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　1．小児慢性腎不全に対する腹膜透析管理中に拡張型心筋

症を来した 2 例

大阪大学大学院医学系研究科小児科

那須野明香，吉田　葉子，前川　　周

内川　俊毅，市森　裕章，成田　　淳

高橋　邦彦，平井　治彦，小垣　滋豊

大薗　恵一

　症例 1：13歳女児．10歳時巣状糸球体硬化症（FGS）にて腹

膜透析（PD）導入．BUN，Crn高値．心不全発症．

　症例 2：5 歳女児．3 歳時FGSにてPD導入．貧血持続．心

不全発症．

　腹膜透析メニュー変更による除水の強化に加えて，スピ

ロノラクトン・ACE I・�ブロッカーを用い，心機能の改善

を認めた．1 例ではカルニチン欠乏があり，BMIPPシンチ

で異常を認めたが，補充と心不全コントロール後改善傾向

を示した．

　2．心機能低下が遷延した急性心筋炎の 1 例

京都府立医科大学大学院医学研究科発達循環病態学

問山健太郎，白石　 公，金沢 貴保

藤井麻衣子，加藤 竜一，山元 康敏

小澤誠一郎，糸井 利幸，�岡 建城

　症例は11カ月，男児．上気道炎罹患 2 日後に不機嫌，呼

吸苦を認め医療機関を受診． CTR 64％と心拡大を認め入院

となる．急性心不全の症状を認め，心エコー上，FS = 9％，

LVDd = 48mm．安静，利尿剤，カテコラミン等による急性

期の治療を行った．PCPSは行わなかった．心機能低下が遷

延し 6 カ月後の心エコーでもFS 15％，LVDd = 46mmであっ

た．現在は�ブロッカーを開始し経過をみている．

　3．大動脈走行異常による気管狭窄を来したVACTERL連

合の 1 例

徳島大学発生発達医学講座小児医学分野

渡辺　典子，森　　一博，早渕　康信

鈴木光二郎，香美　祥二

同　周産母子センター

中川　竜二，西條　隆彦

同　小児外科・小児内視鏡外科

嵩原　裕夫

同　心臓血管外科

北川　哲也

　VACTERL連合に大動脈走行異常による気道狭窄を伴った

1 例を報告する．症例は低位鎖肛，右胸心，食道閉鎖Gross

C型他を認め，日齢 1 より人工呼吸管理を開始，日齢 3 に

気管食道瘻根治術を行った．その後も呼吸困難が持続し気

管ファイバーで拍動性の気管狭窄がみられ，3DCT では気

管分岐部を大動脈弓が前方から圧迫していた．術中ファイ

バー，大動脈つり上げ術を施行し改善した．

　4．肺分画症を合併した完全型心内膜床欠損症の 1 例

兵庫県立尼崎病院小児循環器科

李　　進剛，若原　良平，坂崎　尚徳

同　心臓外科

今井　健太，藤原　靖恵，清水　和輝

森島　　学，大野　暢久，大谷　成裕

藤原　慶一

　CAVSD，MR，PH，右胸心のダウン児．月齢 4 で心内修

復術を施行後も重度MRが残存し，心不全が持続した．術後

カテで，腹部大動脈から分岐する異常血管から血流を受

け，右下肺静脈を介して左房に還流する右肺下葉の肺葉内

肺分画症を認めた．月齢 6 に右下肺葉切除術を行い，MR，

心不全の有意な軽減を認めた．肺分画症はMRおよび心不全

例の鑑別診断に挙げられ，肺葉切除術は積極的に行うべき

治療と考えた．

日　時：2007年 2 月 4 日
会　場：大阪市立総合医療センター さくらホ－ル
会　長：村上　洋介（大阪市立総合医療センター）
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　5．生下時に左室低形成，逆行性大動脈血流を認めた大動

脈縮窄の 2 例

三重大学大学院小児発達医学

大橋　　浩，三谷　義英，細木　興亜

大橋　啓之，松下　理恵，駒田　美弘

山田赤十字病院小児科

澤田　博文

はやかわこどもクリニック

早川　豪俊

三重大学大学院胸部心臓血管外科

高林　　新，新保　秀人

　狭小化卵円孔により逆行性大動脈血流，左室低形成，

PPHNを合併し，特異な経過を呈した大動脈縮窄の 2 例を経

験した．生下時左室低形成であったが，肺血流増加に伴い

左室の発育を認め，全身血圧を支持できるまでになった．

両室修復ができるか否かの判断は，生後数日以降の左室の

発育で判断される．病態は卵円孔早期閉鎖の軽症例に入る

ものと考えられた．また肺水腫の予防にN2吸入は一つの手

段と考えられた．

　 6．卵円孔狭小化による，低形成左室の発育を観察し得

たTurner症候群の低出生体重児例

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科

石田　秀和，稲村　　昇，青木　寿明

河津由紀子，北　　知子，萱谷　　太

同　心臓血管外科

斎藤　哲也，石丸　和彦，盤井　成光

川田　博昭，岸本　英文

　在胎37週1,672gで出生，HLHSと診断され搬送．LVDdは

正常の73％，MV 51％，AV  68％であったが，PDAは左右

短絡であり急な変化を避けPGE1を使用．約 1 カ月でLVDd

は正常範囲となりMV，AVも発育した．その後肺高血圧と

大動脈縮窄が顕在化しPTAを施行．左室の発育はFO狭小化

に伴った流入血流の増加によると考えた．肺高血圧は左室

発育過程における高い左房圧を背景に生じた可能性があ

る．

　7．新生児遷延性肺高血圧症（PPHN）を合併したチアノー

ゼ性心疾患の治療経験

兵庫県立こども病院循環器科

齋木　宏文，鄭　　輝男，城戸佐知子

藤田　秀樹，田中　克敏，井出健太郎

　症例 1 はTGA（1）．長時間のdistressにより発症．NO吸入

と容量負荷により軽快．症例 2 はTAPVR（1b）．徐脈，aci-

dosisを管理し得ず，緊急手術．エコー，術中所見から垂直

静脈―小さなcommon chamber―PV間に狭窄なし．長い経路

がPPHNを増悪したと考察．術後PH遷延も軽快．症例 3 は

critical PS．日齢 1，PTPV中に発症．restrictive PFOと小さな

右室により肺動脈圧維持が困難．NO吸入と過剰容量負荷を

し，著明な肝腫大を容認して管理，軽快．

　結論：NO吸入は有効．循環管理には肺動脈還流圧の維持

が重要だが達成不能な症例は介入が必要．

　8．最近経験した両側動脈管開存の 2 例

三重大学大学院小児発達医学

大橋　　浩，三谷　義英，細木　興亜

大橋　啓之，松下　理恵，駒田　美弘

山田赤十字病院小児科

澤田　博文

はやかわこどもクリニック

早川　豪俊

三重大学大学院胸部心臓血管外科

高林　　新，新保　秀人

　生後早期に急速な経過で発症した両側PDAのまれな 2 例

を経験した．症例 1 はnon-confluent PAを伴う複雑心奇形，

症例 2 はRAAに伴っていた．全身状態不良で緊急的な対応

が必要な症例 1 ではエコー診断に基づきN2吸入，PGE1投与

などによる全身管理，外科的治療計画が重要であると考え

られた．両側PDAの診断に64列CTが有用であるが，症例 2

のようにある程度落ち着いた例では今後施行したい．

　9．左心低形成症候群の心室収縮様式―2Dストレイン法

による評価の試み

倉敷中央病院小児科

脇　　研自，上山　伸也，川口　　敦

豊田　直樹，原　　茂登，新垣　義夫

馬場　　清

　2Dストレイン法を用いて左心低形成症候群の心室収縮様

式の解析を試みた．対象はclassic HLHS 4 例で，心エコー

図上LVのない群 2 例とLVのある群 2 例について比較した．

LVのある群ではLV後壁の短軸断面円周方向ストレインが収

縮期に負の値を示しており，LVのない群とは異なる収縮様

式を示していた．左心低形成症候群のなかで比較的大きな

左室をもつ症例ではその左室が心室収縮能に悪影響を与え

る可能性が示された．

　10．マルチスライスCT 3 次元画像と光造形法を応用した

先天性心奇形レプリカによるカテーテルインターベンショ

ンおよび外科手術シミュレーションの試み

京都府立医科大学大学院医学研究科発達循環病態学

白石　　公，金沢　貴保，藤井麻衣子

加藤　竜一，問山健太郎，山元　康敏

小澤誠一郎，糸井　利幸，�岡　建城

同　小児疾患研究施設小児心臓血管外科

山岸　正明

　マルチスライスCTを用いた 3 次元画像診断は，複雑な先

天性心疾患の診断と治療に欠かせない存在となってきた．

われわれはさらに外科治療のシミュレーションを目的とし

て光造形法による心奇形レプリカを作成している．硬性エ

ポキシ樹脂で実物大のレプリカを忠実に再現できたのみな

らず，軟性ウレタン樹脂で切開縫合可能なレプリカを作成
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することも可能であった．この技術は先天性心疾患の安全

な診断と治療に貢献すると考えられる．

　11．心室中隔欠損術後に顕在化した肺静脈狭窄の 1 例

和歌山県立医科大学小児科

渋田　昌一，武内　　崇，末永　智浩

鈴木　啓之，吉川　徳茂

同　第一外科

小森　　茂，平松　健司

紀南病院小児科

南　　孝臣

　症例は 4 カ月女児．体重増加不良であり，VSD・ASD・

PHの診断で心内修復術施行．術後経過は良好であったが，

経過中，エコーで左肺動脈，左肺静脈の血流量の減少，フ

ローパターンの異常を認め，左肺静脈狭窄を疑った．造影

CTにより，左下肺静脈が下行大動脈により圧迫を受け狭窄

を来していること，左気管支狭窄を合併していることが明

らかとなった．肺静脈狭窄の評価，原因検索については造

影CTが有用であった．

　12．PTPV後に右室流出路狭窄の進行がみられたPA/IVS

症例

倉敷中央病院小児科

原　　茂登，上山　伸也，川口　　敦

豊田　直樹，脇　　研自，新垣　義夫

馬場　　清

　純型肺動脈閉鎖や重症肺動脈狭窄の症例に対し，経皮的

肺動脈弁バルーン拡大術（PTPV） を行うことは，BTシャン

トなどの外科治療を回避するうえで有用である．われわれ

の施設で2003～2007年の 6 年の間の11例に対してPTPVを

行った．しかしPTPV後に右室流出路狭窄が強く認められる

ようになった症例が 3 例あり，PTPVに起因するものである

可能性も考えられるため，報告する．

　13．新生児期，乳児期早期の治療抵抗性PSVTの 2 例

高知県立幡多けんみん病院小児科

山本　雅樹，三浦　紀子，尾崎　明子

山遠　　剛，武市　知己

独立行政法人国立病院機構高知病院

玉城　　渉

高知大学小児思春期医学教室

矢野　哲也，高杉　尚志，細川　卓利

脇口　　宏

日本赤十字社和歌山医療センター心臓小児科

中村　好秀

　症例 1：潜在性WPW症候群によるAVRTの日齢 7 新生児

例．プロプラノロール，ジソピラミド，ジゴキシン，フレ

カイニド，ソタロール投与も発作抑制困難で，日齢116に

EPS，アブレーションを施行した．

　症例 2 ：潜在性WPW症候群によるAVRTの 2 カ月乳児

例．PAC出現で容易に再発を繰り返し，ジゴキシン，プロ

プラノロール投与も発作抑制困難で，フレカイニド投与後

はPAC，PSVTは消失した．

　14．胎児期より不整脈管理に難渋したEbstein病の 1 例

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科

石田　秀和，稲村　　昇，青木　寿明

河津由紀子，北　　知子，萱谷　　太

同　心臓血管外科

斎藤　哲也，石丸　和彦，盤井　成光

川田　博昭，岸本　英文

日本赤十字社和歌山医療センター心臓小児科

芳本　　潤，中村　好秀

　在胎33週にEbstein病，上室性不整脈と診断した．34週，

RVからのforward flowが消失し，フレカイニドを開始した．

翌日，上室性頻拍を発症し胸腹水が出現，緊急帝王切開と

なった．上室性頻拍は薬剤やDCに抵抗し，日齢 1よりニ

フェカラントを開始した．プロプラノロール，ソタロール

を加えたが，コントロール不良となった．日齢127（4.5kg）

にカテーテルアブレーションを施行し，経過良好である．

　15．日齢 6 でStarnes手術とクライオアブレーション治

療を施行し救命し得た重症Ebstein奇形の 1 例

大阪市立総合医療センター小児循環器内科

川崎　有希，村上　洋介，鈴木　嗣敏

江原　英治

同　小児心臓血管外科

小澤　秀登，康　　雅博，川平　洋一

西垣　恭一

　新生児重症Ebstein奇形は，Starnes手術が行われるが，治

療成績は極めて不良である．加えて頻脈性不整脈の合併

は，心不全悪化の要因となるが，これまでにStarnes手術と

同時に不整脈治療も行い，成功した報告は認めない．今

回，房室結節回帰性頻拍を合併したEbstein，肺動脈閉鎖を

胎児診断し，日齢 6 にStarnes手術と術中クライオアブレー

ションを施行し，救命し得た．

　16．TCPC術前にWPW症候群に対してアブレーション治

療を施行した単心室の 1 例

日本赤十字社和歌山医療センター心臓小児科

豊原　啓子，梶山　　葉，芳本　　潤

福原　仁雄，中村　好秀

近畿大学医学部奈良病院小児科

吉林　宗夫

　症例は 9 カ月，6kgの単心室（DIRV），肺動脈閉鎖，cen-

tral shunt術後の男児である．心電図上�波を認め，頻拍を頻

回に認めたため精査加療目的で紹介入院となった．全身麻

酔下で電気生理検査を行い，僧帽弁輪後方に副伝導路を有

すると判断した．卵円孔経由で同部位にアブレーションを

施行し副伝導路の離断に成功した．Fontan術前に存在する

不整脈基質はアブレーション治療する必要があると考えら

れた．

65
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　17．学校心臓検診で発見された心室期外収縮の検討

近畿大学小児科

篠原　　徹，三宅　　俊，竹村　　司

　学校心臓検診において要追加検診となった256例の心室期

外収縮症例について検討した．右室起源が全体の半数，左

室起源が1/4を占めた．出現頻度が多い（15％以上）例，心室

頻拍例がそれぞれ10％程度存在した．このような症例の予

後に一定の傾向はなく，改善するものがみられる反面，悪

化するものもあった．心室頻拍例の1/3で服薬やカテーテル

アブレーションを実施した．幸い，対象例には失神既往例

や死亡例は存在しなかった．

　18．本院における小児不整脈アブレーションの治療成績

大阪市立総合医療センター小児循環器内科

鈴木　嗣敏，村上　洋介，川崎　有希

江原　英治

同　小児心臓血管外科

小澤　秀登，康　　雅博，川平　洋一

西垣　恭一

　本院における小児不整脈アブレーションの成績は，2006

年 6 月から 8 カ月間に施行した16例において，成功 14例 （成

功率 87％，うち再発 1 例），不成功 2 例であった．再発例

はWPW症候群 （右側副伝導路），不成功例は 2 例とも異所

性心房頻拍であった．CARTO systemを使用することによ

り，一般的に成功率が低いとされている先天性心疾患術後

不整脈においても高い成功率が得られた．

　19．フォンタン術後心不全に対してcardiac resynchronization

therapyを施行したDORVの 1 例

倉敷中央病院小児科

豊田　直樹，上山　伸也，川口　　敦

原　　茂登，脇　　研自，新垣　義夫

馬場　　清

　症例は 6 歳 7 カ月女児．診断はMS，hypo LV，DORV，

CoA，s/p TCPC．全身倦怠感を主訴に入院．アーチストを

少量から開始したが，Holterで3.5秒の洞停止を認め中止．

シネMRIと心エコーで右室と低形成左室の間にdyssynchrony

を認めCRTを導入．ペーシングリードは血圧が一番高くで

る位置に留置．カテコラミンから離脱し一時的な改善を認

めたが，心不全は再増悪し 3 カ月後に死亡．

　20．乳児ファロー四徴症根治手術後急性期に発症した異

所性接合部頻拍に塩酸ニフェカラントが有効であった 1 例

大阪医科大学附属病院心臓血管外科

佐々木智康，根本慎太郎，小澤　英樹

勝間田敬弘

同　小児科

尾崎　智康，奥村　謙一，片山　博視

玉井　　浩

同　集中治療部

岸田　尚夫

　乳児ファロー四徴症根治術後急性期に生じた二度の異所

性接合部頻拍発作に対し，塩酸ニフェカラントの静脈内投

与により，発作消失，洞調律への回復を得た．投与前，

中，後にわたりeQTc時間をモニターした．副作用である重

篤な不整脈の発生はなかった．塩酸ニフェカラントが，小

児開心術後の異所性接合部頻拍に対する有用な治療薬の一

つになり得る可能性が示唆された．

　21．ARで発症したバルサルバ洞動脈瘤の 1 乳児例

倉敷中央病院小児科

川口　　敦，上山　伸也，豊田　直樹

原　　茂登，脇　　研自，新垣　義夫

馬場　　清

　今回われわれは，心雑音により発見された巨大バルサル

バ洞動脈瘤の 1 乳児例を経験した．症例は 5 カ月男児．心

雑音，哺乳不良，多呼吸を主訴に来院．心エコー図でバル

サルバ洞動脈瘤，ARを認めた．外来経過観察としたが，

ARが早期に進行．左心不全症状を来し，入院 3 日後に弁形

成術を施行した．本疾患の乳児例報告は非常に少なく，さ

らにleft・non coronary sinusの複数部位拡張を認め非常にま

れな例であった．

　22．自然経過および肺動脈絞扼術により手術適応を回復

したアイゼンメンジャー症候群（VSD）の 1 例

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児医科学

日置　里織，大月　審一，岡本　吉生

船田　裕明，山内　　泉，堀川　定儀

森島　恒雄

同　心臓血管外科

佐野　俊二，石野　幸三，笠原　真悟

同　麻酔蘇生科　

竹内　　譲，岩崎　達雄，戸田雄一郎

清水　一好

　23．経過中PVOの改善傾向を認めたFontan candidate症例

三重大学大学院小児発達医学

大橋　啓之，三谷　義英，澤田　博文

早川　豪俊，駒田　美弘

同　胸部心臓血管外科

高林　　新，新保　秀人

　症例 1：11q monosomy HLHSのN/G術後の 3 歳女児．
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　症例 2：21 trisomy CAVC hypo LVのBDG術後の 3 歳女児．

　結果：2 症例とも高度房室弁逆流のため心房拡大あり．カ

テーテルと造影CTにより，心房拡大による一側下PV com-

pressionと診断した．房室弁形成術を施行されたことで逆流

が軽減した結果，心房の縮小からPV compressionの改善を認

めた．

　24．ワーファリンコントロールに苦慮している右室性単

心室，共通房室弁置換術後の 1 例

滋賀医科大学小児科

藤野　英俊，野村　明孝，古川　央樹

中川　雅生，竹内　義博

　症例は14歳，体重50kgの女児．12歳児に機械弁による房

室弁置換術が行われワーファリンによる抗凝固療法を行っ

ていたが，術後 1 年間の経過中 3 回の出血のエピソードが

ありPT-INRは2.0～2.5を目標に管理していた．当初は5.5mg

のワーファリン量が 1 年 6 カ月後には2.0mgで管理可能と

なった．フォンタン症例は通常より少量で管理可能な症例

があり，厳重なワーファリンコントロールが必要と考えら

れた．

　25．高度の房室弁逆流を伴ったleft isomerism heartに対

して岸本絞扼術の後PTAを行った 1 例

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科

青木　寿明，稲村　　昇，石田　秀和

河津由紀子，北　　知子，萱谷　　太

同　心臓血管外科

斎藤　哲也，石丸　和彦，盤井　成光

川田　博昭，岸本　英文

　以前吸収糸と非吸収糸を用いて 2 段階で行う肺動脈絞扼

術（岸本絞扼術）に対するPTAを用いた治療戦略を報告し

た．今回グレン手術，岸本絞扼術の後肺動静脈瘻を予防す

る目的にPTAを行ったleft isomerismを経験した．症例は単心

室，共通房室弁，高度房室弁逆流に対して 7 カ月時グレン

手術，岸本絞扼術を施行．1 歳 2 カ月時，肺動静脈瘻の予

防目的にPTAを施行．房室弁逆流の増加を認めずTCPC待機

中である．

　26．CAVC，DORV，PVOを呈したTAPVRを伴う体重

1,600gのright isomerism症例に対する手術経験

兵庫県立こども病院心臓血管外科

日隈　智憲，大嶋　義博，吉田　昌弘

島津　親士，松久　弘典，井上　　武

同　循環器科

鄭　　輝男，城戸佐知子，田中　敏克

藤田　秀樹，斎木　宏文

　在胎36週 5 日で出生した女児．right isomerism，CVAC，

TAPVR infracardiac type，PVO，bil.SVCの診断で日齢 9 に

低体温循環停止下のsutureless法によるTAPVR repair および

PAB（外周13mm）を施行．手術時体重1,600g．術後 2 カ月ご

ろよりエコーでPG = 3～3.5mmHgのPVOの所見が出現し

た．6 カ月時に心カテ施行し，PA圧15～19mmHg，Rp 2U，

PV-LA 3mmHg，O2負荷にてRp 1.2U．6 カ月22日目に

bil.BDGおよびPVO解除術施行．右房切開よりcommon PVの

orificeと 4 本のPVの走行，心房と心膜の吻合線が明確に判

別でき，容易にPVOを解除することができた．

　27．特異な走行を示した下心臓型総肺静脈還流異常を合

併した単心室（無脾症）の 1 例

兵庫県立尼崎病院心臓センター心臓血管外科

今井　健太，藤原　慶一，大谷　成裕

大野　暢久，森島　　学，清水　和輝

藤原　靖恵

同　小児循環器科

坂崎　尚徳，李　　進剛，若原　良平

　1 カ月男児．体重増加不良，チアノーゼ主訴に受診．right

isomerism，SV，SA，右下肺静脈が別に直接肝静脈に還流

する特異なIII型TAPVR，CAVVRの診断．1.5カ月時に右下

PVを除くTAPVR repair，PAB，PDA 結紮施行．房室弁逆流

のため 2 回の弁形成術，8 カ月時にPVO解除，弁形成（1 弁

口化），右下肺静脈－心房吻合を行った．11カ月の経過良好

でBDG手術待機中である．

　28．膿胸により一側肺にグレン血流が消失した無脾症候

群の 1 例

近畿大学医学部奈良病院心臓血管外科

長門　久雄，横山　晋也，西脇　　登

金田　幸三，平尾　慎吾，平間　大介

森嶋　淳友

同　小児科

吉林　宗夫，三崎　泰志，石原　温子

北村　則子，鎌田　航也

　診断はasplenia・UVH・CAVC・PA・PDA・TAPVC3・

esophageal hiatus hernia．生後19日にTAPVC修復とRV-PA

shuntを，6 カ月でBDGを受けた．1 歳で噴門形成術を受け，

膿胸となり右肺のグレン血流が消失した．3 回にわたる合計

50個のコイル塞栓により条件が改善し，1 歳 8 カ月，右心

バイパスが成立した．今後も注意深い経過観察が必要であ

る．

　29．体重 1kgの三尖弁閉鎖症例に対するB-T shuntの経験

京都大学心臓血管外科

池田　　義，村田　眞哉，佐地　嘉章

丸井　　晃，笹橋　　望，丹原　圭一

仁科　　健，米田　正始

同　小児科

土井　　拓，馬場　志郎

　TA（Ia），ASD，large PDA症例に対し，日齢15，体重

1,137gで右original B-T shuntを施行した．右開胸でのPDA剥

離に難渋し，shunt吻合自体は技術的には可能であったが，

術中hypoxiaのために失った．右B-T，左original B-T（鎖骨下

動脈起始部の形成が必要），正中からの両側PAB，あるいは
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内科的コントロールのいずれを選択するか，さらに検討が

必要である．

　30．生後 1 日目にTaussig-Bing CoAに対し一期的根治術

（Kawashima手術）を行った 1 例

兵庫県立尼崎病院心臓センター心臓血管外科

森島　　学，藤原　慶一，大谷　成裕

大野　暢久，清水　和輝，藤原　靖恵

今井　健太

同　小児循環器科

坂崎　尚徳，李　　進剛，若原　良平

　生後 2 日男児．4,330g．多呼吸，チアノ－ゼ認め，心エ

コーにてDORV，VSD，COAにて当院搬送．尿量低下，肺

うっ血の進行認め手術となった．両大血管下VSDの術前診

断だったが，術中所見で肺動脈弁下VSD（Taussig-Bing）で

あったため，Kawashima法による一期的根治術を行った．

術後LVOTOは2.0m/sであり，RVOTO，CoA認めず，現在術

後半年後で経過良好である．

　31．PVOを呈したIAA，AVD，double orifice mitral valve

に対し，新生児期開心姑息術を施行し救命した 1 例

大阪市立総合医療センター小児心臓血管外科

川平　洋一，西垣　恭一，小澤　秀登

康　　雅博

同　小児循環器内科

川崎　有希，鈴木　嗣敏，江原　英治

村上　洋介

　Double orifice mitral valveとtricuspid atresiaの合併は大変ま

れである．われわれは本疾患を経験したので報告する．症

例は生後 1 日の2.7kgの男児で，PVOで緊急手術した際に，

IAA（type A），double orifice mitral valve，restrictive ASDと

tricuspid atresiaを認めた．自験例は 3 例目の報告例であっ

た．

　32．出生直後から重度の呼吸障害を呈した肺動脈弁欠損

を伴う機能的単心室の 1 救命例

大阪府立母子保健総合医療センター心臓血管外科

石丸　和彦，岸本　英文，川田　博昭

盤井　成光，齊藤　哲也

同　小児循環器科

萱谷　　太，稲村　　昇，北　　知子

河津由紀子，青木　寿明，石田　秀和

　症例は 4 カ月，男児．出生後から呼吸不全で腹臥位，人

工呼吸管理．生後 2 日目両側肺動脈縫縮術施行．術後腹水

貯留，乏尿にて腹膜透析導入．腹膜炎合併に加え，両側気

管支扁平化，肺気腫にて呼吸管理に難渋．生後 3 カ月，右

側開胸下で右肺動脈上葉枝縫縮術 + 右気管支外ステント留

置術施行し，気管支狭窄改善．生後 4 カ月時にGlenn + 肺

動脈幹結紮術施行．術後10日目抜管し退院となり，現在外

来follow中である．

　33．双胎児間輸血症候群に伴う特発性動脈石灰化による

肺動脈弁上狭窄の 1 手術例

大阪府立母子保健総合医療センター心臓血管外科

齊藤　哲也，岸本　英文，川田　博昭

盤井　成光，石丸　和彦

同　小児循環器科

萱谷　　太，稲村　　昇，北　　知子

河津由紀子，青木　寿明，石田　秀和

　症例は 2 歳，女児．胎児間輸血症候群の受血児で，心エ

コー検査，胸部CT検査にて肺動脈幹・大動脈に石灰化と肺

動脈弁上狭窄を認めた．生後 3 カ月でover systemic RVSPと

なった．CT検査にて徐々に石灰化が軽減し，肺動脈狭窄解

除，右室流出路心筋切除を施行した．切除した肺動脈壁の

中膜は肥厚・石灰化を認めた．術後経過は良好，エコー検

査にてsubsystemic RVSPとなり肺動脈狭窄は軽減した．

　34．大動脈弁下狭窄を呈した新生児期横紋筋腫の 1 例

大阪市立総合医療センター小児心臓血管外科

康　　雅博，西垣　恭一，小澤　秀登

川平　洋一

同　小児循環器内科

川崎　有希，鈴木　嗣敏，江原　英治

村上　洋介

　2 生日に心雑音を指摘．UCGにて，左室流出路を占拠

し，ダンベル型に連続して僧帽弁前尖弁下に付着する腫瘍

を認めた．3.5m/sのLVOTOを呈していた．10生日に経大動

脈弁的に腫瘍切除を施行した．僧帽弁前尖付着部は放置し

た．術後 5 カ月のUCGにて遺残腫瘍の自然退縮を認めた．

有意なLVOTOを来す横紋筋腫は外科治療適応となる．自然

退縮が期待できるためsubtotal resectionが推奨される．

　35．右肺動脈大動脈起始症を合併した大動脈弓離断症（B）

複合の 1 症例

近畿大学医学部心臓血管外科

藤井　公輔，西野　貴子，岡本　順子

井村　正人，金田　敏夫，川崎　　寛

岡本　　健，井上　剛裕，松本　光史

中本　　進，北山　仁士，佐賀　俊彦

　症例は，在胎39週 1 日2,945gの男児．精査でIAA（B），右

肺動脈大動脈起始症，ASD，VSDと診断され生後 2日目に

一期的根治手術となった．大動脈弓部再建，VSD・ASDを

閉鎖後，上行大動脈の前面での右肺動脈再建を行った．

IAAのように上行大動脈が低形成のため，肺動脈が大動脈

の前面に位置する型では，大動脈背側からの肺動脈再建で

はなく，上行大動脈前面からの再建が，気管の圧迫を避け

るため有効な方法である．
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　36．心内短絡をもたない，右上葉へのisolated MAPCAの

1 例

大阪市立総合医療センター小児心臓血管外科

小澤　秀登，西垣　恭一，康　　雅博

川平　洋一

同　小児循環器内科

川崎　有希，鈴木　嗣敏，江原　英治

村上　洋介

　心内奇形を伴わず右肺上葉を単独支配するMAPCAに対

し，unifocalizationを施行したので報告する．1 歳 8 カ月，女

児．心内奇形は認めず．1 歳 3 カ月時のCTでdAoより起始す

るMAPCA を認めた．1 歳 6 カ月時のカテーテル検査でLV

のvolume load，MAPCA領域のPH．1 歳 8 カ月時，rtPA-

MAPCA unifocalizationを施行した．

　37．無症状の心嚢水貯留で発見された右室心尖部心室瘤

の 1 例

天理よろづ相談所病院小児科

吉村真一郎，松村　正彦，谷風　尚子

長門　雅子，新宅　教顕，山中忠太郎

高橋　泰生，南部　光彦，太田　　茂

国保中央病院小児科

高田　睦三，阪井　利幸

　6 歳男児．胃腸炎のため入院時にX線上心拡大と心エコー

で心嚢水貯留および右室心尖部の交通性をもった突出を認

めた．心疾患による症状なく，急激な心嚢水増加もなかっ

た．心カテで右室心尖部にparadoxical motionを示す1.5cm大

の突出を認め，心室瘤と診断．心嚢水除去および瘤切除を

行った．心嚢水はmacrophageが主体の滲出液で炎症性の可

能性もあったが，心膜自体に炎症所見はなかった．

　38．第一期両側肺動脈絞扼術からFontan循環に到達した

HLHSの 3 例

三重大学医学部医学系研究科胸部心臓血管外科

高林　新，横山　和人，新保　秀人

　Bilateral PAB strategyにてHLHSの 8 例中 3 例がFontan手

術に到達した．二期術前の体血流維持はMPA-desc.Ao.

shunt；1，PGE1；2 例であった．3～9mにNorwood，BDGを

施行し，2y4m～4y4mでTCPC（EC；18mm）を施行した．

HLHSに対する第一期両側肺動脈絞扼術後の体血流維持法に

つき考察を加え報告する．

　39．Single ventricle with non compacted myocardium：

Initial case report of Fontan surgery

岡山大学医学部附属病院心臓血管外科

宮原　義典，笠原　真悟，吉積　　功

桜井　　茂，石野　幸三，佐野　俊二

　Noncompacted myocardiumは，心室壁の過剰な網目状の肉

柱形成と深い間隙を特徴とする非常にまれな心筋症であ

り，心内奇形を伴うことが多い．しかし，これらの先天性

心奇形に対して修復手術を行った報告は極めて少ない．わ

れわれは，noncompaction LVの三尖弁閉鎖症成人症例に対

してstaged-Fontan手術をon-pump beatingで施行し，良好な結

果を得た．

　40．CAVC，DORV術後遠隔期の大動脈弁下狭窄および

上行大動脈瘤に対する 1 手術例

兵庫県立こども病院心臓血管外科

吉田　昌弘，大嶋　義博，島津　親士

松久　弘典，日隈　智憲，井上　　武

同　循環器科

鄭　　輝男，城戸佐知子，田中　敏克

藤田　秀樹，斎木　宏文

　症例：17歳の女性．CAVC，DORV，IVC interruption，left

isomerismの診断で 1 歳 1 カ月時，心内修復術（two patch

method）を，その後右開胸にて 2 歳11カ月時，SJM 23mmを

用いてMVRを受けた．17歳時の心カテーテル検査にて大動

脈基部の拡大とLVOTO，相対的MSを認めたため再手術を

行った．手術は人工弁の再置換，大動脈弁下のパッチ拡大

および人工血管による基部置換を行い，術後38日軽快退院

した．

　41．Doty術後 8 年目に生じたARに対するRoss手術の 1

治験例

京都府立医科大学小児心臓血管外科

谷口　智史，山岸　正明，春藤　啓介

宮崎　隆子，久岡　崇宏，前田　吉宣

山南　将志，木谷　公紀，本間　幸恵

山本　経尚，佐々木裕二

　SVASに対するDoty術後 8 年目に，右冠動脈狭小化を伴っ

たARが出現した患児に対し，Ross手術を施行した 1 例を経

験したので報告する．症例は15歳男児，7 歳時にDoty術施行

され，外来通院中にmoderate ARが出現．CAGでは右冠動脈

の低形成あり，Doty術でのpatchの圧排による開口部低形成

と考えられた．Ross手術施行によりARは消失し，ASも認め

ていない．

　42．小児術後ECMO下でCHDFが血管作動因子濃度に及

ぼす影響

三重大学医学部医学系研究科胸部心臓血管外科

横山　和人，高林　　新，新保　秀人

　小児術後ECMO施行中に高 K 血症を来した 2 例に対し

CHDFを施行した．症例 1 は 4 歳 1 カ月，11.8kg，症例 2

は 1 生日，3.1kgであり，2 例ともにCHDF開始後 5～10時

間で血清 K 値は補正された．CHDF施行中の血行動態の変

化は許容範囲内であった．ブラジキニン，IL-6，IL-8が

CHDFによって除去された可能性が示唆された．CHDFが血

管作動因子濃度に及ぼす影響につき考察を加え報告する．
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　43．三心房心と上大静脈還流型部分肺静脈還流異常症の

合併例に対し，隔壁切除とWilliams変法を施行した 1 例

和歌山県立医科大学第一外科

小森　　茂，平松　健司，西村　好晴

岩橋　正尋，金子　政弘，湯崎　　充

吉田　　稔，岡村　吉隆

同　小児科

鈴木　啓之，武内　　崇，渋田　昌一

　症例は 8 歳男児，心エコーと3DCTにて上大静脈還流型部

分肺静脈還流異常症（Lucus-Schmidt分類I-B2類似）と三心房

心の合併例と診断．手術はまず経心房中隔にて左房とacces-

sory chamber間の異常隔壁を切除．次にWilliams変法にて右

上肺静脈の左房への血流転換を行った．なお，左上肺静脈

は無名静脈と左房へdual connectionしていたため，無名静脈

に還流する異常血管を結紮した．上大静脈還流型部分肺静

脈還流異常症と三心房心の合併例に対する同時手術例の報

告はまれであり報告した．

　44．成人期右室二腔症の 1 手術例

大阪大学大学院医学系研究科外科学講座心臓血管外

科

上仲　永純，市川　　肇，松宮　護郎

上野　高義，帆足　孝也，前畠　慶人

澤　　芳樹

　症例は65歳女性．3 年前から心雑音，心電図異常を指摘．

本年になり施行した心エコーにて右室の壁肥厚，肉柱の発

達と流出路狭窄を認め，精査のため施行した胸部造影CTお

よび心臓カテーテル検査で右室流出路に突出する肥厚した

異常心筋束を認めたため右室二腔症と診断．直達硬性鏡を

用いて経肺動脈弁的に右室内は詳細に観察でき，心室切開

をおくことなく異常心筋束切除が可能であった．術後右室

内圧較差は105mmHgから15mmHgに改善した．

　45．自己心房中隔壁を用いて大動脈弁，バルサルバ洞修

復を施行したjuxta-arterial type VSDの 2 例

国立循環器病センター心臓血管外科

杉山　佳代，鍵崎　康治，萩野　生男

白石　修一，八木原俊克

　自己心房中隔壁を用いて欠損部修復をした 2 例を経験し

たので報告する．症例 1 は45歳男性．バルサルバ洞動脈瘤

破裂部を心房中隔，VSDをePTFEパッチで閉鎖．症例 2 は

8 歳女児．1 歳時VSD 閉鎖．右冠尖穿孔によるARに対し穿

孔部を心房中隔で閉鎖．自己心房中隔壁は生体適合性・抗

感染性・易操作性などの点から優れた補填材料であるが，

高圧系における組織修復の報告は希有であり長期遠隔観察

が必要であると思われる．
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