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日　時

場　所

世話人

平成9年11月1日

名古屋大学医学部附属病院

西端　健司（名古屋大学小児科）

　1．大量の心嚢水貯留を認めた（細菌性と思われる）

心外膜炎の1女児例

　　　　公立陶生病院小児科

　　　　　　浅井　俊行，山口　英明，家田　訓子

　　　　　　笠井　啓子，鈴木　聖子，加藤　英子

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　朝倉　貞二，市原　利彦，石田　英樹

　症例は2歳女児．近医より敗血症，DICとして紹介

された．入院時，炎症反応強く血小板も減少していた．

PAPM点滴注，　FOYの持続点滴を始めた．入院3日目

心エコー検査にて心嚢液貯留を認め，心外膜炎と診断

した．入院7日目には心タンポナーデとなり，心膜切

開，胸腔ドレナージを始めた．ドレナージ開始後，心

タンポナーデは軽快し一般状態も改善していった．各

種細菌培養は陰性で，起炎菌は同定されなかった．

　2．喘息様発作にて乳児期に発症した拡張型心筋症

の1例

　　　　名古屋市立東名古屋病院小児科

　　　　　　加藤　俊行，中村　千衣，神岡　直美

　　　　　　牛鴬　克実，早川　英治，木戸内　清

　　　　名古屋市立大学小児科　　　　水野寛太郎

　症例は10カ月男児．喘息様発作を主訴に来院．胸部

写真，心電図，心断層エコー（LVDd　5．4cm，　LVSF

12％），心臓カテーテル・造影検査および右室心筋生検

（線維症優位型の組織像）などより拡張型心筋症と診

断．家族歴には心筋症はないが，母に心室中隔欠損の

自然閉鎖歴あり．発症9カ月後よりDobutamin静注

が必要となった．1歳11カ月現在の体重は9．6kgで知

能発達良好．10月日本循環器学会心臓移植委員会適応

検討小委員会において「適」と判定された．

　3．プロスタグランディン1、持続静注療法を行っ

ている原発性肺高血圧症の1女児

　　　　聖隷浜松病院小児循環器科

　　　　　　瀬口　正史，横山　岳彦，西尾　公男

別刷請求先：（〒466－8550）名古屋市昭和区鶴舞町65

　　　　　名古屋大学小児科　　　　　西端　健司

　　　　東邦大学医学部第1小児科　　佐地　　勉

　症例は9歳の女児．7歳時の学校検診にて不完全右

脚ブロックを指摘され，精査の結果，原発性肺高血圧

症と診断された．8歳よりPH進行し，失神発作を伴

うようになった．経口PGI、，　Ca拮抗剤も著効なく，心

不全が進行したため，PGI2持続静注療法を開始した．

開始後3カ月ごろより運動能は改善し，通学も可能と

なった．今後の十分な経過観察が必要と思われる．

　4．突然死をきたした右室2腔症に心内膜炎を合併

した1例

　　　　名古屋大学小児科

　　　　　　生駒　雅信，長野　美子，安田東始哲

　　　　　　西端　健司，長嶋　正實

　症例は3歳，女児．3週間続く発熱，咳あり．心エ

コーにて右室2腔症，肺動脈弁輪付近に可動性のある

疵贅を認め入院．血液培養にてStr．　alpha－haemolitic

が検出された．抗生剤投与にて発熱は軽快．心エコー

では疵贅の大きさに変化みられず，入院後118日目抗生

剤投与を中止し，146日退院．疵贅の除去および心内修

復術を予定していたが退院5カ月後，急に倒れ直後に

は呼吸停止，近医にて蘇生を試みたが全く反応なく死

亡した．剖検の承諾は得られなかった．

　5．severe　PS　5例に対するPTAの5例

　　　　県立岐阜病院小児循環器科

　　　　　　桑原　尚志，桑原　直樹，高橋　一浩

　　　　同　小児科　　　　　　　　山崎　嘉久

　　　　同　小児心臓外科

　　　　　　　　　　　　八島　正文，長津　正芳

　症例は生後4日，10日，10日，3カ月，4カ月．全

例右室圧〉左室圧，1例はEbstein奇形を合併．新生児

期の3例はPGE1で投与を要した．実物大の心エコー

写真を利用して変形を加えた右冠動脈造影用カテーテ

ルでアプローチし，3例にPTCA用バルーンによる拡

張を併用した．目標の径への拡張は主にTyshakを用

いた．3例は中長期的軽快が得られたが，1例はβプ

ロッカー内服中で，Ebstein合併例は軽快退院したが

チアノーゼが残っている．
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　6．在胎30週，胎児エコーにてDORV＆Subpu1－

monary　VSI）＆PSと診断された1例

　　　　一宮市立市民病院小児科

　　　　　　　　　　　　武田　　紹，判治　康彦

　　　　名古屋第二赤十字病院小児科

　　　　　　矢守　信昭，岩佐　充二，安藤恒三郎

　母親は初産で妊娠経過に特に問題はなかった．在胎

24週，四腔断面異常にて日赤産科より小児科へ紹介と

なった．在胎30週のエコーにて｛S，D，　D｝ECD（A）＆

DORV＆Subpulmonary　VSD＆PSと診断された．

児は在胎34週6日1，772gにて出生し，エコーでは

DORV＆Subpulmonary　VSD＆PSであり，心房中

隔の一次口欠損は認められず，僧房弁のstraddlingが

確認された．

　7．部分肺切除を必要とした肺気腫を合併した心室

中隔欠損症の1例

　　　　社会保険中京病院小児循環器科，同　心臓血

　　　　管外科＊

　　　　　　後藤　雅彦，松島　正氣，小川　貴久

　　　　　　櫻井　　一一＊，前田　正信＊，佐井　　昇＊

　　　　　　宮原　　健＊，中山　雅人＊，竹村　春起＊

　症例は1カ月の男児で喘鳴を主訴に他医受診し，高

度肺気腫を合併したpm．　VSDと診断され当院紹介と

なった．胸部CTで特に右肺の著しい気腫と縦隔の左

方偏位を認めた．生後3カ月時にVSD閉鎖術を行い，

2期的に最も気腫性変化の強かった右上中肺葉切除を

施行した．先天性心疾患に肺の気腫性変化を伴うこと

は時にあるが，肺葉切除まで要することは比較的稀で

あり，若干の文献的考察を加えて報告した．

　8．VSD術後に肺高血圧が進行した多脾症候群の

2例

　　　　名古屋市立大学小児科

　　　　　　佐野　洋史，渡部　珠生，水野寛太郎

　乳児期早期に手術となり術後に肺高血圧（PH）の進

行を来たしたVSD，　PH，　polyspleniaの2例を経験し

た．症例1は36週，2，206gで出現，日齢28で肺動脈絞

拒術を施行．術後に気道感染が遷延した．次第にPH

が進行した．症例2は39週，2，394gで出生，日齢44で

根治術を施行．一旦退院できたが，再びPHが進行し

て再入院となった．2例とも胸部CTでは間質性肺炎

像を呈し，人工換気を要した．

　9．動脈管非依存性と考えられる低形成左室を伴う

疾患について

　　　　大垣市民病院小児循環器科

日小循誌　14（1），1998

　　　　　　大橋　直樹，要川　　浩，田内　宣生

　　　　同　胸部外科

　　　　　　横手　　淳，成田　裕司，加藤　紀之

　　　　　　村山　弘臣，玉木　修治

　　　　名古屋大学小児科　　　　　　西端　健司

　　　　社会保険中京病院心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　前田　正信

　今回我々は，動脈管非依存性の低形成左室を伴う疾

患の治療方針について検討した．動脈管非依存性，す

なわち，左室がsystemic　flowを維持していると考え

られる場合，丘rst　palliationにPABを行っている．し

かし，LV　volumeの発育を障害する因子としてLVの

inlet，　outletそれぞれにobstructionが存在する場合

Norwood　type　opeの選択も必要と考えられた．

　10．CoAを伴うTGA　physiology（hypoplastic

RV）の新生児例

　　　　三重大学医学部小児科

　　　　　　　　　　　早川　豪俊，小野里かおり

同　胸部外科

杉山　謙二，櫻井　　實

　　　　　　　　　　　　三宅陽一郎，谷　　一浩

　　　　　　　　　　　　新保　秀人，矢田　　公

　　　　同　放射線科　　　　　　　　奥田　康之

　症例は日齢5の男児．生後より哺乳力はやや緩慢で，

多呼吸，肝腫大，急激な体重増加がみられ紹介となっ

た．入院時，明らかな心雑音は聴取されなかったが

gallop　rhythmで，心エコー検査にて，　Dextrocardia，

TGA（hypoplastic　RV），　VSD（A－V　canal　type），

CoA，　PHと診断された．　PGE1を投与するもPDAは

開存せず，循環動態が不安定で，梼骨動脈造影のみで，

CoA　repair，　PA　bandingを施行した．術後の経過は

良好なるも，術前の血行動態の評価と問題点，今後の

治療方針について検討した．

　11．Fontan術後合併症の経験

　　　　名古屋第一赤十字病院小児医療センター循環

　　　　器科

　　　　　　瀧本　洋一，中村　重男，羽田野為夫

　症例1：18歳・男児．診断：TA（Ib）．17歳でPA・RA

conduit拡大術施行も右心系にmean　l～2mmHgの

圧差残存し，運動能，蛋白漏出性胃腸症に改善なし．

　症例2：13歳・女児．診断：DORV，　A－V　discor・

dant，　hypoLV，　PS．13歳でFontan　Ope施行も運動

能むしろ低下．右心系に圧差ないが，TR（II°）と増悪，

術前なかった体肺側副血行を認め，肺動脈造影では両
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側上葉枝がwash　outされて造影されず．両症例の今

後の治療方針について検討した．

　12．小児開心術における近赤外線スペクトロスコ

ピーによる脳酸素飽和度および脳血色素量の非侵襲的

連続モニタリングの使用経験

　　　　岐阜県立岐阜病院小児心臓外科，＊同　小児循

　　　　環器科，＊＊同　小児科

　　　　　　長津　正芳，八島　正文，桑原　尚志＊

　　　　　　高橋　一浩＊，桑原　直樹＊，山崎　嘉久＊＊

　本年5月，小児心臓外科が新設．10月まで5カ月間

の手術は43例．うち，22例の根治術中脳rSO2とHblを

TOS96によりモニタリング．装着は小型プローブを前

頭部に貼付．モニターは安定して動作．対象はVSD

11，TOF　4，　DORV　2，他5例．無輸血ECC　21例．

手術年齢2．4±1．9歳，全例生存．1例覚醒時に一過1生

の眼振を認めたが，術中最低rSO2＊HbIに群中有意差

なし．小児無血ECCの安全限界を検討しつつ，術中

rSO2＊Hblが30％以下になったら頭部冷却を使用し，

以後CNS症状発現なし．今後検討を継続する．

　13．NO吸入療法が有効であった総肺静脈還流異常

症の1例

　　　　名古屋大学胸部外科

　　　　　　酒井　喜正，渡邉　　孝，下村　　毅

　　　　同　小児科

　　　　　　　　　　　　安田東始哲，生駒　雅信

　　　　　　　　　　　　西端　健司，長嶋　正實

　生後1カ月の総肺静脈還流異常3型に根治術を行

い，術後NO吸入を5～10ppmで行った．当初は急激な

肺動脈圧の低下を示さなかったが徐々に効果を認め，

PHクライシスを起こさず，第7病日に抜管できた．

　14．DORV，　PS，　restrictive　ASD，　VSI）に対する

palliationについて

　　　　大垣市民病院胸部外科

　　　　　　村山　弘臣，玉木　修治，加藤　紀之

　　　　　　成田　裕司，横手　　淳，六鹿　雅登

　　　　同　小児循環器科

　　　　　　田内　宣生，大橋　直樹，西川　　浩

　症例は6歳，男児．DORV，　PS，　ASD，　VSDに対

して3カ月時左B－Tシャント施行後．外来経過観察中

運動耐容能の低下を認めた．原因として，左室流出路

狭窄の進行，cyanosisの増悪が考えられた．対策とし

て，左室負荷軽減または肺血流増加のための手術が考

慮された．前者は左室流出路狭窄解除，VSD拡大，

8ユ　（81）

ASD拡大が，後者は肺動脈弁輪拡大，右B－Tシャント

の追加が挙げられた．結果的に右B－Tシャントの追

加によって運動耐容能の改善が得られた．しかし，今

後の対応に関して更に検討を要するものと考えられ
た．

　15．DORV，｛L，1．，　L｝，　CoA，　TR，三尖弁腱索付

着異常に対するDKS，　BDG手術の1例

　　　　三重大学胸部外科，小児科＊

　　　　　　金光　真治，藤永　一弥，三宅陽一郎

　　　　　　馬瀬　泰美，安田　冬彦，谷　　一浩

　　　　　　新保　秀人，矢田　　公，佐々木直哉＊

　　　　　　早川　豪俊＊

　5カ月男児ショック状態となり入院．精査にて三尖

弁腱索付着異常を認め，解剖学的根治を断念し3期的

右心バイパス手術を計画，第1期手術としてCoAre－

pair，　PAbandingを，9カ月時に第2期手術として

DKS，　BDG，　ASD拡大，　TAPを施行．術後経過良好

にてPA圧は14mmHg，第3期手術としてTCPC待
機中である．

　16．Norwood手術を施行した左心低形成症候群の

1例

　　　　名古屋市立大学第1外科

　　　　　　越智　靖夫，三島　　晃，浅野　實樹

　　　　　　鵜飼　知彦，山本　茂樹，斉藤　隆之

　　　　　　川島　隆司，真辺　忠夫

　大動脈弁閉鎖並びに僧帽弁閉鎖を伴う左心低形成症

候群の生後18日の男児に対し，Norwood一期手術を

施行した．大動脈弓の再建には人工パッチを用い，腕

頭動脈右肺動脈問に直径3．5mmの人工血管によるB－

Tshuntを作成した．

　17．無脾症，房室錯位，完全型共通房室弁口，三心

房心，大動脈縮窄，動脈管開存を合併した新生児に対

する分離体外循環下共通肺静脈幹左側心房吻合術，拡

大大動脈弓吻合術，肺動脈絞拒術の経験

　　　　名古屋第一赤十字病院小児医療センター心臓

　　　　外科，同　循環器内科

　　　　　　秋田　利明，阿部　稔雄，矢野　　洋

　　　　　　城田　和明，前川　厚生，萩原　啓明

　　　　　　羽田野為夫，中村　重男，滝本　洋一

　症例は生後1日目の男児で，生直後より多呼吸，チ

アノーゼがあり心奇形が疑われ当院に転送となった．

入院時の心臓エコー検査で房室錯位，完全型共通房室

弁口，三心房心，大動脈縮窄，動脈管開存と診断した．

共通肺静脈幹左側心房合流部の狭窄（流速1．7m／s）に
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よる高度肺薔血をきたしたため，生後6日目に胸骨正

中切開，分離体外循環下に共通肺静脈幹左側心房吻合

術，拡大大動脈弓吻合術，肺動脈術（周径25mm）を行っ

た．

　18．1t．－isomerismを伴った単心房症に対するse・

ptationの2例

　　　　社会保険中京病院心臓血管外科

　　　　　　宮原　　健，前田　正信，佐井　　昇

　　　　　　櫻井　　一，中井　雅人，竹村　春起

　　　　同　小児循環器科

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第1号

　　　　　　松島　正氣，後藤　雅彦，小川　貴久

　dextrocardia，　d－position，　IVC欠損，　hemiazygos

connection，　LSVCのある単心房の乳児症例を2例経

験し，症例／は，心房左側アプローチによりSenning

手術を，症例2は，心房右側アプローチにより自己心

膜パッチを用いてseptationを施行した．2例の経験

ではdextrocardiaの場合は，心房左側切開アプローチ

によるSenning手術の方が視野が良好で，手術が容易

との印象を得た．
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