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第31回東北小児心臓研究会

日時：平成8年11月16日

会場：勝山館（仙台市）

世話人：田林　胱一（東北大学胸部外科）

　1．新生児・乳児期早期体肺動脈短絡症例の検討

　　　　福島県立医科大学心臓血管外科

　　　　　　小野　隆志，星野　俊一，岩谷　文夫

　　　　　　猪狩　次雄，佐戸川弘之，渡辺　正明

　　　　　　佐藤　晃一，三沢　幸辰

　過去5年間に生後3カ月以下で体肺動脈短絡術を施

行した16例について検討した．

　症例の内訳はPAIVS　7例，　PA＋VSD　3例，　SV＋

PA　3例，　DORV十PA　2例，　Critical　PS十hypo－

plasyic　RV　1例であり，手術時体重は平均42．4日，出

生児体重2，835．6g，手術時体重3，249．9g，術前PGE、投

与口数36．9Hであった．手術時よりの心不全，無尿に

よる早期死亡を1例（6％）に認め，房室弁逆流によ

る心不全と感染による晩期死亡を各1例に認めた．

シャント不全は術後早期に流量不足による重度低酸素

血症を来した2例で，再シャントを必要としたが，う

ち1例は高流量による心不全のため失った．現在は4

mmのPTFE　graftによるModified　BT　shuntを第

一選択としている．

　2．新生児期総肺静脈還流異常症根治術後の中期予

後の検討

　　　　岩手医科大学第3外科

　　　　　　椎名　祥隆，金　　　一，南雲　朋樹

　　　　　　小川　雅彰，北原　博人，泉本　浩史

　　　　　　石原　和明，川副　浩平

　　　　同　小児科

　　　　　　小山耕太郎，藤井　　裕，大山　和成

　　　　同　麻酔科　　　　　　　　　岡田　一敏

　対象は平成1年11月から本年1月までにフェンタ

ニールによる単純超低体温法麻酔心停止下に根治術を

施行した10例のうち，生存し外来通院している8例．

術中平均心停止時間は50分，食道塩は平均20．6℃まで

冷却．分類はIa型1例，　Ila型2例，　III型4例，　IV型

1例．術後経過半数は10カ月から7年．全例で精神・

身体発育は正常，脳CTでも正常であった．　CTRは45

から62％で心調律は全例洞整脈．PVOは2例に認め再

手術により救命している．うち1例に再手術後にPVO

を認めPTAを施行し経過観察中．その1例以外は投

薬も不要であった．中期遠隔予後としてほぼ良好と思

われた．

　3．直接吻合により大動脈再建を行ったNorwood

手術3症例の検討

　　　　東北大学胸部外科

　　　　　　遠藤　雅人，近江三喜男，三浦　　誠

　　　　　　貞弘　光章，井口　篤志，田林　胱一

　われわれは，3例の左心低形成症例に対し，主肺動

脈と大動脈弓を直接吻合して大動脈を再建する方法を

用いてNorwOod手術を行い2例の手術生存を得た．

生存例2例のうち1例は術後に大動脈弓の圧排による

左主気管支の狭窄をきたして呼吸器管理が遷延したた

め術後1カ月時に大動脈弓のつり上げ手術を受け，そ

の後呼吸器より離脱した．直接吻合により大動脈再建

を行うNorwood手術は大動脈再建に要する時間を短

縮し，さらに自己組織で再建された大動脈の成長が期

待できる利点があるが，左肺動脈や左主気管支の圧排

を予防する工夫が必要であると思われた．

　4．LV／RV圧比O．51で一期的Jaten手術を施行

したTGA，　small　VSDの1例

　　　　中通総合病院小児科　　　　　高田　　修

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　大久保　正，星野　良平，神垣　佳幸

　　　　　　黄　　義浩，高橋　　肇

　症例は男児．生後3日でチアノーゼにて紹介入院．

心エコーでTGA，　VSD，　PDAと診断．　PDAは生後10

日で自然閉鎖．心エコー検査ではVSDを介する血流

速度からのRV－LV推定圧較差は30mmHgで，左室扁

平化度からのLV／RV推定圧比は0．75であった．しか

し生後57口の心カテではLV圧37mmHg，　RV圧72

mmHgでLV／RV圧比O．51であった．当施設では

TGAのPAB後の心不全管理の経験が無く，両親の希

望もあり，生後67口に一期的Jateneを施行した．術直

後よりLV機能良好で，術後9日に抜管でき末梢肺動

脈狭窄無く，術後3カ月の現在経過良好である．

　LV予備能を評価するのに，心エコーによる左室扁
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平化度の検討が有用と思われた．

　5．VSD閉塞術後の大動脈弁・弁下狭窄に対して

Konno手術を行った1例

　　　　東北大学胸部外科

　　　　　　吉田　　出，遠藤　雅人，貞弘　光章

　　　　　　　近藤　俊一，近江三喜男，田林胱一

　症例は9歳女児で，生後3カ月時にVSDパッチ閉

塞，ASD閉塞を行っている．駆出性心雑音が7歳時よ

り聴取され，心カテにてValvular＋subvalvularAS，

AR　II°と診断された．さらに心エコーでsubvalvular－

ASはKelly　l型と診断され，平成8年9月18日
Konno手術を施行した．術後の心カテでは，左室流出

路は充分拡大され，圧較差もなかった．subvalvularAS

は，VSD術後の3。2％に発生するとされるが，狭窄が進

行することはまれである．大部分は術前より左室流出

路の狭窄があるが，当症例はなかった．また，AS，　AR

ともに進行性であった．VSD術後も定期的経過観察を

行い，心エコー等で病変を確認し，経大動脈アプロー

チによる膜様組織切除を行うべきだと思われた．

　6．小児に対する僧帽弁形成術の経験

　　　　弘前大学第1外科

　　　　　　福井　康三，久我　俊彦，皆川　正仁

　　　　　　成田　淳一，小野　裕逸，鈴木　宗平

　心内膜床欠損症以外のMRに対する弁形成術を3

例経験した．症例1は2歳10カ月，男児．A型大動脈

弓離断複合に対する弓部再建後のMR．両側乳頭筋お

よび後交連の切開と逸脱前尖の模状切除に加えて，後

交連側弁輪縫縮を行い，術後は1度に改善した．症例

2は4歳5カ月，女児．感染性心内膜炎にともなう

MR．疵贅を切除し，浮腫の強い逸脱した後交連弁尖を

切除後，同部の前・後尖を縫合，さらに前交連側弁輪

縫縮を加えた．UCG上MRはtrivialであったが，術

後3カ月頃よりMRが増悪．現在厳重の経過観察中で

ある．症例3は17歳，女子．弁輪拡大によるMR．両

交連部弁輪縫縮後，Carpentier－Edwards　ring（28mm）

を縫着．術後MRは消失した．

　7．気管支軟化症を伴った大動脈縮窄兼僧帽弁閉鎖

不全症の1治験例

　　　　岩手医大小児科

　　　　　　大山　和成，藤井　　裕，小山耕太郎

　　　　　　藤原　哲郎

　　　　同　第3外科

　　　　　　岡田　　修，北原　博人，椎名　祥隆

　　　　　　泉本　浩史，石原　和明，川副　浩平
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　先天性僧帽弁閉鎖不全症は他の心奇形に合併するこ

とが多く，孤立性は稀とされる．本症例は，生後早期

より僧帽弁逸脱によるMRを認め，大動脈縮窄解除後

も，MR，心不全は進行した．内科治療は困難となり，

1歳7カ月，僧帽弁形成術を行った．腱索の低形成，

延長が逸脱の原因で，腱索短縮，腱索移動，弁尖縫合，

弁輪縫縮術を行った．術後，MRは消失し，心不全は

改善した．小児では，自己弁を温存する僧帽弁形成術

は第一選択と考えられ，その遠隔成績は弁置換術に比

し良好とされるが，低年齢の報告は極めて限られてい

る．今回，1歳7カ月の小児に僧帽弁形成術を行い良

好な経過を得たので報告した．

　8．特異な心電図変化を残し，永久ペーシングを必

要とした急性心筋炎の1例

　　　　仙台市立病院小児科

　　　　　　村田　祐二，武山　淳二，中川　　洋

　　　　国立仙台病院小児科　　　　　加納　一毅

　　　　国立仙台病院心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　近内　利明，大内　将弘

　症例1は1歳男児で発熱，痙攣を主訴に入院した．

モニター心電図上では2度房室ブロック，QT延長を

呈し，期外収縮からtorsade　de　pointesに移行，自然

回復していた．心筋逸脱酵素の上昇と，心エコー図上

壁運動の異常を認め，急性心筋炎と診断した．その後，

TdPより心室細動，心停止となったため，緊急一時

ペーシングを施行し一般状態の改善を得た．

　経過とともに，壁運動の異常，心筋逸脱酵素の値は

正常化したが，房室ブロック，T波の異常（巨大陰性

T波）は残存したため，第20病日永久ペースメーカー

を装着した．第241病日の心電図でも2度房室ブロック

の状態は継続しヒス束近傍の障害が示唆された．

　急性期に高度房室ブロックによるアダムスストーク

ス発作をおこしても，急性期を過ぎると房室伝導が回

復する例は多い．急性期を過ぎても房室ブロックを残

し，永久ペーシングを必要とした稀な1例を報告した．

　9．過去5年間の当院における肺高血圧症例の検討

　　　　岩手県立中央病院心臓血管外科

　　　　　　松木　克雄，石澤　榮次，逢坂　研志

　　　　　　佐久間　啓，小西　章敦，垣畑　秀光

　　　　同　小児科　　　　　　　　　小原　敏生

　過去5年間の肺高血圧症例は34例で，手術症例31例

のうち単純心奇形27例につき，術後の挿管期間を3群

に分け術前の心臓カテーテルデータと術後状態で比較

を行い，一酸化窒素使用例を含め検討を加えた．検討
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では，術後挿管日数につき，Rpに有意差はなく，Pp／

Psは1群：挿管日数0～1病口とII群：挿管日数3

～ 6病日とに，また1群とIII群：挿管日数7病日以上

とに危険率0．01未満の有意差が見られた．Qp／QsはII

群とHI群間で0．05未満の有意差が見られた．年齢・体

重でも1群とm群とに有意差が見られた．一酸化窒素

の使用では，高濃度と長期の使用により呼吸器障害を

経験した．

　10．血友病Aに伴う肺動脈閉鎖・両大血管右室起

始・心室中隔欠損症に対する姑息手術の周術期管理に

ついて

　　　　東北大学医学部小児科

　　　　　　　　　　　　大野　忠行，小澤　　晃

　　　　　　　　　　　　田中　高志，柿澤　秀行

　　　　同　胸部外科　　貞弘　光章，遠藤　雅人

　症例は出生当日の男児．血友病Aの家族歴あり．中

等症の血友病A，Cardio－facial　syndrome，肺動脈閉

鎖，両大血管右室起始，心室中隔欠損，心房中隔欠損

症の診断で，待機的に人工血管を用いた体肺動脈短絡

手術を施行した．手術に際し，第VIII因子活性を

60～100％に保つ事を目標に，遺伝子組換え製剤を使用

して補充療法を行った．手術前半の第VI咽子活性は予

想より低く，じわじわと滲み出すように出血がみられ

た．術中の抗凝固療法として通常量のヘパリンを投与

した．術後は6日間補充療法を行い，特に出血症状は

なかった．術後に血小板凝集抑制剤の投与は行わな

かった．血友病に合併した心疾患の手術の際には，出

血に対する補充療法と，術中術後の抗凝固療法を検討

する必要がある．補充療法では，術中の出血傾向に注

意し，第VIII因子の活1生測定と補充を適宜行うことが重

要と思われた．

　11．小児開心術における自己血輸血症例の検討

　　　　東北公済病院心臓外科

　　　　　　菅野　伸一，新井　　悟，佐藤　成和

　　　　東北大学医学部胸部外科　　　　秋元弘治

　目的：当施設では1989年7月から自己血輸血法を施

行してきたが，今回これまでに経験した小児開心術症

例の検討を行った．

　対象・方法：1991年1月から1995年12月までに体外

循環を用いて行った1歳から15歳の初回開心術症例90

例を対象とした．自己血輸血法は貯血式および回収式

を併用した．

　結果：自己血貯血率は87％，同種血輸血回避率は

84％であった．78例233回の採血で貧血による採血中断
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3回，軽度VVR　9回を認めた．貯血可能であった非チ

アノーゼ性心疾患症例では，99％が無同種血輸手術で

あった．チアノーゼ性心疾患症例は4例中2例が，自

己血のみで管理できた．同種血輸血群と自己血群には

手術時間，出血量，術式等に有意差はなかった．貯血

不能症例では，同種血輸血量は平均550ml，失血量は

250mlであった．

　まとめと考察：当科において，小児の自己血輸血は

安全に施行できていると考えられた．低体重症例，チ

アノーゼ性心疾患症例ではさらに検討が必要と考えら

れた．

　12．大動脈弓再建術後早期に経皮的バルーン拡大術

を施行した大動脈縮窄複合の1乳児例

　　　　山形大学医学部小児科

　　　　　　　　鈴木

　　　　　　　　中里

同　第2外科　　深沢

　　　　　　　　小肥

浩，本間　友美

満，早坂　　清

学＊，内野　英明

実，島崎　靖久

　　　　　　　　（＊現　山形済生病院心臓血管外科）

　症例は2カ月の男児で，日齢22から呼吸困難が出現

し，日齢24に入院し，心室中隔欠損，動脈管開存，大

動脈縮窄症の診断で同日extended　aortic　arch　anas－

tomosisによる大動脈弓再建術と肺動脈絞拒術を施行

した．術翌日に抜管し，術後経過は良好であったが，

術後3週目から上下肢に50mmHgの血圧差を認め，心

エコーでは大動脈弓に再狭窄を認め，狭窄部径は1．9

mmであった．そこで，術後8週目に経皮的バルーン

拡大術を施行した．大動脈造影で狭窄部径は3．7mmで

下行大動脈は6．6mmであった．バルーン径が6mmの

TYSHAKバルーン・カテーテルで拡大し，　waistは消

失した．大動脈引き抜き圧較差は28mmHgからO

mmHgに低下し，狭窄部径は4．9mmに拡大していた．

合併症はなかった．術後早期の大動脈弓の再狭窄に対

し，術後8週目に経皮的バルーン拡大術を行い，安全

で有効であった．

　13．Jackson　Detachable　Coilを用いた動脈管塞栓

術の経過

　　　　岩手県中央病院小児科　　　　小原　敏生

　　　　東北大学医学部小児科　　　　柿澤　秀行

　　　　国立仙台病院小児科　　　　　加納　一毅

　Cook社製Jackson　detachable　coiiを用いてPDA

塞栓術を施行した5例についての経験を報告した．全

例，聴診ヒ連続性心雑音を聴取し，年齢は5～9歳，

体重は17kg～32kg，　PDA最小内径は1．4～3．1mm，肺
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体血流比は1．0～1．6の少量短絡例だった．形態的には

Krichenkoの分類でAが2例，　C，　D，　Eがそれぞれ1

例だった．コイルは5mm，8mmについてはCook社製

Jackson　detachable　PDA　coilを，3mm，4mmにつ

いてはJackson　detachable　embolization　coilを

detch部分を短く切断し使用した．留置は肺動脈側か

らが1回，大動脈側からが6回であった．追跡心エコー

検査で残存短絡を認めず，溶血，感染，血栓の合併症

はなかった．

　14．当科における動脈管コイル塞栓術の経験

　　　　福島県立医科大学小児科

　　　　　　桃井　伸緒，高橋　　光，佐藤　守弘

　　　　　　佐藤　知子，鈴木　　仁

　1996年5月より8月までに動脈管開存症6例に対し

て，コイル塞栓術を施行した．対象症例の年齢は／歳

から6歳で，肺体血流比は1．1から2．1，動脈管の最小

径は1．5から2．9mmであった．方法は，全例でCOOK

社製PDAデタッチャブルコイルを用い，動脈側から

塞栓を行った．使用したコイルは，1歳（肺体血流比

2、1，動脈管最小径2．9mm）の症例で3個を要したが，

他の症例は1個で完全閉塞を得た．コイルが長すぎ大

動脈への突出を認めたため，使用した6個のコイルの

うち4個でコイルの切断を要した．術後評価で肺動脈

狭窄をきたした症例はなかった．全例で，38℃までの

発熱が術後見られたが自然に解熱し，他に問題となる

合併症は認めず，術後3口で退院した．動脈管コイル

塞栓術は，肺動脈や大動脈への突出，落下の危険を有

し，また使用できる動脈管径に制限を有するものの，

手術に比して非侵襲的であり，有用な治療法と思われ

た．

　特別講演

　心臓の発生と分化

　　　　東京大学第3内科　　　　小室　一成博士

Presented by Medical*Online


	0104-0104
	0104

	0105-0105
	0105

	0106-0106
	0106

	0107-0107
	0107




