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　1．Reversed　modified　Blalock’Park法を施行し

た右鎖骨下動脈起始異常を伴うB型大動脈弓離断症

の2例一術後大動脈狭窄に対して行なったバルーン療

法を中心に一

　　　　済生会前橋病院小児科

　　　　　　　　　　　　岡田　恭典，小野　真康

　　　　同　循環器外科　石原　茂樹，杉山　喜崇

　　　　　　　　　　　　小沢　英樹，天野　英樹

　当院では1989年から1996年までに大動脈弓離断症

（IAA）10例，大動脈縮窄症（CoA）17例を経験し，全

例弓部再建術を施行した．そのうちわけはBlalock－

Park法3例，　Reversed　modified　Blalock－Park法

（RmBP法）2例，　Subclabian　flap法1例，　Mayer法

1例であった．このうち，術後圧較差を測定しえた16

例中，7例に対し術後経皮的血管形成術（PTA）を施

行した．全例PTAは有効で，　PTA前の平均圧較差は

49．2±19．7mmHgであったものがPTA後は22．0±

10．4mmHgとなった．

　従来IAA　type　Bは予後不良と言われている．今回

我々は右鎖骨下動脈起始異常を伴うIAA　type　Bの2

例に対しRmBP法及び術後PTA法施行して良好な

結果を得た．RmBP法は右鎖骨下動脈起始異常を伴う

IAA　type　Bに対する有効な手術法であるが，上行大

動脈は低形成であるため，術後に吻合部圧較差を生じ

ることがある．症例1では術後吻合部において58

mmHgの圧較差があったが，　NuMED社製
TYSHAKカテーテル5mm径2cm長による術後
PTAで圧較差32mmHgとなった．症例2では術後吻

合部において26mmHgの圧較差があったが，同カテー

テル7mm径2cm長による術後PTAで圧較差18
mmHgとなった．また，右鎖骨下動脈起始異常は術式

にも影響するため術前，正確に診断することが必要で

あるが梼骨動脈造影ではその診断が困難であり注意が

必要と思われた．

別刷請求先：（〒377）群馬県勢多郡北橘村下箱EB　779

　　　　　群馬県立小児医療センター　曽根　克彦

　結果：1）従来より予後不良とされているIAA　type

Bに対しRmBP法及び術後PTA法の併用により良
好な結果を得た．2）IAA　type　Bにおいて右鎖骨下動

脈起始異常の合併は比較的に多く，その合併は術式に

も影響するため正確な術前診断が必要である．

　2．僧帽弁閉鎖不全症を伴ったKirklin　I型VSD

の1手術例

　　　　群馬大学第2外科

　　　　　　大木　　聡，石川　　進，大滝　章男

　　　　　　高橋　　徹，坂田　一宏，村上　　淳

　　　　　　菅野　雅之，森下　靖雄

　　　　同　小児科　小林　敏宏，井上　佳也

　心室中隔欠損症（VSD）に合併した僧帽弁閉鎖不全

（MR）に対して，　mitral　valveplasty（MVP）を施行

し，良好な結果を得たので報告する．

　症例は，4歳の女児である．1ヵ月検診で心雑音を

指摘され，以後近医で経過観察されていたが，平成8

年4月心臓カテーテル検査を行ないVSD　I型，大動脈

弁右冠尖にprolapseを認め，MR　II度の診断で手術目

的に当科に入院となった．

　聴診では胸骨左縁第3肋間にLevine　4／6度のpan－

systolic　murmurと心尖部にLevine　2／6度のsystolic

murmurを聴取した．心エコー検査にて後交連寄りに，

収縮期に左房内へ向うモザイク状のジェットを認め

た．心臓カテーテル検査では右室流出路で02step　up

があり，L－R　shuntは19％，　Qp／Qsは1．31，　Pp／Psは

0．35で肺高血圧は認めなかった．左室造影ではMR　II

度，VSDのshunt　flowを認め，　Aortographyでは右

冠尖のprolapseを認めた．

　手術は中等度低体温下にblood　cardioplegiaを用

いて，心停止を得た後，経肺動脈にVSDを直接縫合し

た．次に右側左房を切開し，僧帽弁を観察すると前，

後尖とも肥厚が見られ，後尖の腿索が軽度短縮してい

た．最初後交連から後尖弁輪へ向けたフェルト付きU

字縫合を追加し，次いで前交連側にもフェルト付きU

字縫合を追加した．水試験，術中心エコーでMRI度

以下になったのを確認し，手術を終了した．
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　僧帽弁閉鎖不全の原因には種々の原因が考えられ

る．僧帽弁尖や弁付属器の形態異常のために生じる先

天性僧帽弁閉鎖不全症は多くはVSD，二次孔ASD，

PDAに合併する．本症例は後尖の腿索の短縮という形

態異常があり，徐々にMRが進行し，左房の容量負荷

のため僧帽弁輪の拡大が起こり，いっそうの悪化をも

たらしたと考えられた．

　結語：Kirklin　I型VSDにMRを合併した症例に

VSD閉鎖，　MVPを施行し良好な結果を得た．小児に

対する手術は可能な限り自己弁を温存する弁形成術が

第1選択であるが弁尖，腱索および乳頭筋自体の変化

が高度な症例では，弁置換を考慮する必要がある．

　3．Juxtapositionを合併した1－TGAに対する

Fontan手術の1例

　　　　済生会前橋循環器センター外科

　　　　　　　　　　　　小沢　英樹，石原　茂樹

　　　　　　　　　　　　杉山　喜崇，天野　英樹

　　　　同　小児科　　　小野　真康，岡田　恭典

　症例は4歳女児．診断は（SLL），1－TGA，　MA，　PS

（illf．十valv．），　PDA，　ASD（s｛nus　venosus），　VSD，

small　LVで，生後6カ月時に当科にてlt．　modified

BT　shunt（Gore－tex　4mm）施行されている．　shunt術

後3年を経過したため，根治手術目的に入院した．

　入院時身長は98cm，体重は14kgであった．血液ガス

分析ではroom　airにてPO、は41mmHg，　SatO2は

71％，BE．は　6．8だった．心臓カテーテル検査では

RA：（1ユ）mmHg，　RV：104／9mmHg，　PA：20／15（16）

mmHg，　Qp／Qs　O．73，　Rp：1．2，　PA　indexは278，

RVEDV：203％of　normal，　RVEF：61％だった．右

房造影ではJuxtaposition　of　RAAが確認され，肺動

脈造影にてlt．　PAの分岐部および末梢側に有意狭窄

を認めた．心エコー上TRを認めたが，軽度であり

Fontan手術が可能であると判断した．

　手術は塩酸モルヒネ使用下に胸骨正中切開にてアプ

ローチした．心膜切開するとAoはPAの左前より起

始し，Aoの左側にRA　appendageを認めた．　PDA及

びBT　shuntを結紮後，　AAo送血，直接カニュレー

ションによるSVC　IVC脱血にてCPB確立し，　Vf下

にPA切断して，中枢側断端を縫合閉鎖した．次にAo

clamp，心停止下にRA切開し，　ASDをパッチ閉鎖し

た．その後PA断端末梢側を，断端よりlt．　PAのBT

shunt吻合部の遠位側まで切開しRA　appenageの頭

側を先のRA切開に連続するように切開したものと

連続縫合した．吻合には自己心膜や他の異物を用いず

日小循誌　12（6），1996

RAのみで可能だった．　CPBよりの離脱は容易だっ

た．CPB時間は163分，　Ao遮断時間は112分だった．

術当日抜管し術後経過は良好であった．術後カテーテ

ル検査ではmPA：（16）mmHg，　RV：112／3mmHg，

PG（lt．　PA－mPA）：1．5mmHg，　RVEDV：125％of

norma1，　RVEF：46％だった．右房造影ではRA－PA

吻合部及び術前みとめあlt．　PAの狭窄は認められず，

RAからの血流は左右均等に流れていた．術後UCG

にても，術前と同程度の軽度のTRを認めた以外，異

常所見はなかった．術後経過は良好で現在外来観察中

である．

　4．両大血管右室起始症術後遠隔期に心内膜線維弾

性症を合併した1例

　　　　群馬県立小児医療センター循環器科

　　　　　　小林　富男，曽根　克彦，篠原　　真

　　　　公立富岡厚生小児科　　　　　小須田貴史

　心内膜線維弾性症は特発性のもの，心内膜心筋炎後

や圧負荷などによる2次性のものがある．我々は両大

血管右室起始症の遠隔期に心内膜線維弾性症を合併し

た1例を経験したので報告した．

　症例は16歳の女子で生後1カ月時の検診で紹介され

来院，ファロー四徴症と診断し，インデラール投与に

て経過を観察していたが，5歳2カ月時に心臓カテー

テル検査を行い両大血管右室起始症と診断，根治術

（intraventricular　tunnel，　trananural　patch）を施行

した．術後軽度の心拡大を残したため強心剤の内服を

続行した．術後1年8ヵ月で胸膜炎に罹患し，心拡大

が増強したが入院治療にて軽快した．その後，10歳頃

より再び心拡大が増強し心電図上も左室肥大やT波

の平低化を認めるようになった．16歳時に心拡大がさ

らに増大したため精査を勧め心臓カテーテル検査，心

内膜心筋生検を施行した．胸部X－PヒはCTRは
60％，ECGでは左室肥大と1，aV［、，　V、－V6に陰性T

波ぢ認めた．TlとMIBGを用いた心筋SPECTでは

前壁，心尖部，側壁に集積の低下を認め広範囲の心筋

障害が示唆された．左室造影では左室の拡大と著明な

収縮性の低下（EF：36％），左室流出路狭窄，肺動脈の

拡大を認めた．圧測定では主肺動脈：18／－6（3）

mmHg，右室：33／－2mmHg，大動脈：97／63（79）

mmHg，左室：169／5mmHg，左室～大動脈間で70

mmHgの圧較差を認めた．心内膜心筋生検では膠原病

線維と弾性線維の増生による著明な心内膜の肥厚（約

600μm），心筋細胞の核の種大な不整を認める心内膜

線維弾性症の合併を確認した．
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　結語：心内膜線維弾性症を合併した原因として，1）

左室流出路の狭窄（両大血管右室起始症のVSD　clos－

ing）による左室圧負荷，2）胸膜炎罹患時に心内膜炎を

合併して，その二次性の変化，3）根治術時の心筋障害

による二次性の変化，4）特発性などが推測される．現

在β遮断剤，利尿剤，血管拡張剤を投与し経過観察中

である．

　5．コントラストエコー法が有効であった右胸心を

伴う修正大血管転換症の1例

　　　　桐生厚生小児科

　　　　　　塩島　　健，石綿　桂子，針谷　　晃

　　　　　　桑島　　信，竹内　東光

　複雑心奇形を伴う症例では，その診断に苦慮するこ

とが多い．我々は右胸心に伴う複雑心奇形の1例を経

験したので報告する．

　症例は2カ月の男児で，家族歴で同胞女児が無脾症

候群にて口齢17で死亡している．患児は在胎41週0日

で経膣分娩にて出生し，出生時体重は3，630g，　Apgar

scoreは7－8－8．出生直後よりチアノーゼを認め，当院

NICUに入院した．　Dextrocardia，　TGA，　VSD，　PS

と診断し，PO、50mmHg前後で推移し経過良好で

あったため日齢32で一旦退院した．生後2カ月時に心

臓カテーテル検査目的にて再入院した．

　入院時，体重は5，254g，全身にチアノーゼを認め，

胸骨右縁第3肋間にLevine　3／6度の収縮期雑音を聴

取した．動脈血液ガス分析ではPHは7．341，　PCO、

42．7mlnHg，　PO2　53．4mmHg，　BE．－2．4，　SaO2

85．1％であった．心電図ではQRS平均電気軸は＋90

度，1誘導ではP波は陽性，II，　III，　aVFでP波が尖

鋭化しV7RでQ波を認めた．胸部X－PではCTRは
51％，右胸心を認め，胃胞は左側で肺血管陰影は減少

していた．心臓カテーテル検査では大腿静脈の穿刺に

失敗し右心カテーテル検査は施行できなかった．そこ

で，左心カテーテル検査にて左室造影を行い左側の解

剖学的右室より軽度に騎乗を伴う大動脈が起始し，右

側の解剖学的左室より肺動脈が起始していることを確

認した．そして，心房位の診断のためにAlbunex（静

注用エコー造影剤：0．1ml／kg）を用いてコントラスト

エコー法を施行し，右側の心房を右心房と診断した．

大きなASDは否定的で，騎乗した大動脈への右側心

室なからの血流が確認された．

　結語：本症例はDextrocardia，1－TGA，　VSD，　PSと

診断し，現在全身状態が良好なため経過観察中である

が，診断にAlbunexを用いたコントラストエコー法を
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施行し，心房位の決定，血流動態の把握等に有用であっ

た．

　6．先天性心疾患術後にsick　sinus　syndromeをき

たした1例

　　　　群馬大学小児科

　　　　　　小川　久美，井上　佳也，小林　敏宏

　小児の洞機能不全症候群では，いわゆる特発性の症

例は少なく，先天性心疾患に合併する例や心筋症や心

筋炎に続発する例，また，先天性心疾患の術後に発症

する例が知られている．私たちは先天性心疾患の術後

遠隔期に発症した洞機能不全症候群を経験したので報

告する．

　症例は15歳の女児である．初診時診断は心室中隔欠

損症で，6歳時に感染性心内膜炎を発症し僧帽弁閉鎖

不全を合併した．同年，心室中隔欠損閉鎖術を，9歳

時に僧幌弁置換術を施行した．その後経過は良好で

あったが，15歳になり不整脈を認めたため，電気生理

学的検査を日的に入院した．失神やめまいの既往はな

かった．入院時は脈拍の不整を認めた．胸部X線では

心拡大はなく，肺血管陰影は正常であった．心電図で

は洞調律の心拍数は62／分，QRS平均電気軸は＋113

度，PQ間隔は160msecで完全右脚ブロックを認めた．

ホルター心電図では平均心拍数66／分（22～140／分）で，

最長4．2秒の洞停止を認めた．心臓カテーテル検査では

左右短絡率は0％で，左室造影での左室駆出率は55％

であった．over　drive　suppression　testでは刺激頻度

130／分時に修正洞結節回復時間は2，180msecと修正

洞結節回復時間の延長を認めた．His束心電図では

HV間隔は80msecであり，HV間隔の延長を認めた．

Wenckbach周期発現の心房刺激頻度は140／分，房室

結節の有効不応期は380msec，機能的不応期は460

msecであった．

　結語：1）本症例が洞機能不全症候群を発症した理

由には心室中隔欠損閉鎖術や僧帽弁置換術の際の心内

操作による刺激伝導路の損傷，または感染性心内膜炎

による刺激伝導路の損傷が考えられる．2）本症例は脳

虚血症状を認めていないが，人工弁置換術後であり血

栓形成傾向が増す可能性があるためペースメーカー植

込の相対的適応であると思われる．

　特別講演

　学校検診で見つかる危険な不整脈と放置してよい不

整脈

　　　　名古屋大学小児科　　　　　　長嶋　正實
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第47回浜松小児科医会研究会

（第5回浜松小児循環器談話会）

日時平成8年5月18日（土）

会場アクトシティ浜松会議場

　1．川崎病急性期に冠動脈瘤の破裂を生じた1例

　　　　聖隷浜松病院小児科

　　　　　　横山　岳彦，鈴木奈都子，寺澤　俊一

　　　　　　鈴木　達雄，前田　尚子，西尾　公男

　　　　　　河野　親彦，瀬口　正史，鬼頭　秀行

　　　　同　病理科　　　　　　　　　小林　　寛

　重症型川崎病のγ一グロブリン不応例で巨大冠動脈

瘤の破裂による死亡例を報告した．症例は2歳，女児．

4病日，発熱にて当院入院5病日からのγ一グロブリ

ン400mg／kg／day　5日間で改善せず，不応例と考え

た．11病日よりステロイドとヘパリンの投与をし，炎

症反応は急速に改善した．22病日，突然ショック状態

となり，蘇生術を行ったが，反応せず急性心筋梗塞と

考え手術した．術中にて，左冠動脈主幹部の破裂によ

る心タンポナーデと診断したが，縫合閉鎖できず，死

亡した．冠動脈は三枝とも10mln前後の動脈瘤となり，

細胞浸潤にて動脈壁の構造は破壊されていた．炎症反

応の改善後も，冠動脈瘤の破裂を来すことがあり注意

が必要であると考えられた．

　2．摂食障害児の心合併症について

　　　　国立療養所天竜病院小児科

　　　　　　　　　　　　岩島　　覚，竹内　浩視

　　　　同　精神科

　　　　　　松本　英夫，斎藤　　巨，鈴木　雅乃

　摂食障害においては種々の心合併症の報告がみられ

るが，その一つとして心膜液貯留はその成因やそれが

心機能に及ぼす影響についての検討は少なく詳細は不

明である．当院では摂食障害児9例のうち4例に心膜

液貯留を認め心膜液貯留群ではT3値が低い傾向にあ

り体表面積あたりの推定左室心筋重量の検討では心膜

液のない群より増加していた．摂食障害児における心

合併症のひとつである心膜液貯留が心機能におよぼす

影響について検討した．

　3．尿路感染症の経過中に冠動脈拡張を起こした1

症例

　　　　浜松北病院小児科

　　　　　　　　　　　　西田　光宏，宮本　礼子

　　　　浜松医科大学小児科　　　　　伊熊　正光

　症例：1歳男児で平成7年12月31日から発熱と

BCG接種の跡が発赤腫脹が認められ，1月11日まで，

経過観察するも改善なく紹介入院となる．

　理学的所見：心，肺，腹部所見に異常ないが，眼球

結膜は軽度充血し，咽頭と扁桃の発赤とBCG接種跡

の発赤，腫脹を認めた．

　経過：輸液と抗生剤の投与で解熱した．尿培養で腸

内細菌が検出され，腹部エコーとCTで肝脾腫と左水

腎症，膀胱造影で左の2度の膀胱尿管逆流が確認され

た．心エコーで左右の冠動脈の軽度拡張が認められ，

CAGでも同様の所見を得た．

　考察：川崎病が尿路感染症に合併したと考えた．
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