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　1．拡張型心筋症様変化を呈したミトコンドリア脳筋症

（MELAS），慢性腎不全の 1 例

北海道立小児総合保健センター小児科

横澤　正人，長谷山圭司

同　心臓血管外科

菊地　誠哉

同　外科

松野　　孝，永山　　稔

国立病院機構西札幌病院小児科

荒木　義則，星井　桜子

苫小牧市立総合病院小児科

小原　敏生

　症例は10歳女児．MELAS，慢性腎不全で加療中であっ

た．2002年 4 月から心拡大が進行し同年10月 1 日に当セン

ターへ紹介，入院となった．CTR 73％，LVSF 10％，心嚢

液，胸水，腹水の貯留を認めた．HANP，HBNPは690，

2,330pg/ml，BUN 59mg/dl，Cre 2.4mg/dlであった．塩分，水

分制限，利尿剤増量，強心剤を開始したが反応しないた

め，持続的血液濾過透析を施行した．体重は約1.5kg減少

し，左室収縮能は徐々に改善，CTRも縮小した．�-blocker

を開始，さらに持続的腹膜透析に移行したところ約 1 年で

CTR 48％，LVSF 22％までに改善，HANP，HBNPも正常域

になった．MELASに伴う潜在的心筋障害に慢性腎不全が強

い影響を与え，いわゆる透析心にみられるような拡張型心

筋症様変化を呈したと考えられた．

　2．LV fascisular VTの乳児例

札幌医科大学小児科

高室　基樹，富田　　英，堀田　智仙

堤　　裕幸

　症例：生後 1 カ月の男児．1 カ月健診で頻拍を指摘され

紹介された．入院時心拍数230/分．心内構造は正常．心電

図でQRS時間は100ms未満でRBBBパターン，上方軸であっ

た．ATPは無効でジソピラミド静注で洞調律に復した．洞

調律時のQRSは正軸でブロックはなかった．発作時心電図

でP波は不明瞭であったが，ATP静注後の食道誘導心電図で

発作時房室解離を証明し心室頻拍と診断した．発作時心電

図からLV fascicular VTが考えられCa拮抗薬が有効と思われ

たが，乳児期早期のため使用せず，現在ジソピラミド内服

で発作を管理している．

日　　時：2004年 4 月17日（土）14：00～
会　　場：山之内大通ビル 9 階会議室
会　　長：安倍十三夫（札幌医科大学第二外科）
当番幹事：赤坂　伸之（旭川医科大学第一外科）

　結語：ATP無効の頻拍でP波が不明瞭の場合，ATP静注後

の食道誘導心電図が頻拍における房室伝導の評価に有効で

ある．

　3．僧帽弁閉鎖不全術後心不全にアンジオテンシン変換酵

素阻害剤が著効した 1 例

北海道大学医学部小児科

村上　智明，盛一　亨徳，齋田　吉伯

武田　充人，上野　倫彦

同　循環器外科

窪田　武浩，橘　　　剛，八田英一郎

村下十志文

　症例は21歳女性．生後 6 カ月より先天性僧帽弁閉鎖不全

で経過観察されていた．19歳時心超音波検査上手術適応に

達し，心臓カテーテル検査施行のうえ手術を勧められた．

しかし本人，家族の希望で延期された．21歳時に再度心臓

カテーテル検査施行したところ，LVEDVI 114ml/m2，

LVESV I70ml/m2，LVEDP 11mmHgと術後心不全が予測され

る状態となっていた．僧帽弁形成術が施行され逆流は消失

したが，心超音波検査でSF 0.19，CI 2.5l/m2であった．

cilazapril 2mgを開始したところ徐々に改善し，1 年後には

SF0.40となりフルタイムで就職し得た．本疾患では術後後

負荷の上昇に伴う後負荷不整合およびremodelingが進行する

ため，アンジオテンシン変換酵素阻害剤が有効である．

　4．左心カテーテル後に大腿動脈血栓症を合併した乳児に

対する経カテーテル的再疎通術の経験

札幌医科大学小児科

堀田　智仙，富田　　英，高室　基樹

堤　　裕幸

　症例：3 カ月男児．

　主訴：左心カテーテル検査後の右下肢の冷感・右足背動

脈の拍動触知不良．

　現病歴：21  trisomy，VSD，ASD，PH．ICR施行前検査と

して心カテ検査を施行後に右大腿動脈血栓症を合併．UK静

注投与を 4 日間行うが効果なく，経カテーテル的再疎通を

施行．

　手順：① 腱側の左大腿動脈に3Fのsheathを挿入しアプ

ローチ．② 右大腿動脈局所でのUK注入を施行したが，効果

は不十分．③ 025 Radifocusのangle typeの先端をループ状に

して血栓を粉砕．④ 2mm × 1.2cm Gazzelのバルーンカテを
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使用して，血栓の除去を追加．バルーンは軽くinflateした状

態で前後に移動．⑤ 血管造影で再疎通を確認．

　考察：カテーテル後の大腿動脈血栓症に対する経カテー

テル的再疎通術は，乳児においても有効な治療法の一つと

言える．

　5．ファロー四徴術後の左肺動脈狭窄に対するcutting

balloon angioplasty

旭川医科大学小児科

梶野　浩樹，津田　尚也，杉本　昌也

真鍋　博美，藤枝　憲二

同　第一外科

角浜　孝行，赤坂　伸之，笹嶋　唯博

同　救急医学

郷　　一知

　患者は11歳男子．前回の心カテでファロー四徴術後の左

肺動脈狭窄に対しバルーン拡大術を施行したが，IVUS上 1

方向に大きなtearが生じたにもかかわらず狭窄がcompliantで

あったために形態と圧較差が改善しなかった．今回，径 5

mmの左肺動脈狭窄に対し径 6mmのcutting balloonで拡大，

径10mmの高耐圧バルーンでさらに拡大した後，径 8mmの

ステントを径10mmにまで拡大し留置した．肺血流シンチで

は左肺/全肺の割合が15％から35％に増加した．cutting bal-

loonはnoncompliantな小血管の拡大に用いられるが，tearの

方向を分散し大きなdissectionを防止するため，通常のバ

ルーン拡大術の安全性を高める用途の可能性も持つと思わ

れた．

　6．Blalock-Park術後の遺残大動脈弓部狭窄に対するステ

ント留置術

札幌医科大学小児科

富田　　英，高室　基樹，堀田　智仙

市立室蘭総合病院小児科

畠山　欣也

　年長児の大動脈縮窄に対し，ステント留置術が行われる

ようになってきたが，大動脈弓部狭窄に対するステント留

置術の報告は少ない．20歳の男性，Blalock-Park法による大

動脈弓再建術およびパッチ拡大術後の遺残大動脈弓狭窄に

対しステント留置を行い，良好な結果を得た．屈曲が強

く，不整な形態のためロングシースやステントの通過が困

難な弓部狭窄に対しては，右鎖骨下動脈から挿入したスネ

アカテーテルで大腿動脈より挿入したガイドワイヤーを把

持しつつロングシースを挿入する方法が有用と考えられ

た．

　7．肺動脈絞扼術の予後検討

旭川医科大学第一外科

光部啓治郎，赤坂　伸之，角浜　孝行

永峯　　晃，熱田　義顕，羽賀　将衛

東　　信良，稲葉　雅史，笹嶋　唯博

同　救急医学

郷　　一知

　1993年 4 月～2003年12月の期間に当科で施行した肺動脈

絞扼術PAB26例につき検討した．平均年齢は46 � 37日，体

重は2.9 � 0.7kgであった．手術適応は，敗血流過多による

肺高血圧を呈する先天性心疾患の姑息手術とし，Fontan型

手術待機症例が 6 例，biventricular repair待機症例が19例，

TGA準備手術が 1 例であった．banding sizeはTruslerの基準

（20 + 体重）を参考に，Pp/Ps < 0.5を目標とした．PAB周径
実測値の平均は22.92mmでTruslerの基準値とほぼ同一で

あった．術後早期死亡は認めず，修復術待機中死亡が 3

例，修復術後死亡が 4 例あった．再絞扼を要した症例は 4

例であった．

　8．胸骨正中切開によるpalliative operationの検討

北海道大学医学部循環器外科

若狭　　哲，八田英一郎，橘　　　剛

窪田　武浩，村下十志文，安田　慶秀

　正中切開での姑息手術はstaged operationにおいても皮膚切

開線が 1 カ所である，肺を圧迫せず血行動態や呼吸状態が

安定している，急変時にも人工心肺への移行や心臓マッ

サージができるという利点がある．一方で次回正中切開時

の癒着，shunt siteが限られること，shunt中枢吻合が比較的

近位側になるという欠点がある．2000年 1 月～2004年 3 月

に当科で経験した初回単独PA bandingおよびB-T shuntは21

例であった．正中から行った12例を側開胸 9 例と比較検討

したところ，手術時間や再手術頻度は差がなかったが，

ICU stay・挿管期間・強心剤使用期間のいずれも正中切開で

短かった．次回正中切開の際に特に問題はなかった．

　9．生後24時間で根治手術に成功した動脈管動脈瘤を伴う

上心臓型総肺静脈還流異常症の 1 例

北海道立小児総合保健センター胸部心臓血管外科

前田　俊之，菊地　誠哉，伊藤　真義

同　小児科

横澤　正人，長谷山圭司

札幌医科大学小児科

高室　基樹，布施　茂登，富田　　英

同　第二外科

奈良岡秀一，安倍十三夫

国立函館病院小児外科

印宮　　朗

　総肺静脈還流異常症において，肺静脈閉塞はおもにIII型

において認められる．今回われわれは動脈管動脈瘤を合併

し，その圧迫による垂直静脈の閉塞を来した上心臓型総肺
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静脈還流異常症に対して生後24時間で根治術を施行し，良

好な成績を得た 1 例を経験したので報告する．

　10．新生児大動脈縮窄症および大動脈弓離断症に対する

外科治療の検討

北海道大学医学部循環器外科

八田英一郎，若狭　　哲，橘　　　剛

窪田　武浩，村下十志文，安田　慶秀

　1994年 8 月～2004年 3 月の新生児大動脈縮窄症（CoA）12，

大動脈弓離断症（IAA）6 例に対する治療を検討．CoAは全

例左側開胸でEEA 7，SFA 5 例．5 例はarch径（mm）が体重

（kg）+ 1 未満．complexの10例はPABを同時施行（二期的根
治）．IAAの 4 例は左側開胸からEEAおよびPABを施行（二

期的根治）．VSD（RAA）およびAP windowの 2 例は正中から

の一期根治でEEA施行．大動脈修復，根治術とも早期死亡

なし．遠隔期死亡 1 例．再狭窄 2 例．原則的に大動脈修復

を第一期（側開胸），心内修復を二期的に施行，側開胸手術

困難な症例には一期根治でEEAを施行したが，術後早期死

亡なく治療方針は妥当．再狭窄予防にはPDA組織の確実な

切除が必要．

　11．腹部大動脈閉塞および出血性脳梗塞を併発した僧帽

弁位巨大疣贅を伴う細菌性心内膜炎の 1 救命例

札幌医科大学第二外科

高木　伸之，佐藤　真司，安倍十三夫

同　小児科

富田　　英，高室　基樹，堀田　智仙

　患者は 9 歳，女児．ダウン症候群．黄色ブドウ球菌によ

る僧帽弁位巨大疣贅を伴う心内膜炎で腹部大動脈閉塞に対

して緊急開腹下血栓除去を施行．さらに多発性脳梗塞の急

性期にヘパリンコーティング人工心肺下巨大疣贅除去およ

びresection suture法による弁形成術を施行し，術後脳出血も

なく治癒せしめた．脳梗塞急性期開心術後の脳出血の危険

性と再塞栓発症の可能性の間で手術適応に難渋した症例を

報告した．


