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第32回東北小児心臓病研究会

日　時

会　場

世話人

平成9年11月15日（土）

艮陵会館　記念ホール

田林　胱一（東北大学胸部外科）

　1．Partial　sternotomyによる小児開心術

　　　　福島県立医科大学心臓血管外科

　　　　　　佐藤　晃一，星野　俊一，岩谷　文夫

　　　　　　小野　隆志，石川　和徳

　小児開心術において従来より行われていたfull

sternotomyの皮膚石灰創は美容上少なからず問題が

あった．我々はこの問題を解決すべくPartial　ster－

notomyによる開心術を行っている．1997年6月から

10月までに教室にて行った小児開心術は15例で，この

うち術前よりPartial　sternotomyを予定した症例は

10例あり全例安全に行うことができた．切開が少ない

分，剥離範囲も少なく，胸骨の治癒変形に関しても有

用と考えている．

　2．乳児期に呼吸不全を呈した重複大動脈弓に心室

中隔欠損症を合併した1治験例

　　　　岩手県立中央病院心臓血管外科，同　小児科＊

　　　　　　篠崎　　滋，長嶺　　進，秋山　正年

　　　　　　逢坂　研志，垣畑　秀光，小原　敏生＊

　症例は1カ月の女児．生後より喘鳴があり，1カ月

検診で心雑音を指摘された．VSDによる心不全はな

かった．動脈造影では右大動脈弓に伴う左側動脈管と

診断した．呼吸不全の急激な悪化のため左開胸で緊急

手術を施行した．術中診断は，左大動脈弓は退縮して

いないが閉鎖している非定型的な重複大動脈弓と左側

動脈管であった．左大動脈弓切離で食道狭窄が著明に

解除され，左側動脈管は結紮した．しかし，術後呼吸

不全が遷延し，内視鏡で気管狭窄の残存を確認し，CT

で気道を圧迫する部位が明らかになり，二期手術を施

行した．胸骨正中切開で到達し，心内修復を行った．

気管狭窄は大動脈吊り上げに加え，左鎖骨下動脈切離

によって初めて解除された．

　3．新生児期に根治術を施行したAbsent　PA

Valveの1治験例

　　　　東北大学医学部胸部外科

　　　　　　佐藤　　香，澤村　佳宏，吉田　　出

　　　　　　遠藤　雅人，横山　　斉，貞弘　光章

　　　　　　近江三喜男，田林　胱一

　症例は日齢21日の女児．在胎40週，2，808gで出生．

生直後より，チアノーゼ，心雑音，多呼吸に気付かれ，

当院小児科に転院した．

　心エコー検査で肺動脈欠損，DORV，　VSDと診断．

左右の肺動脈は15mmと拡大し，左主気管支の狭窄を

認めた．日齢21日に呼吸状態が悪化，当科に紹介，一

期的心内根治手術を施行した．手術は，人工心肺下に

右室流出路から左右肺動脈にT字に切開を加え，まず

心室中隔欠損孔をパッチ閉鎖し，ついで左右肺動脈の

縫縮形成を行い，右室流出路は一弁付き異種心膜で再

建した．

　循環は早期に安定したが，左主気管支の狭窄のため，

呼吸不全が遷延し，術後240日目に抜管した．現在外来

で経過観察中である．

　4．修正大血管転移症（1－TGA），肺動脈閉鎖症

（PA），心室中隔欠損症（VSD）に対し，　de－Leval法

を用いてVSDを閉鎖しRastelli手術を施行した1例

　　　　岩手医科大学第3外科

　　　　　　　　　　　　高橋　　肇，泉本　浩史

　　　　　　　　　　　　石原　和明，川副　浩平

　症例は7歳の男児．多脾症を合併している．心エコー

にて1－TGA，　PA，　VSDと診断され，　m－BT　shunt施

行し経過観察されてきたが，今回根治術を施行するこ

ととなった．上行大動脈送血，上大静脈下大静脈脱血

にて体外循環を確立し心停止とした．VSDは膜性部欠

損型で直径20mm後方へ進展しており，また，三尖弁

中隔尖の腱索がVSDを超えて心室中隔内へ進入して

いたため心内導管の作成は困難であると判断され，房

室弁の閉鎖不全も認めなかったため，VSDをde－

Level法にて閉鎖し，解剖学的左室から肺動脈へ心外

導管（生体弁付き人工血管使用）を作成した．体外循

環からの離脱は容易で術後経過も順調だったが，第8

病日から一過性の完全房室ブロックが出現したため，

ペースメーカーを植え込んだ．外来にて経過観察され

ているが，ペースメーカーは一度も作動していない．

　5．TA，［S，　D，　L］MGA，　PSに対するTCPC手

術の経験

Presented by Medical*Online



日小循誌　　14　（1），　1998

　　　　済生会山形済生病院心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　小肥　　実，広岡　茂樹

　　　　　　　　　　　　深沢　　学，折田　博之

　症例1は女児，家族歴特記すべきことなし．生下時

より心雑音，チアノーゼを認め三尖弁閉鎖症と診断さ

れ，生後，1カ月時に右側mB－T　shunt施行．11カ月

時に術前心カテーテル検査を施行し，15カ月時手術施

行．術前平均肺動脈圧15mmHg，肺血管抵抗指数1．29，

PAI400．心室大血管関係は正常だが，大動脈は左側，

肺動脈は右後に位置していた．手術はCPB，心拍動下

に上大静脈遠位端と右肺動脈の端側吻合，下大静脈遠

位端と肺動脈幹を心外で直接端端吻合することにより

TCPCを完成し，　fenestrationも設けた．　CPBからの

離脱は良好，術当日抜管．第4病日のCVPは10
mmHg，退院時room　airでのSpO、は96％であり術後

経過良好だった．

　6．最近のTCPC手術3例の検討

　　　　明和会中通総合病院心臓血管外科

　　　　　　星野　良平，神垣　佳幸，大内　真吾

　　　　　　黄　　義浩，大久保　正

　二つの心室を有するものの，その解剖学的特徴から

biventricular　repairが困難な3症例に対しTCPC手

術を施行した．症例ユは7歳男児，診断はsitus　inver－

sus，　TGA／VSD，　pulmonary　atresia，　straddling　AV

valve，7カ月時にmodified　BT　shuntを受けている．

症例2は7歳女児，診断はpolysplenia，　DORV，　com－

mon　AV　valve　regurgitation，　PS，　PDA，　blt　SVC，

blt　IVC．症例3は7歳男児，診断はdextrocardia　with

sitlls　solitus，　criss－cross　heart，　pulmonary　atresia，

2歳時，5歳時にmodified　BT　shuntを受けている．

全例体外循環下に心房内lateral　tunnne1を作成した．

症例2で共通房室弁形成術を，症例3で肺動脈形成術

を同時施行した．術後2例で心嚢液貯留が遷延したほ

かは特変なく経過し，退院時心陰影は有意に縮小し，

運動耐容能も著明に改善した．心室容量負荷の軽減，

動脈血酸素分圧の改善が認められるTCPC手術は

biventricu］ar　repairが困難な複雑心奇形症例の最終

手術として有効と思われた．

　7．One　and　a　half　ventricle　repairを行った純型

肺動脈閉鎖の1例

　　　　岩手医科大学循環器医療センター

　　　　　　藤井　　裕，大山　和成，小山耕太郎

　　　　　　高橋　　肇，岡田　　修，北原　博人

　　　　　　石原　和明，川副　浩平

89－（89）

　純型肺動脈閉鎖（PA・IVS）でModified　B－T　shunt

術施行後の乳児に生後11カ月でone　and　a　half　ventri－

cle　repairを行い，良好な結果を得た．症例は在胎38週

5日，2，724gで出生した男児．生後1日で心雑音とチ

アノーゼを主訴に岩手医大NICUに入院．　UCGで

PA・IVS，と診断．生後19日Lt　modified　B－T　shunt

術施行．その後心不全のため生後6カ月に再入院．心

臓カテーテル検査でPV　wedge　pressure（24）mmHg

Qp／Qs＝2．97，　Rp＝3．11単位，　PA　index＝430，　TV

弁輪径11．5mmでZvalue－　2．5，　PA弁輪径が8mm

でZvalue＝－2，　RVEDV　6．6ml，44．9％of　Normal

であった．

　生後11カ月8日右室流出路拡大術と両方向性Glenn

shuntを作成．術後のUCGでmild　TR，　RVOTから

PAにpulsatile　flowを検出しGlenn吻合の狭窄もな

い．two　ventricle　repair，　one　ventricle　repairのイ可

れにも適応しにくい症例に有効であると思われた．

　8．14歳女児AAE，　ARに対するDavid手術の経

験

　　　　山形大学第2外科

　　　　　　箕輪　　隆，島崎　靖久，渡辺　隆夫

　　　　　　倉岡　節夫，乾　　清重，三浦　正道

　　　　　　押切　　直，柳川　直樹

　　　　山形大学小児科

　　　　　　　　　　　　鈴木　　浩，中里　　満

　症例は14歳のNon　Marfanの女児で，　AAE，　ARで

followされていたが，上行大動脈の拡大が進行してき

たので手術適応となった．手術時上行大動脈は60mm，

ARはIII度で，　LVEDVは220％Nまで拡大していた．

大動脈弁は三尖で，弁尖にprolapseする所見はなかっ

たが，弁縁は中等度肥厚し，coaptationは心ずしも良

好ではなかった．26mlnのHemashieldグラフトを用

いて基部を再建した．軽度の弁尖の接合不全を認め軽

度の逆庭流を残すと考えられたが，女児であることを

考慮して弁置換は行わなかった．術後の経過は順調で

第3病日から歩行開始した．術後造影では2度のAR

を認めたが，左室，大動脈間には圧較差を認めず，

LVEDVは128％Nまで改善した．無輸血で経過した

ので貧血改善に時間を要し，術後1カ月で退院した．

3カ月の現在で元気に通学している．

　9．術後の右室流出路狭窄に対し，PTAが有効で

あった肺動脈閉鎖・心室中隔欠損の1例

　　　　山形大学医学部小児科

　　　　　　鈴木　　浩，中里　　満，佐藤　　哲
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　　　　　　石川安都子，早坂　　清

　症例は2歳の女児．肺動脈閉鎖，心室中隔欠損，動

脈管開存の診断で3カ月時に左modified　B－T　shunt

を施行した．1歳5カ月時に一弁付き牛心膜transan－

nular　patchで右室流出路を再建したが，術後7カ月で

の心エコーによる右室流出路の圧較差が45mmHgで

あったため，PTAを施行した．　PTA前の右室収縮期

圧は74mmHgで，圧較差は56mmHgであった．造影で

はパッチと主肺動脈の吻合部に狭窄があり，狭窄部径

は6．4mmであった．直径12mmのバルーン，ついで狭

窄部位の2．6倍にあたる12mm＋8mmのダブルバルー

ンで拡張し，waistは消失した．狭窄部位は9．3mmと

拡張し，右室圧は62mmHgで圧較差は22mmHgに低

下した．PTA後の心エコーによる経過観察では右室

圧はさらに低下していた．右室流出路再建術後の進行

性の狭窄に対して術後比較的早期にPTAを行い，有

効であった．

　10．特異な経過を呈した先天性完全房室ブロックの

1例

　　　　東北大学医学部小児科

　　　　　　　　　　　　大野　忠行，小野寺　隆

　　　　　　　　　　　　小澤　　晃，田中　高志

　　　　仙台赤十字病院NICU　　　　柿澤　秀行

　症例は在胎30週1日の女児．妊娠中特変なく，母の

抗SS－A抗体は陰性．胎児エコーにて徐脈・胸腹水・皮

下浮腫を指摘され，胎児心不全のため緊急帝王切開術

にて出生．出生体重1，710g．心拍数100bpmの房室接合

部調律であった．新生児早期はペーシングせずに心不

全の改善が得られたが，日齢14に急に期外収縮が頻発

し心拍数30bpm台の徐脈となり，心不全をきたしたた

めペーシングを行った．その際それまでなかったP波

が出現したが，心室に伝導せずに先天性完全房室ブ

ロックと診断した．その後再びP波のない心拍数100

bpmの房室接合部調律に戻った．全身状態は安定して

いたが，高度の徐脈をきたす可能性があり，心停止を

起こしうると考え，永久ペースメーカーの適応と判断

した．バックアップペーシング目的に体重3，700gで

ペースメーカー植え込み術を施行した．その後の経過

も良く，外来経過観察中である．

　11．原発性肺高血圧症の1女児例

　　　　秋田大学小児科

　　　　　　折野　知美，伊藤　忠彦，安岡　健二

　　　　　　米山　法子，原田　健二

　　　　たかだこども医院　　　　　　高田　　修
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　原発性肺高血圧症（以下PPH）は難治性の重症右心

不全をきたし，肺血管抵抗の上昇に対する確実で有効

な治療法もなく，特に新生児，乳児期における予後は

極めて不良である．今回我々は経口PGI、誘導体の投与

及び在宅酸素療法にてPPHの改善を認めた症例を経

験し報告した．

　症例は6カ月の女児．1カ月検診にて特に異常は指

摘されなかったが，哺乳力低下，体重増加不良，弱々

しい蹄泣あり，保健婦より受診を勧められ，生後2カ

月，近医受診．心エコー検査，心臓カテーテル検査に

てPPH（Pp／Ps＝1．0，　Rp＝11．IU・m2）と診断され，

Beraprost　sodium（PGI、誘導体）開始となり，当科紹

介．在宅酸素療法と併用したところ，体重増加，哺乳

量も良好となり，治療開始4カ月後の心臓カテーテル

検査にて正常肺動脈圧であることを確認した．

　基調講演

　小児開心術中の麻酔管理

　　　　　静岡県立こども病院麻酔科　堀本　　洋

　P1．先天性心疾患の術前診断と管理一新生児期入

院症例を中心に一

　　　　福島県立医科大学小児科

　　　　　　桃井　伸緒，佐藤　　敬，佐藤　守弘

　　　　　　佐藤　和子，鈴木　　仁

　1994年から1997年10月までに74名の新生児期入院が

あり，これは循環器疾患の全入院患者の約9％を占め

た．疾患別では純型肺動脈閉鎖症，重症肺動脈狭窄症，

ファロー四徴症，大動脈縮窄複合が多くを占めた．動

脈管依存性疾患は41名と過半数を占めた．プロスタグ

ランジンE1（PGE，）はlipoPGEIから使用開始し，反

応不良の症例ではPGEICDに変更することにより全

例で開存を保つことができた．出生直後より使用を開

始した場合は大きく開存しすぎる傾向があり，2ng／

kg／minに減量使用することにより良好に管理でき

た．術前に急性腎不全に陥った症例は10例（13．5％）

あり，大動脈縮窄複合と左心低形成症候群が半数を占

めた．カテコラミンと通常量の利尿剤に反応する症例

は少なく，大量のforosemideやmannitolの併用を要

した．心機能低下疾患にはPDE　III阻害剤の併用が有

用であった．

　P2．教室における先天性心疾患の体外循環法・術後

管理一般

　　　　福島県立医科大学心臓血管外科，小児科＊

　　　　　　小野　隆志，星野　俊一，岩谷　文夫

　　　　　　猪狩　次雄，佐戸川弘之，佐藤　晃一
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　　　　　　三沢　幸辰，鈴木　　仁＊，桃井　伸緒＊

　　　　　　佐藤　　敬＊

　新生児，乳児開心術の際におこなっている限外濾過

回路を使用した充填血洗浄の方法は，充填血中のK値

とブラディキニンを有意に低下させ，安定した体外循

環と高灌流圧をもたらした．さらに，術前自己血貯血

と限外濾過併用による無血体外循環法により71例中67

例において同種血輸血を回避し得た．また，PDE　III阻

害剤Millrinoneの体外循環離脱時よりの使用は，末梢

血管抵抗，肺血管抵抗を減少させるとともに，心係数

を上昇させる傾向があり，術後急性期の血行動態を安

定させた．肺高血圧合併症例におけるNO吸入試験に

より，NO吸入は小児開心術後の肺血管抵抗を有意に

低下させることが明らかになった．

　P3．先天性心疾患の周術期管理：術後肺高血圧ク

リーゼに対する治療の基本方針

　　　　弘前大学医学部第1外科

　　　　　　小野　裕逸，境　　雄大，久我　俊彦

　　　　　　成田　淳一，福井　康三，鈴木　宗平

　当科における過去20年間の小児開心術症例は361例

であった．うち69例は術前の肺対体収縮期圧が0．7を越

える高度肺高血圧症例であり，術後に肺高血圧クリー

ゼ（PHC）を来したものを10例経験した．救命しえた

のは4例であった．

　PHCに対する治療の基本方針としては，疑わしい症

例については肺動脈圧モニターが必須である．その上

で種々血管拡張剤を使用することとなるが，肺内シャ

ントを増す結果低酸素を助長したり，体血圧をも低下

させうることを念頭に置かねばならない．近年，一酸

化窒素（NO）がPHCに対して有効とされ，自験例を

紹介した．なお，PHC症例の術後管理においては，鎮

静と呼吸管理が血管拡張剤以上に重要であることを強

調した．

　P4．　Fontan手術と術後管理

　　　　東北大学胸部外科

　　　　　　遠藤　雅人，佐藤　　香，貞弘　光章

　　　　　　庄司　好巳，近江三喜男，田林　胱一

　東北大学胸部外科では1974年より1997年まで32例の

Fontan型手術を行った．症例数は年々増加の傾向が

あり，疾患群の推移をみると1990年以前はTricuspid

atresiaが大部分を占めていたが1991年以降は
Tricuspid　atresia，　Single　ventricle，その他，がほぼ

91－（91）

同数となっている．術式の推移をみると1993年では

Atrium－PA　connectionとAtrium－Ventricle－PA　con－

nectionがほぼ半々であったが1994年にTCPCが導入

され1996年以降は全例TCPCが選択されている．1990

年以前は病院死が16例中7例44％であったが1991年以

降は16例3例19％と改善している．特に1995年以降は

10例中1例，死亡率10％となっている．術前因子と手

術成績の関係では，年齢，平均肺動脈圧，心室駆出率．

Nakata　indexについて生存群と病院死群に有意差は

なかった．病院死の原因は主にLOSとHypoxiaであ

るが，その誘因として上室性頻拍，PVO，心房間なら

びに心室問のresidual　shunt，房室弁逆流等があげら

れる．Fontan手術の対象となるfunctional　single

ventricleに対する治療は新生児期よりFontan手術

に向けての条件作りを行うstaged　Fontan手術を採

用し，Fontan手術適応からはずれないようにfollow

upを行うこと，　Sub　AS，　AVVR，　TAPVCなどの合

併病変はFontan手術施行前に修復に努めることが必

要になる．また術後管理に関してはhigh　risk症例で

のNOの積極的な使用が有効と考える．

　P5．先天性心疾患に対する姑息手術の問題点一開

心姑息術例と左室流出路閉塞例を中心に一

　　　　岩手医科大学循環器医療センター心臓血管外

　　　　科，同　小児科＊

　　　　　　石原　和明，泉本　浩史，北原　博人

　　　　　　椎名　祥隆，川副　浩平，小山耕太郎＊

　　　　　　藤井　　裕＊，大山　和成＊

　先天性心疾患に対する外科治療成績は最近では向上

しつつあるものの未だ不十分である．とりわけ，左室

流出路閉塞例に対する姑息術や開心姑息術例の成績は

満足できるものでは無く，死亡例の大きな割合を示す．

1994年から1997年10月までに施行した先天性心疾患に

対する総手術例数は318例，病院死亡26例（8％）であ

るのに対して同期間の姑息術例数は63例，病院死亡

12（19％）である．姑息術例63例中，左室流出路閉塞

例13例（死亡4例），開心姑息術例17例（死亡7例）を

除いた33例の姑息術では脳動脈瘤破裂で失った1例を

除きすべて生存している．それに対して左室流出路閉

塞例に対する開心姑息術，Heterotaxiaに対する開心

姑息術の成績は不良である．現在もっとも治療が困難

な疾患群は左室流出路閉塞を伴う両心室修復術不能例

であり，早期の治療体系の確立が望まれる．
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