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第28回北海道小児循環器研究会

日時平成9年4月12日（土）

場所道民健康教育センター研修室（北海道医師会館9F）

　1．頻拍発作消失後も心機能低下が遷延した新生児

上室性頻拍症の1例

　　　　市立釧路総合病院小児科

　　　　　　横沢　正人，笹島　知大，堀　　　司

　　　　　　横沢真喜子，足立　憲昭，藤田　　繁

　　　　シロアム病院小児科　　　　　卯月　勝弥

　症例は日齢26，女児．心不全症状にて来院した．心

エコー上左室短縮率はO．13と低下し著明な三尖弁，僧

帽弁逆流がみられた．心電図は258／分の上室性頻拍症

（PSVT）を呈していた．気管内挿管，カテコラミン投

与後にDCを施行し洞調律に回復した．非発作時の心

電図はWPW症候群A型であった．その後も心機能

の回復は緩徐で7病日抜管時に一時ショック状態とな

りカテコラミンを中心するまでにIO日間を要した．心

筋逸脱酵素のヒ昇はみられず，ミオシン短鎖，トロポ

ニンT，2－5AS活性もIE常域でウイルス抗体価の変動

もなかった．心電図上は病初期にQTc延長，右側胸部

誘導のST－T変化が認められたがいずれも軽度で

あった．心筋炎を合併していた可能性も否定できない

が本例の心筋障害はPSVTにより惹起されたと考え

るのが妥当であると思われた．

　2．長期経過観察したCABG後の川崎病3症例

　　　　天使病院小児科

　　　　　　三浦　正次，太田八千雄，内田　雅也

　　　　　　須藤　　章，服部　哲夫，南部　春生

　　　　手稲渓仁会病院心臓血管外科　俣野　　順

　川崎病で巨大冠動脈瘤を有するもののうち，約1／3は

狭窄性病変を生じるといわれている．当科でフォロー

を受けている巨大冠動脈瘤を有する患児のうち，3名

は巨大冠動脈瘤形成後に左冠動脈に重症狭窄を生じ，

また負荷心筋シンチで虚血を認め，冠動脈バイパス手

術（CABG）を受けた．グラフトは，3名で内胸動脈

を使用し，1名は胃大網動脈を併用した．グラフトの

開存性については，1名でグラフトの末梢で重症狭窄

が認められたが，灌流域が小さいため，経皮的血管形

成術せず経過観察中である．

　3．modified　BT　shunt後の末梢性肺動脈狭窄に関

する検討

　　　　市立旭川病院小児科

　　　　　　小西　貴幸，上田　恵子，古山　秀人

　　　　　　長野奈緒子，佐竹　良夫

　　　　同　胸部外科　　大場　淳一，青木　秀俊

　体格の小さな新生児期にmodified　BT　shuntが行わ

れた場合，成長とともに鎖骨下動脈と肺動脈との距離

は次第に離れて長くなるが，shUntに用いた人口血管

の長さは変わらないために，吻合部の肺動脈が徐々に

上方に釣りhげられて屈曲し，狭窄が生じ得る．また，

肺動脈の屈曲による血流動態の変化も吻合部末梢側の

狭窄を助長し得る．このような機序で生じた末梢性肺

動脈狭窄の2例を報告した．根治手術の時期決定は，

この狭窄病変の進行も考慮に入れるのがよい．根治手

術の際のグラフトの処理は，結紮ではなく，できるだ

け切離するのがよい．また，新生児期のBT　shuntは，

original　shUntを第1選択にするとよい．

　4．大動脈縮窄・離断の術後狭窄に対するBalloon

angioplasty（PTA）の成績特に初回手術方法による

差について

　　　　北海道立小児総合保健センター循環器科

　　　　　　　　　　　　東舘　義仁，津田　哲哉

　　　　　　　　　　　　高室　基樹，畠山　欣哉

　対象は術後再狭窄を来したIAA　3例とCo－A　5例

の計8例．PTAの方法は大動脈横隔膜面，あるいは左

総頸動脈分岐直後の大動脈径の小さい方に一致，また

は，1mm増しの径のballoOnを用いた．圧較差の改善

率（変化／前値）は，SCF（2例）がIOOと96％，　Blalock－

Parkは80％，　primary　PTAは90％で，自己組織で通

常のCo－A部位の狭窄に対しては有効であった．しか

し，EAA（2例）は80と40％で，狭窄が弓部でBalloon

のおさまりが悪いためか，あるいは，血管の長軸方向

への緊張による発育不全のためか，効果は不充分で

あった．また，Blalock－Park後にPatch－angioplasty

を追加した2例は70と33％で最も不良であった．術後

再狭窄に対する，PTAの成績からは，　EAAよりは

SCFの方が望ましい手術と思われる．しかし，鎖骨下

動脈が細いときなどは，無理をせず，人工物を入れる

手術だけは避けるべきであろう．

Presented by Medical*Online



714　（96）

　5．バルーン弁形成術を施行した純型肺動脈狭窄症

の1例

　　　　国立函館病院小児科

　　　　　　長谷川　豪，武田　充人，衣川　佳数

　近年，右室の低形成を伴う純型肺動脈閉鎖症や狭窄

症においても経皮的バルーン弁形成術（BPV）は試み

られるようになってきている．今回，我々は純型肺動

脈弁狭窄（PPS）の1例に対し日齢15日でBPVを施行

した．BPV施行6カ月後には，右室収縮期圧は100→

25mmHg，右室肺動脈圧較差は86→10mmHg，右室拡

張末期容積は正常予測値の45％→84％，肺体血流量比

は0．5→0．9と著明に改善した．PPSに対するBPVは

技術的には困難であるが極めて有効であり今後も検討

されるべき治療法と思われた．

　6．先天性冠動脈痩に対する経皮的コイル塞栓術の

1例

　　　　札幌医科大学医学部小児科

　　　　　　黒岩　由紀，富田　　英，布施　茂登

　　　　　　須見よし乃，千葉　峻三

　先天性冠動脈痩（CAF）の1例に対し，　interlocking

detachable　coil（IDC）とマイクロコイルを用いた塞

栓術を行った．症例は4歳5カ月，女児の左冠動脈右

房痩．

　初回は，右房側よりウェッジバルーンカテーテルを

挿入し，痩の開口部を閉鎖しながら塞栓術を行った．

14mmのIDCを2個，12mmを1個，8mmのJackson
detachable　coilを1個，マイクロコイルを7個留置

し，微少短絡を残すのみとなった時点で手技を終了し

た．初回塞栓術から5カ月後，残存短絡の増加を認め

たため，14mmと6mmのIDC各1個，マイクロコイル

8個による再塞栓術により完全閉鎖を得た．

　拡大が著明なCAFに対しても，　IDCとマイクロコ

イルの併用による塞栓術が可能であった．

　7．術前3次元CT検査が有用であった重複大動脈

弓の1例

　　　　国立函館病院心臓血管外科

　　　　　　松浦　弘司，江屋　一洋，太田　里美

　　　　同　小児科　　　　　　　　　衣川　佳数

　症例は5カ月，男児．嚥下困難と哺乳時に増強する

喘鳴があり重複大動脈弓と診断され手術となった．前

方に位置する左大動脈弓及び動脈管索の離断により良

好な結果を得た．術前に大動脈造影，MRIなども行っ

たが，3次元CT検査が最も有用であり，血管輪の形

態を詳細に把握することが可能で，離断部位の決定に
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も役だった．このため術中の剥離範囲は小さくできた．

3次元CT検査は低侵襲である・臓器の位置関係の把

握が容易・実際の形態を明瞭に描出できる・様々な方

向から観察した形態がわかる・患者家族への説明に便

利などの利点を有し，血管輪などの大血管疾患の診断

には極めて有用である．

　8．内胸動脈を用いた体一肺動脈短絡手術の1例

　　　　北海道立小児総合保健センター胸部心臓血管

　　　　外科

　　　　　　　　　　　　菊地　誠哉，樫野　隆二

　B・Tshuntはチアノーゼ性心疾患の姑息手術として

確立されたものであるが，問題点も多い．症例は1歳

3カ月，女児．TGA，　VSD，　PSの診断で生後5日目

に左B－Tshuntを施行．生後3カ月時，　shunt狭窄に

対しPTAを施行した．生後1歳2カ月時，チアノーゼ

が増強し左B・Tshuntの再狭窄，肺動脈の低形成を認

めた．1歳3カ月時，発達した右内胸動脈を用いて体

一肺動脈短絡手術を施行した．術後チアノーゼは改善

し，術後2年の心カテで肺動脈（PA’index：203），右

内胸動脈（6．5mm）の良好な発育がみられ，現在心内

修復術待機中である．内胸動脈は，成長するshuntグ

ラフトとして，良好な長期開存が期待できる等，種々

の利点を有する．利用可能であれば，現時点で心内修

復術の困難な患者の姑息手術として非常に有用な術式

と考えられた．

　9．restrictive　ASDのため著明な右心不全を呈し

たPPAの1例
　　　　北海道大学小児科

　　　　　　南雲　　淳，武田宏一郎，間　　峡介

　　　　　　信太　　知，小田川泰久

　　　　同　循環器外科

　　　　　　村下十志文，窪田　武浩，松崎　賢司

　バルーン心房中隔切開術（以下BAS）後4カ月に心

房中隔欠損（以下ASD）の狭窄をきたし，　ASD作成術

を施行された肺動脈弁閉鎖（以下PPA）の1例を経験

した．症例は5カ月のPPAの女児で，三尖弁及び右室

の低形成を伴っていた．日齢45にBASを，日齢48にrt．

modified　Blalock・Taussigシャント術（5mm　Gore

Tex）を施行した．動脈管は結紮しなかったが術後早期

に閉鎖を確認した．4カ月頃からASDの狭窄が疑わ

れ，5カ月17日に著明な右心不全を呈し入院となり，

ASD作成術を施行した．　BAS後ASDが狭窄した理

由として，シャント流量が多いことによる左房内圧の

上昇が考えられた．
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　10．3カ月未満VSD症例の外科治療成績

　　　　北海道大学循環器外科，小児科’

　　　　　　窪田　武浩，村下十志文，松崎　賢司

　　　　　　宮武　　司，安田　慶秀，南雲　　淳＊

　　　　　　武田宏一郎＊，間　　峡介㌔信太　　知＊

　　　　　　小田川泰久＊

　1994年ll月より1996年12月までの期間に当科で行わ

れたVSD根治手術のうち6カ月以内の乳児期早期症

例は21例であり，そのうち3カ月以内の症例は8例で

あった．6カ月以内と3カ月以内と比較したがこの群

間で術前因子，術中因子，術後の因子では体重以外に

有意差はなかった．術後退院時のエコー検査では

residual　VSDを2例に認めたが6カ月後には消失し

ていた．moderate　TRを1例認めた．心電図上

CRBBBは認めなかった．3カ月以下の乳児期VSD
根治手術はmorbidityも低く，安全に施行できる．

　11．VSD，　PS症例の肺動脈形成の工夫

　　　　旭川医科大学第1外科

　　　　　　郷一知，山本浩史，赤坂伸之
　　　　　　東　　信良，浅田　秀典，内田　　恒

　　　　　　平澤　雅敏

　　　　同　小児科

　　　　　　　　　　　　岡　　隆治，梶野　浩樹

　　　　　　　　　　　　梶野　真弓，津田　尚也

　先天性心疾患の右室流出路，肺動脈形成のための現

行の材料はpliability，　durability，成長の可能性など

の点で必ずしも満足できるとはいえない．有茎自己心

膜を使用した症例を経験したので報告する．

　1993年から本年までに当科で外科治療を行ったファ

ロー四徴症は8例，DORV，　PSは2例だった．年齢は

1歳から3歳，平均2．2歳だった．10例中8例にダクロ

ンシートで裏うちしたブタ心膜，またはウマ心膜を用

いた流出路形成を行った．2例で有茎自己心膜パッチ

を用い，右室流出路及び左右肺動の形成を行い，良好

な成績を得た．

　有茎自己心膜は成長を期待すべき高度狭窄の解除に

有効と考えられた．

　12．CoAcomplex術後遠隔期に新たに発生した膜

様大動脈弁下狭窄の1例

　　　　札幌医科大学第2外科，＊同　小児科

　　　　　　佐藤　真司，高木　伸之，印宮　　朗

　　　　　　池田　勝哉，安倍十三夫，富田　　英＊

　　　　　　布施　茂登＊

　CoAcomplex術後にdiscrete　SASが発生したとい
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う報告は極めて稀であるが，今回1症例を経験したの

で報告する．症例は5歳11カ月の女児でCoAcomplex

根治術直後には左室流出路に圧較差はなかったが，4

年後にAortic　lnsufficiency（AI）を伴うdiscrete　SAS

が発生した．圧較差は50mmHgであった．術中，経大

動脈的に大動脈弁を観察すると各弁尖とも軽度肥厚

し，また右冠尖は下垂していた．右冠尖をよけると左

室流出路の約1／3周に三日月状の膜状隆起を認め，これ

を可及的に切除した．術後圧較差は消失し，AIは不変

であった．今後も再狭窄に留意してfollow－upが必要

である．

　13．Carpentier－Edwards　conduitを用いたRas・

telli手術の経験

　　　　北海道大学循環器外科，小児科＊

　　　　　　松崎　賢司，村下十志文，窪田　武浩

　　　　　　宮武　　司，安田　慶秀，南雲　　淳＊

　　　　　　武田宏一郎㌔間　　峡介＊，信太　　知＊

　　　　　　小田川泰久＊

　症例は1歳11カ月，体重7．3kgの女児．診断は

DORV／PA／large　ASD．生後5カ月時に右BT　shunt

を施行されていた．術中所見にて冠動脈が右室流出路

を横走していたためCarpentier・Edwards　valved　con・

duitを用いたRastelli手術を行った．左肺動脈は細く

狭窄していたため右主肺動脈中央から左主肺動脈全長

にわたり自己心膜にてpatchplastyを行い，その

patchにconduitの末梢側を吻合した．術後血行動態

は良好であった．

　14．完全大血管転位に対するTruncal　switch手術

　　　　旭川医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　梶野　浩樹，岡　　隆治

　　　　　　　　　　　　梶野　真弓，津田　尚也

　　　　東京女子医大心研循環器小児外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　今井　康晴

　　　　旭川医科大学第1外科　　　　郷　　一知

　　　　東京女子医大心研循環器小児科

　　　　　　　　　　　　　　　　　朴　　仁三

　TGAに対してtruncal　switch手術（大動脈を弁輪

とともに右室から左室に移植する）を施行した2例を

報告する．患者1；TGA，　PS，　ASD，　PDA．9カ月

男子．PSは弁性，圧差40mmHg．生後13日にtruncal

switch手術施行．患者2；TGA，　VSD，　ASD，　CoA，

PDA，　PLSVC．1歳7カ月男子．生後7日にCoA修

復とPA　Banding施行．生後3カ月の心内修復術は，

BandingによるP弁の変形によってJatene手術では
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なくtrunca｜switch手ltfiiを選択．患者1，2とも利尿

剤や血管拡張剤を使用しつつも，元気に外来通院中．

従来心房スイッチ手術が選択されていたTGAの患者

に，truncal　switch手術という選択肢が与えられた．

　15．無脾症候群，両大血管右室起始に伴う房室弁逆

流に対する弁形成術

　　　　北海道大学循環器外科，小児科＊

　　　　　村下十志文，窪田　武浩，松崎　賢司

　　　　　　宮武　　司，安田　慶秀，南雲　　淳＊

　　　　　　武田宏一郎＊，間　　峡介㌔信太　　知＊

　　　　　　小田川泰久＊

　症例は1歳6カ月，体重6．3kgの女児．診断はA－

splenia，　absent　right　AV　connection（unusual　TA），

DORV，　straddling　of　AVV，　moderate　AVVR．生

後4カ月時に肺動脈絞拒術を施行した．今回bidi－

rectional　Glenn　shしlntと房室弁（二尖弁）形成術を施

行した．前尖が広範囲にわたりprolapseしており

chorda　shorteningとKay－Reed法によ　るannulo－

plastyを行った．術後血行動態は良好で術後5時間で

抜管された．UCGではmild－moderate　MRが残存し

た．人工腱索等による再建が必要と考えられた症例で

あった．

　16．大動脈弁下狭窄を伴うTA，　TGAの外科治療

　　　　札幌医科大学第2外科

　　　　　　　　　　　高木　伸之，佐藤　真司

　　　　　　　　　　　印宮　　朗，安倍十三夫

日本小児循環器学会雑誌　第1：1巻　第5号

　TGAを伴う三尖弁閉鎖症（以卜TA）の外科治療に

おいて，最も問題となるのが大動脈弁ド狭窄，特に

PAB後に高率に発生するBVFの狭窄である．この発

症は，肺血流の増加と体血流の減少により極めて重篤

な状態を誘起し，緊急の外科的対応が必要となる．

　今回，当科において3症例の大動脈弁ド狭窄を伴う

TA，　TGAを経験し，　DKS又はNorwood手術を施行

したのでその診断，手術術式の⊥夫，術後管理などに

若干の治験を得たので報告する．

　17．不完全型心内膜床欠損症術後の遠隔成績（多施

設共同研究）一裂隙の処置法と僧帽弁逆流一

　　　　北海道大学循環器外科，小児科＊

　　　　　　村下十志文，窪田　武浩，松崎　賢司

　　　　　　宮武　　司，安田　慶秀，南雲　　淳＊

　　　　　　武田宏一郎㌔間　　峡介㌔信太　　知＊

　　　　　　小田川泰久＊

　1981年～1995年7月までの不完全型心内膜床欠損症

50例（中間型4例を含む）を対象とし，裂隙の処置法

と遠隔期僧帽弁逆流の推移を検討した．その結果，僧

帽弁裂隙を放置した症例では術後遠隔期にMRが悪

化する症例が多かった．裂隙基部の修復例では35％に

MRの増悪傾向が見られ再手術を要した症例は7．5％

であり，裂隙基部の修復のみでは不十分であると思わ

れた．最近の3例では裂隙基部から先端まで縫合しう

ち1例に弁輪形成を追加したが，術後1年の経過観察

では僧帽弁逆流の悪化はみられない．
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