例

　　　　大垣市民病院胸部外科

　　　　　　小林　　聡，玉木　修治，原　　修二

　　　　　　桜井　　一，西澤　孝夫，村山　弘臣

　　　　社会保険中京病院胸部外科　　前田　正信

　HLHSの患児に対し，生後21UにNorwood手術を

施行した．術直後に低0、血症となったが，右房に挿入

しておいたdouble　lunien　cath．を用い，　ECMOを行

うことで対処し，術後3日目にECMOから離脱，術後

15日で呼吸器を離脱し，術後61日元気に退院すること

ができた．術後肺血管抵抗が高い時期の低0，血症に対

するECMOは，肺血管抵抗が低ドし肺血流がふえ低

0，血症が改善してくるまでの対策として有用と考え

られた．

　13．TAPVC（Ila）の1例一PHに対するNO使用
の是非一

　　　　名古屋大学医学部胸部外科

　　　　　　寺西　克仁，渡辺　　孝，小池　　明

　　　　　　川［　　鎮，村瀬　允也

　　　　名古屋大学医学部小児科

　　　　　　　　　　　　長野　美子，後藤　雅彦

　　　　　　　　　　　　馬場　礼三，長嶋　正実

　肺高血圧（PH）症例に対して，一酸化窒素（NO）

吸入が，肺血圧を低下させ，その有効性が報告されて

いる．今回，Darling分類IIa型の総肺静脈還流異常症

（TAPVC）に対して，根治術を施行し，術後に持続し

たPHに対してNOを使用した．最終的には末梢性の
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肺静脈低形成によるPHではないかと考えられ，この

症例でのPHに対するNO使用の是非について検討
した．

　14．稀な形態を示したTAPVC（III＋Ib）の1手術

例

　　　　社会保険中京病院心臓血管外科

　　　　　　佐井　　昇，前田　正信，安田　　公

　　　　　　岩瀬　仁一，竹村　春起

　　　　同　胸部外科　　　　　　　　高橋　虎男

　　　　同　小児循環器科

　　　　　　松島　正氣，生駒　雅信，小川　貴久

　心Echoで混合型TAPVCと診断したが，右側PV

の形態は不明であった．胸部X－Pで，右側肺のうっ血

像が著明となり，確定診断のため術前造影を予定した

が施行せぬまま緊急手術となった．結果はTAPVC

III＋Ibで，左右PVは共通幹を形成しておらず，1tPA

は垂直Vへ流入していたが，rtPVはSVCと索状物の

連続性を認めるが完全に閉塞していた．1tPVはLAA

と直接吻合し，rtPVはGore－tex人工血管を介在させ

LAと吻合し救命した．

　15．DORV，　Jatene術後の胸水に胸腔一腹腔内

シャントが奏功した1例

　　　　大垣市民病院小児循環器科

　　　　　　　　　　　　石田　英樹，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

　　　　　　原修二，玉木修治
　2生日にチアノーゼ，多呼吸を主訴に人院した男児．

心エコー，榛骨動脈造影によりDORV（subpulmonary

VSD），　PDA，　CoAと診断．16生日CoA－ectomy

（EAAA＋reverse　Hap），　PAB（30mm）施行．チアノー

ゼが強いため25生口BASを試みたが成功せず．30生

日根治術（intraventricular　rerouting，　Jatene’s　op．）

施行．冠動脈はShaher－3°C．術後胸水のコントロール

に難渋し胸腔一腹腔内シャント術を施行．根治術後56

口に抜管した．

　16．左肺動脈の切断，再建により気道狭窄を解除し

得たVSD，　Dextrocardiaの1例

　　　　名古屋市立大学第1外科

　　　　　　吉富　裕久，鈴木　克昌，三島　　晃

　　　　　　加藤　英夫，成田　幸夫，井口　智雄

　　　　　　松本　幸三，鵜飼　知彦，真辺　忠夫

　症例は血管輪，Dextrocardia（IVA），　VSD，　PH，
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気道狭窄の3カ月男児．動脈管，異常右鎖骨下動脈の

結紮切離術を行い，血管輪を解除したが，気道狭窄が

残存して呼吸管理を必要とした．再手術としてVSD

閉鎖，右肺動脈を切断，再建して右肺動脈による気道

圧迫を解除し，術後7日で呼吸器より離脱し得た．本

症はDextrocardiaという形態的要因により右肺動脈

が気管を圧迫し，気道狭窄を生じたものと考えられた．

　17．術後左室流出路狭窄の進行した心室中隔欠損兼

大動脈縮窄兼動脈管開存の1例

　　　　豊橋市民病院小児科

　　　　　　白谷　尚之，大林　幹尚，岩井　克成

　　　　　　岡本　優子，石浜　広美，小久保　稔

　　　　　　小山　典久，鈴木　賀巳，西村　　豊

　　　　同　胸部外科

　　　　　　　　　　　　小林　淳剛，大原　啓示

　　　　　　　　　　　　山崎　武則，中山　雅人

　在胎39週，出生体重2，653gにて出生し，生後間もな

くより心雑音に気づかれ，VSD＋PDAとして経過観

察されていた．当院には9カ月時に紹介され，10カ月

時に心臓カテーテル検査施行した結果，VSD（per・

imembranous　defect）＋PDA＋mild　CoA＋PHと診

断し，VSD　patch　closure＋PDA　Iigationを行った．

1歳11カ月に術後評価のため心臓カテーテル検査を行

いAsr＋mild　CoA＋small　PDAと診断したが，　Asが

比較的軽度であったため，経過観察とした．その後外
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来にて経過観察中にAsの進行が危惧されたため，3

歳3カ月時に再度心臓カテーテル検査を行ったが，左

室流出路の圧較差が90mmHgと増悪していた．

　18．術後にMRSA顕性感染を合併した3例につい

て

　　　　岐阜県立岐阜病院新生児科

　　　　　　桑原　直樹，長澤　宏幸，増江　道哉

　　　　　　市橋　　寛，坂井　敦子，伊上　良輔

　　　　　　加藤　智美

　　　　同　小児科　　　山崎　嘉久，伊在井　馨

　　　　多治見市民病院小児科　　　　中村　　浩

　新生児期はメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（以下

MRSAと略す．）により重篤な感染症に侵される可能

性が高く，さらにこれらの新生児に外科的侵襲を加え

ることは，一層感染症発症の危険性を高めることとな

る．当科において，最近3例の術後MRSA感染症を経

験した．3例はTOF，　IAA（type　B），　PAのため出

生直後より長期間NICUに入院していた児であり，2

例はLipo－PGE1の持続投与を，1例は人工呼吸管理を

おこなっていた．発症した3例は術前より皮膚，咽頭

よりMRSAが検出されており，術後1週間前後に

MRSAによる敗血症，肺炎，皮膚膿瘍を認めた．発症

後はVCM（30mg／kg／day）に抗生剤を変更したが，

全例症状の改善を認めた．
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