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新生児心疾患の診断・治療の問題点

　サーファクタント補充療法の効果

　　　　　　（岩手医大）嶋田　泉司，藤原　哲郎

　サーファクタント（S）補充RDSに対し，メフェナ

ム酸（MA）による早期動脈管閉鎖療法を行った．　MA

投与前，hyperactive　precordium，　bounding　pulse，心

雑音の3症状がみられた7例をA群（在胎30．1週，出

生時体重1，456g，平均），2症状のみられた8例をB群

（在胎28．0週，出生時体重1，125g）とした．　S補充後，

肺機能の改善〔動脈血肺胞気酸素分圧比（a／APO2）上

昇，平均気道内圧の低下〕がみられた．MA投与前に

a／APO2の低下傾向を認めたが，この時期LSTI（A；

0．28，B；0．30）は正常未熟児（0．35）に比し低く（p＜

0．001），LA／AoはA群（1．33）が正常未熟児（0．94）

より高値を示した（p＜O．05）．MA投与後，　LSTI，　LA／

Aoは正常未熟児域となり，超音波パルスドップラー，

断層心エコー図にてPDAの収縮が確認された．　S補

充RDSでは，生後24～36時間にPDAの影響がみられ

るが，a／APO2の低下は軽度でありRDSの肺機能低下

はS欠乏によると考えられた．

　非侵襲的診断

　　　　　　　　（神奈川県立こども）宝田　正志

　新生児心疾患の診断にあたっては，可及的早期診断，

ベッドサイド診断および非侵襲的診断の三原則を励行

すべきである．早期診断の確立のため出生前診断と管

理システム，新生児医療の地域化，専門病院にあって

はチーム診療体制等の必要性を強調した．また心エ

コー（Mモード，2DE，　PDE，ドプラ断層）による非

侵襲的診断法の進歩はめざましいが，一方偏重しすぎ

ると思わぬpitfallにおちいる可能性もある．

　内科的治療

　　　　　　　　　　　（東女医大心研）門間　和夫

　新生児心疾患の内科的治療上の3問題点について述

べる．1．強心剤（ジゴキシン・カテコラミン）の効果

は少ない．2．動脈管のプロスタグランディソによる拡

張治療，肺血流又は体血流を動脈管に依存する先天性

心疾患の新生児に用いる．数ヵ月の長期使用時の骨膜

肥厚の問題がある．PGI2の動脈管拡張作用はPGE1の

1／1000である．ロイコトリエンには動脈管作用は無い．

3．未熟児動脈管開存症（PDA）の収縮治療薬剤はイン

ドメサシソ以外に15種ある．副作用の少ない動脈管収

縮薬剤として，腎障害が他の抗炎症剤より少ないと報

告されているスリンダクが，理論上未熟児PDAで有

利である．

　新生児心疾患に対する外科治療と問題点

　　　（国立循環器病心外）

　　　　　　内藤　泰顕，康　　義治，磯部　文隆

　　　　　　山本　文雄，藤田　　毅

　　　　　（同　小児科）新垣　義夫，越後　茂之

　　　　　　　　　　　　高橋　長裕，神谷　哲郎

　1983年末までの生後4週未満の新生児心疾患手術は

60例で死亡31例であった．短絡手術を施行する場合，

PGE1を投与し，1ヵ月後にブラロック手術を施行す

る．PPAには筋性流出路狭窄が強くなけれぽBlock

手術を施行し，PGE，中止不能例では短絡手術を追加

する．大動脈縮窄（Co／Ao）＋VSDは1次的にCo／Ao

解除し，2期的にVSDを閉鎖する．6例中死亡1例で

あった．総肺静脈還流異常は早期診断，早期治療が重

要で，最近の7例中5例を救命しえた．

　特別発言

　ドップラ断層心エコー図（Color　Flow　Mapping　2・

DDoppler）の新生児心疾患における診断的意義

　　　　（埼玉医大1外）許　俊鋭尾本良三

　我々が共同開発したドップラ断層は先天性心疾患診

断に極めて有用である．特に未熟児・新生児において

は無侵襲で繰り返し施行でき，早期の鑑別診断の確立，
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重症度の判定，内科（各種薬物投与効果など）・外科治

療効果の評価とfollow　upに果す役割は大きい．未熟

児PDAの診断・新生児重症チアノーゼ心疾患の鑑別

診断とその内科・外科治療の実際をシネにて供覧した．

専門技術を要しない本法は新生児領域において急速な

普及が期待される．

　他奇形合併例の外科治療，剖検例と臨床例の検討

　　　（国立小児心外）

　　　　　　島田　宗洋，常本　　実，太田　喜義

　　　（同　循環器科）

　　　　　　永沼万寿喜，小池　一行，高野　良裕

　　　　　　（同　未熟児・新生児科）内藤　達男

　1965年より1982年までの17年間の剖検総数2，410体

のうち心疾患を伴う新生児症例は260体（11％）であっ

た．このうち138体（53％）に他奇形を合併しており，

その内訳は，呼吸器系30（22％），消化器系43（31％），

中枢神経系25（18％），染色体異常33（24％），その他

7（5％）であった．心疾患としてはPDA，　ASD，　VSD

など単純な疾患が多く，一方TAPVC，　PPA，　PPS，

HLHSでは心外奇形の合併は稀であった．

　小児外科疾患では，鎖肛，膀帯ヘルニア，食道閉鎖

で高率に心疾患の合併がみられ，横隔膜ヘルニア，腸

閉鎖，巨大結腸症では心疾患の合併は少なかった．

　新生児期に心臓手術と小児外科手術の両者を行なっ

た症例は7例で，新生児心疾患手術82例の8．5％にすぎ

なかった．4例を救命した．食道閉鎖合併が4例と多

かった．外科手術によって治癒せしめ得る合併奇形に

は積極的な手術が必要である．

　厚生省慢性心疾患の診断・治療・管理に関する研究

班報告

　　　　　　　　　　　（分担研究者）高尾　篤良

　　　（研究協力者）

　　　　　　南部　春生，五十嵐勝朗，佐藤　哲雄

　　　　　　赤松　　洋，大国　真彦，小佐野　満

　　　　　　永沼万寿喜，新村　一郎，中野　博行

　　　　　　長嶋　正実，石原　義紀，神谷　哲郎

　　　　　　森　　忠三，立石　一馬，本田　　意

　　　　　　加藤　裕久，早川　国男

　本邦では従来より学童検診が広く行われ，学童に関

しては心疾患についての比較的正碓なデータが収集さ

れ，教育のみならず医療行政上にも活用されている．

しかし，新生児，乳児に関しては，乳児検診制度はあ

るものの心疾患に関するデータは信頼性に乏しい，

　以上の事実をふまえて以下の研究，調査を計画した．
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　1）新生児期心疾患の実態．

　2）新生児心疾患診断治療体系の確立に対するガイ

ドライソの作成．

　3）小児期心疾患の非侵襲的診断法の発展と普及．

　4）小児心疾患の診断，治療，管理の改善に対する研

究．

　一般演題

　1）雑種成犬における直接侵襲による冠動脈瘤作製

の試み

　　　（国立循環器病）

富田　　英，越後　茂之，神谷　哲郎

中島　　徹

（同　研究所）山田　　修

　（同　病理）由谷　親夫

　川崎病による冠動脈拡大性病変（拡大性病変）の運

命，拡大性病変自体による冠循環動態の変動及び狭窄

性病変への進展予防のための治療法の研究のため，雑

種成犬を用いて，直接侵襲による拡大性病変の作製を

試みた．

　雑種成犬12頭，冠動脈18枝にフィシンを注入した．

12頭中11頭，18枝中14枝に拡大性病変を認めた．本モ

デルは，直接侵襲によるという限界性はあるが，川崎

病による拡大性病変のモデルとして有用であると考え

た．

　2）ドプラ～血流計を用いた鶏胎の動脈管早期閉鎖

に関する研究

　　　　　　　（昭和大）稲葉　美徳石川　自然

　　　　　　　　　　　　杉内　孝謙，奥山　和男

　　　　　　　　　　（同　第1病理）神田実喜男

　我々は以前より，動脈管の薬物的早期閉鎖を観察し，

その形態学的変化を検討してきた．今回さらに，早期

閉鎖の生理学的現象を解析する手段として，超音波連

続波ドプラ～血流計及び，周波数分析器を用いて，そ

の血流パターンの検討を行なった．アセチルサリチル

酸を鶏胎の心血管系に投与することにより，その形態

学的変化に一致すると思われる最大周波数の減少傾向

が認められた．

　3）心室中隔の形態形成に関する1考察（第2報）

　　　　　　（本多記念東北循環器科）全　　　勇

　　　　　　　　（同　心臓血管外科）本多　憲児

　　　　（東女医大心研）安藤　正彦，高尾　篤良

　我々は昨年の当学会において鶏胚心に対する通電実

験の結果より正常心室中隔の形成に関する考察を発表
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した．正常鶏胚心についてこの形成過程を検討するた

め走査型電顕，連続組織切片を用いて観察を行なった．

正常心室中隔はやはり球室部隆起を中心として形成さ

れ，前下方より球室部中隔が，その後側部分より下心

内膜床へ向けて流入路中隔の発育が観察された．同時

に下心内膜床側からの突出も認められ，両者の結合を

早期に認めた．

　4）溶レン菌M蛋白分画のラット胎仔心への影響

　　　（鹿大）

　　　　　　宮田晃一郎，地頭所　保，武居　哲生

　　　　　　宗像　修三，山本　英次，二宮　　誠

　　　　　　小野　星吾，川上　　清，寺脇　　保

　妊娠9日ラットに溶レン菌M蛋白分画（MP）また

はウサギ抗MP血清を1回投与し，　MP　O．9mg／100g

投与群で奇形発生率11．8％と対照群に比し有意の上昇

を認めた（心血管奇形発生率は7．9％）．組織学的には

MP投与群母心筋における軽度の所見を認めるものが

あったが，胎仔心では異常を認めなかった．電顕でも

異常所見はなかった．1回投与による以上の成績から，

遷延感作によるより強い胎仔への影響が示唆された．

　5）鶏胚の心ループ内血流パターンの観察一心臓発

生血流説の再検討一

　　　　　　　　　　　　　　（金大）吉田　　均

　鶏胚静脈に色素を注入し，発生初期の心ループ内の

血流パターンを観察し，心臓発生血流説の正当性につ

いて検討した．心ループ内には2種の血流A，Bが観

察された．原始心房ではA，Bは頭尾の位置関係にあ

り，心球部ではA，Bはparalle1の関係により，鯉弓動

脈群では2本の血流は左と右の動脈群に縦に分離し

た．以上の血流パターンは心臓発生血流説とは明らか

に矛盾し，血流が心臓のseptationに関与していると

は考え難い結果であった．

　6）心室位左右短絡を有する血行動態に対するドブ

タミンの影響

　　　（徳大）

　　　　　　宮内　吉男，佐藤　　登，中津　忠則

　　　　　　湯浅　安人，松岡　　優，植田　秀信

　　　　　　宮尾　益英

　心室位左右短絡犬を用いて，ドプタミソの血行動態

に対する影響を検討した．

　その結果，心筋収縮力の増強，肺体血管抵抗比の増

加，左右短絡量の減少ならびに大動脈血流量の増加を

みた．しかも心筋酸素消費量には有意な変化を認めな

かった．
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　以上より，ドブタミンは肺血管病変のない心室位左

右短絡を有する血行動態に有効に作用すると考えられ

た．

　7）大動脈狭窄における血行動態の経時的観察

　　　　　　　　（弘大）五十嵐勝朗，中田　利正

　　　　　　　　　　　　吉田　信一，中　　眞一

　雑種成犬を用い大動脈弁上部狭窄を作製し180～200

分，心拍数（HR），左室拡張終期圧（PLVED），大動脈

血流量（ABF），冠動脈血流量（CBF）などの変化を経

時的に観察した．その結果，左室一大動脈の圧差が40

mmHgでは狭窄前とほとんど変化なく推移したが100

mmHgではHRはやや減少のまま，　PLvEDは4～8

mmHg，　ABF，　CBFは10～15％増加，心筋のoxygen

extractionは12～17％増加のまま経過した．

　8）自然発症高血圧ラット（SHR）の成長に伴う外

的刺激に対する循環動態の変動

　　　（島根医大）

　　　　　　渡辺　弘司，斉藤　正一，羽根田紀幸

　　　　　　揖野　恭久，西尾　利一，森　　忠三

　4，12，24，48週齢のSHRと，血圧正常ラット

（WKY）について，覚醒時の大動脈圧，心拍出量を測

定し，精神的Stress（shaking，5秒間）に対する反応

の相違を検討した．4週齢のSHRは，負荷後，有意の

血圧上昇，心仕事量増加を示した．これは，負荷によ

る心拍出量増加のためも考えられたが，同年齢の

WKYには認められなかった，この反応性の違いが

SHRの血圧上昇，心筋肥大に関与していると考えた．

　9）発作性上室性頻拍とTriggered　activity

　　　（佐賀医大）

　　　　　　田崎　　孝，服部　　達，浜崎　雄幸

　上室性頻拍の発生機序を知る目的で，ラット肺静脈

を用い，連続電気刺激による振動性後電位とTrigger・

ed　activityについて検討した．灌流液（Krebs液）の

イオソ組成を低K高Caとし，100msecの電気刺激で

ほとんどすべての例で振動性後電位がみられた．Trig・

gered　activityは約2／3の症例にみられたが，10拍以上

の頻拍は約1／5でみられた．これらは生後3週から38週

にかけてが多く，異所性の異常興奮による頻拍と年齢

との関係がみられた．

　11）右心室酸素消費に与えるCaの影響

　　　　　　　（国立循環器病研究部）山田　　修

　　　（同　小児科）

　　　　　　富田　　英，越後　茂之，神谷　哲郎

　左心室が機械的仕事を行っていない条件下では心臓
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の酸素消費（VO、）は右心室機械的仕事の指標

RVPVAに一一次回帰する．　Caがこの関係に与える影

響をみる目的で，交叉灌流摘出イヌ心標本を用いて，

Ca投与前後で種々の負荷条件下でVO2とRVPVA
を測定した．その結果，回帰直線のy切片は有意に上

昇したが，傾きは有意差を示さなかった．即ち，Caは

右室のエネルギー転換効率に変化を及ぼさなかった．

　12）先天性心疾患児におけるDNA複製機構に関す

る検討

　　　（金大1外）

　　　　　　牧野　哲也，麻柄　達夫，岩　　　喬

　　　　　　　　　　（同　公衆衛生）岡田　　晃

　　　（富山医薬大保健医学）

　　　　　　成瀬　優知，鏡森　定信，渡辺　正男

　我々は，先天性心疾患児22人とコントP一ル5人を

対象として末梢血リンパ球細胞を培養し，姉妹染色分

体分染法にてSCE頻度を測定した．コントロール群の

1細胞あたりの平均SCE頻度は，6．22±2．56SDであ

り，先天性心疾患児群のそれは，7．83±3．02SDであり

統計学的に有意差を認めた．この結果は，胎生期に母

親を経て何らかのSCE頻度を上昇させるfactorを受

けたことを示唆し，先天性心疾患発生原因解明のてが

かりになると考える．

　13）刺激伝導系細胞の核DNAの定量（その3）一房

室結節細胞について一

　　　　　　（京府医大）林　　鐘声，清沢　伸幸

　　　　　　　　　　　　（同　病理）高松　哲郎

　顕微螢光測光法により，房室結節細胞の核DNAの

定量を行うことができたので，その方法と結果につい

て報告した．

　房室結節細胞は，新生児期から成人期を通じて，

93～98％の2倍体細胞と僅かな4倍体細胞から構成さ

れていた．これは一般心筋細胞が心重量の増加に伴い

多倍体化が進行することとは，大きく異なる結果で

あった．房室結節細胞はDNA合成を行っていない細

胞であることが示唆された．

　14）心筋細胞の成長に関する研究一3H・thymidine

autoradiography（flesh　labeling法）による生後の

NDA合成能について一

　　　　　　（京府医大）中川　雅生，高　　永換

　　　　　　　　　　　　林　　鐘声，清沢　伸幸

　　　　　　　　　　　（福井循環器）浜岡　建城

　　　　　　　　　（福井医大1病理）服部　隆則

　3H－thymidine　autoradiography　flesh　labeling法に
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より，細胞周期の立場からマウス心筋細胞の生後の

DNA合成及び核分裂の有無について検索した．その

結果，生後10日頃は1abeling　indexも高く，まだ活発

にDNA合成を行なっていると考えられ，20日以後は

1abeling　indexこそ低値であったが，100日齢，200日

齢でも3H－thymidineの標識の薄まった細胞が存在し

ており，マウス心筋細胞は成熟期でもDNA合成を行

ない核分裂していることが示唆された．

　16）乳児早期に救命し得た大動脈弓離断症の2例

　　　　　　　　　　　（北九州中央）鈴木　和重

　　　　　　（同　外科）熊手　宗隆，原　　　洋

　　　　　　　　　　　　山本　英正，高木　博己

　大動脈弓離断症は，非常に重篤な先天性心臓病であ

る．絶対的な外科治療の適応にありながらまだ本疾患

の手術成績は満足できるものでない．今回私達は，本

疾患2例を救命し得たので報告する．2例とも新生児

早期に問題なく，20生日と23生日に突然に仮死状態と

なり人工呼吸管理のもとに，断層心エコー図・梼骨動

脈造影を施行し大動脈弓離断症と診断した．診断は断

層心エコー図で可能であった．また梼骨動脈造影は術

式を検討するにあたり必要な検査であった．小児科医

として，術前に全身状態を改善させることの難しさ，

重要性を痛感し，新生児・乳児の血圧測定の重要性を

再認識した．手術は，1例に分割的一期手術を，他1

例に一期的手術を施行した．重症例ほど一期的手術が

必要であると考えている．

　17）新生児期の大動脈縮窄症の診断について

　　　（倉敷中央）

　　　　　　光藤　和代，木幡　　達，馬場　　清

　新生児期の大動脈縮窄症（大動脈弓離断症）の患児

8例に断層心エコー図を施行したところ，縮窄部位と

それに続く下行大動脈の拡張をとらえることができ

た．離断症においては，上行大動脈との不連続性と，

肺動脈，動脈管，下行大動脈の連続性が描出でき，コ

ントラスト法により証明された．パルスドプラー法を

併用すると，縮窄部直下の乱流が記録され，術後経過

良好の例ではこの所見は消失していた．

　18）新生児・乳児期早期大動脈縮窄複合の診断と治

療

　　　（府立母子保健セ）

　　　　　　信貴邦夫，杉本久和，広瀬修
　　　（同　心外）

　　　　　　澤　　芳樹，八木原俊克，中田　　健

　生後0日から67日の大動脈縮窄複合11例を経験，8
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例を救命し得たのでその診断と治療につき報告した．

心断層エコー図で心室中隔欠損や動脈管開存，上行大

動脈や大動脈弓の低形成以外に10例で左室流出路狭窄

を認め，本症を示唆する重要な所見と思われた．心臓

カテーテル検査は5例に，他は上肢動脈から造影剤を

注入する大動脈造影のみで確認し，プロスタグラン

ディンE1等で心不全の治療を行った後10例に大動脈

縮窄部再建術を行った．

　19）大動脈縮窄にバルーン拡大術を施行した1乳児

例（特に再アンギオ所見について）

　　　（京都第1赤十字）

　　　　　　小田部栄助，中院　秀和，能勢　　修

　初診2ヵ月男子の心内膜床欠損，僧帽弁閉鎖不全（II

度）を合併する大動脈縮窄複合の心不全を伴う症例に，

生後3ヵ月GrUntzig　Renal　Angioplasty　Catheter　4F

を用いてBalloon　Dilation　Angioplasty（BDA）を施

行し，CoA径は約2倍に拡大，収縮期血圧差35→6

mmHg，平均圧較差6→3mmHgに低下，心不全軽快．

8ヵ月時再検討にてもCoA径拡大持続，再狭窄や瘤

形成を認めず，BDAが有効であった乳児期大動脈縮

窄複合の1例について報告した．

　20）弧在性心室中隔欠損における漏斗部中隔の形熊

学的研究一日本・オランダ人の比較

　　　（大阪市大1病理）上田真喜子，藤本　輝夫

　　　　（アムステルダム大病理）Anton　E．　Becker

　　　　（兵庫県立こども病理）伊東

（北海道立小児総合保健病理）

　　　　　　　　今村　正克，横山

　　　　　　　（松戸市立病理）浅沼

宏

昭
美

繁
勝

　日本およびオランダの剖検VSD心136例，剖検正常

心24例について形態学的（形態計測法を含む）に研究

した．剖検正常心およびperimembranous　defectを有

する剖検心における，漏斗部中隔の長さの右室の全長

に対する比は，日本とオランダとの間で，きわめて近

似していた．また，剖検VSD心におけるdoubly　com・

mitted　subarterial　defectの頻度については，両国民

間で大差は認められなかった．

　21）筋性部心室中隔欠損症（m・VSD）に関する臨床

的検討

　　　（阪大）

　　　　　　小川　　實，佐野　哲也，藪内　百治

　　　（同　1外科）

　　　　　　広瀬　　一，中野　　粛，松田　　暉

　　　　　　島崎　靖久，岸本　英文，川島　康生
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　　　　　（同　放射線）森本　静夫，有沢　　淳

　過去15年間にm・VSDを11例経験し，10例に開心術

を行った．頻度は開心術例で518例中10例（1．93％），

左室造影によるVSD診断症例で219例中5例
（2．16％）であった，節性部単独欠損を5例，多発性m－

VSDを1例に認めたが他の5例et　m－VSDに1型あ

るいはII型のVSDを伴ったmultiple　VSDであった．

本症は外科治療を行う際，術前の正確な部位診断が重

要であり，これには第2斜位あるいは肝鎖骨位左室造

影が有用であった．

　22）心室中隔欠損症に伴う大動脈弁閉鎖不全75例の

検討

　　　（天理ようつ相談所）

　　　　　　　　　　　　木村　　隆，山崎　嘉久

　　　　　　　　　　　　小川　浩史，田村　時緒

　　　　　　　　　　　　（同　心外）三木　成仁

　昭和41年6月以後，18年間に心室中隔欠損症（VSD）

に大動脈弁閉鎖不全（AR）を伴った症例75例（うち経

過観察中にARを生じた症例は41例）を経験した．　AR

発症は大部分が2歳以後で，それ以前の発症は1例の

みであった．欠損孔の部位別では，1型42例，1＋II

型5例，II型25例，　III型3例であった．大動脈弁の変

形の明らかでない症例が7例あった．血行動態の評価

の上では手術適応のない軽症例が大部分であった．

　23）大動脈縮窄・離断を伴う心室中隔欠損症の形態

学的検討

　　　（宮崎医大）

　　　　　　先成　英一，松岡　裕二，沖島　賓洋

　　　　　　鈴宮　寛子，西口　俊裕，早川　国男

　　　　　　　　　　　　（県立宮崎）佐藤　雄一

　1981年4月より1984年3月までの間に収集した先天

性心疾患の剖検心標本150の中から，大動脈縮窄・離断

を伴ったsimple　VSDの症例23について検討を行っ

た．この結果，日本人における大動脈縮窄・離断の合

併したVSDの特徴は，円錐中隔あるいは総動脈幹中

隔の後方偏位を伴うタイプが多く，欧米人との間に明

らかな人種差が認められる．従って，この種のVSDが

超音波心断層法により確認された場合には，Co／Aoや

Int／Aoの合併率が高いので，大動脈弓の検索が必須条

件となる．

　24）心房中隔欠損症の自然治癒13例の検討

　　　　　　　　　　　（西宮市立中央）島崎久美子

　　　（天理）

　　　　　　田村　時緒，小川　浩史，木村　　隆
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　心精検にてASDと診断した569例中13例（男児8

例，女児5例）に自然閉鎖を認めた．ASDと診断した

年齢は6ヵ月～2歳7ヵ月，平均1歳3ヵ月で臨床的

に軽度心拡大，拡張期雑音，不完全右肺ブロックを認

め短絡率は19～50％平均31％であった．経過観察中に

臨床所見の消失と見，3歳7ヵ月～7歳6ヵ月平均5

歳7ヵ月時にASDの閉鎖を認めた．単独ASDの自然

閉鎖の原因は不明だが約2．3％におこり，その短絡率は

小さい傾向にあった．

　25）ASD・PDA　complexの臨床

　　　　　　（金沢医大）森田　正人，豊田　貢一

　　　　　　　　　　　　粟倉　　眞，浅井　利夫

　当科で約10年間に経験したASD－PDA　complex　4

例について臨床症状，所見，検査成績，予後などを検

討した結果，①発生頻度はこれまで極く希とされてい

たが，統計的に期待される頻度でみられた．②心臓以

外の合併奇形（染色体異常，内臓奇形，骨奇形，口腔

顔面奇形）を伴なうことが多かった．③精神運動発達

遅延を示す例が多かった．④肺高血圧を合併しやすく，

死亡率が高いという特徴が見い出された．

　26）Pulmonary　wedge　angiographyによるダウ

ン症候群の肺血管床の評価

　　　（東北大）

　　　　　　藤山　純一，吉田　芳郎，尾形　　寛

　　　　　　久手　堅修，角田　和彦，速水　俊三

　　　　　　村田　祐二，阿部淳一郎，小原　敏生

　ダウソ症候群の肺血管床の特徴を調べる目的で，先

天性心疾患児にPulmonary　wedge　angiographyを施

行した．染色体正常例では肺高血圧（PH）を発症する

とtaperingが急になり，肺血管抵抗が上昇すると枝や

毛細血管像の減少が見られたが，ダウン例ではPHの

有無にかかわらず，一般にtaperingがゆるやかで枝や

毛細血管像が減少していた．この肺動脈系の発達の不

良なことが，ダウンでの高率なPHの発生に大きく関

与していると思われた．

　27）解離性大動脈瘤を合併したTurner症候群の1

例

　　　（旭川医大）

　　　　　　森　　善樹，岡　　隆治，奥野　晃正

　　　　　　土田　　晃，坂田　葉子

　ターナー症候群における心血管系の合併として，大

動脈縮窄症，大動脈弁狭窄症はよく知られているが，

解離性大動脈瘤の合併の報告は少ない．今回，我々は，

解離性大動脈瘤，大動脈2尖弁，Pseudo　coarctation
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を合併したターナー症候群の小児例を経験したので報

告し，あわせて報告例の集計をおこなった．又，早期

発見，治療のため，ターナー症候群においては，心エ

コーを含めた心血管系の評価を長期的におこなうこと

が必要に思われた．

　28）Cardiofacial　syndromeの4症例

　　　（福井愛育）

　　　　　　糸井　利幸，岡本　　力，石原　義紀

　　　　　　　　　　　（福井循環器）浜岡　建城

　比較的稀れなCardiofacial　syndromeの4症例を経

験したので報告した．TOF＋PDA及び，ファロー型

DORVは，これまで報告例は認められなかった．文献

上本症の心奇形は多彩であるが，大血管を含む右心系

の異常が多いようであった．本症の発生には，特定の

季節性は認められないが，われわれの症例は比較的狭

い地域で2例ずつまとまって発生しており，本症は流

行性を持った疾患の可能性があることが示唆された．

　29）大動脈弁上狭窄症候群一特に日本人における特

徴的顔貌と非観血的診断について一

　　　（久留米大）

　　　　　　三ケ島尊利，平田　克彦，一ノ瀬英世

　　　　　　横地　一興，吉岡　史夫，加藤　裕久

　SAS症候群10例について身体的及び2－D　echoによ

る非侵襲的評価を検討した結果，日本人のElfin　face

は欧米例と類似していた．心電図上は右室肥大を呈す

るものが多かった．2・Dechoによる狭窄の評価はアン

ジオ所見と高い相関が得られた．Alagille症候群2例

にSASの合併が見られ，これは今まで報告がなく診

断上留意すべきである．

　30）Alagille症候群に伴う心疾患

　　　（岐阜大）

　　　　　　高橋　幸利，久野　保夫，中村　　浩

　　　　　　林照恵，山口清次，多賀俊明
　　　　　　兼村　敏生，近藤　直実，折居　忠夫

　私たちは5例のAlagille症候群を経験し，その内4

例に心臓カテーテル検査あるいは剖検を行い，心血管

奇形について文献報告例と比較検討した．心雑音は自

験例，文献例とも収縮期雑音で，圧較差の大きい末梢

肺動脈狭窄症（PPS）に聴かれる連続性雑音はみられ

なかった．私たちの4例では全例にPPS，1例にASD

が認められ，文献的にも55例中54例にPPSがみられた

ことより，PPSはAlagille症候群のかなり特徴的病変

と思われた．

　31）心腔を共有したconjoined　twins（いわゆる
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シャム双生児）の心奇形について

　　　（神奈川県立こども）

　　　　　　　　　　　　西畠　　信，康井　制洋

　　　　　　　　　　　　宮沢要一朗，宝田　正志

　　　　　　　　　　　（同　新生児）後藤　彰子

　　　　　　　　　　　　（東女医大）安藤　正彦

　胸腹結合体の剖検例を経験した．第1児は｛S，L，D｝

malposition，　ASD，　PDAがあり，　subaortic　conusで

あった．第II児は，｛1，　D，　D｝transposition，　ASD，

multiple　VSD，　isthmus　hypoplasia，　PDAがあり，

bilateral　conusであった．両児の心は，　RA，　LA，　RV，

LVの同名の心房，心室同士が結合していた．分離手術

の適否を決定する上で，心電図記録に加えて心断層エ

コーが有用であった．

　32）DiGeorge症候群の3例

　　　（聖マリアソナ医大）

　　　　　　　　　　　　森内　久夫，大山　　学

　　　　　　　　　　　　加藤　達夫，黒川　叔彦

　　　　　　　　　　　（同　放射線）大山　行雄

　今回我々は，各々異なる心血管系の異常を合併した

DiGeorge症候群の3例を報告した．症例1は大動脈

弓遮断，右鎖骨下動脈起始異常，動脈管開存，心室中

隔欠損を合併し術中死亡した．症例2は左室一右房交

通と右鎖骨下動脈起始異常を合併し手術的に根治しえ

た．症例3は極型ファロー四徴症，右大動脈弓が合併

していた．特に症例2は今迄報告されていない稀な合

併奇型であり，現在3歳となり，順調に経過中である．

　33）右下肺分画症，肝静脈側副路を伴ったScimitar

症候群の1例

　　　（耳原総合）

　　　　　　安達　克郎，古川冨美枝，金森　有慶

　　　　　　加山寿也，大里光伸，眞鍋穣
　　　　　　沼島　真砂

　　　　　　　　（近畿大）砂川　晶生，中村　好秀

　　　　　　　　　　　　篠原　　徹，横山　達郎

　　　　　　　（同心外）皐　弘志，城谷　均

　症例は7歳女児．心の右方偏位はなかったが，心右

縁に沿う異常肺静脈，右肺の形成不全，腹部大動脈か

ら右下肺へ異常分枝があり心血管造影にてScimitar

症候群と診断した．本例は左横隔膜後部挙上（脾ヘル

ニア）を合併し，また肝静脈はScimitar　Veinからの

血流が逆流し大小の側副路を形成していた．肺分画部

を切除し，異常肺静脈を直接左房に吻合する根治術施

行，術後経過良好である．
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　34）Pulmonary　Valvular　Dysplasia

　　　（名城）

　　　　　　田内　宣生，羽田野為夫，牧　　貴子

　　　　　　　　　　　　　　（東海）魚住君枝子

　　　　　　　　　　　　（公立陶生）奥村　直哉

　　　（名城心外）

　　　　　　狩野　良雄i，天野　　謙，安田　　公

　　　　　　安田　敬志，牧　　楳雄，横地　浩史

　　　　　　南川　　紀

　162例の肺動脈狭窄症（PS）の心カテを施行し，55例

を外科治療の対象とした．通常のdome－shaped　PSと

異なった特異なPS　3例を経験した．交連部の癒合の

ない団子状に肥厚した可動性のない三弁からなり，通

常の弁切開は無効と思われた．2例で流出路パッチに

よる弁輪拡大を必要とした．3例中2例はヌーナン症

候群であり，ヌーナン症候群に伴うPS手術例の33％

に相当した．2例中1例の父はdome・shaped　PSとし

て手術されている．

　35）無・多脾症候群における体静脈系の異常

　　　（東女医大2病理）佐藤　昭人，西川　俊郎

　無脾症候群剖検例22例，多脾症候群剖検例10例を臨

床および剖検記録保存臓器をもとに，体静脈系を中

心に調査し，検討を加えた．無脾症候群には体静脈系

の異常として肝輸出静脈遺残，両側上大静脈，冠静脈

洞欠損などが認められ，肝輸出静脈遺残は4つの形に

分類された．一方，多脾症候群には下大静脈中絶，肝

輸出静脈遺残などが多くみられ，これらにも種々の形

がみられた．

　36）第5大動脈弓遺残症の1例

　　　　　　（金沢医大）粟倉　　眞，豊田　貢一

　　　　　　　　　　　　森田　正人，浅井　利夫

　日齢29日目に心不全症状にて入院し，内科療法にも

かかわらず心不全症状が悪化した男児に，日齢40日目

に心臓カテーテル検査及び心血管造影検査を行ない，

大動脈縮窄と動脈管開存を伴なった第5大動脈弓遺残

症と診断した．同夜，動脈管結紮術と左鎖骨下動脈一下

行大動脈端側吻合術を施行し，術後，蜂窩織炎を併発

したが，交換輸血等の治療にて救命しえた．文献的に

稀で，最年少救命例の第5大動脈弓遺残症の1乳児例

を報告した．

　37）PDDTを伴なわない新生児期大動脈弓離断症

　　　　（聖マリア心外）田代　　忠，中村　洋樹

　　　　　　　　　　　　藤堂　景茂，清水大一郎

　　　　　　　　　（同　小児循環器）江藤　仁治

Presented by Medical*Online



昭和60年3月1日

　　　　　　　　　　　（同　新生児）橋本　武夫

　　　　　　　　　　　　（久留米大）加藤　裕久

　PDDT　（Pulmonary　Ductus　Descending　aorta

Trunk）を伴なわない新生児大動脈弓離断複合の1例

を経験した．従来，PDDTを伴なわない本症は，年長

児又は成人にて発症する愁訴の軽い予後良好な疾患と

されていたが，自験例では，出生時より心不全強く，

内科治療にてもcontrolできず，外科治療を必要とし

た．

　自験例に若干の文献的検討を加えて報告した．

　38）心房中隔瘤様の変化を伴い特異な血行動態を示

した修正大血管転位症の1例

　　　　　　　　（群大）田代　雅彦，竹内　東光

　　　　　　　　　　　　伊藤　　賢，福島　直文

　〔IDD〕修正大血管転位症に肺動脈弁下部狭窄症，心

房中隔欠損症，心房中隔瘤様の変化を合併した症例を

経験した．左側心室は軽度の低形成をしめした．本症

では心房レベルの右左短絡をみとめチアノーゼを生じ

ていた．この血流が心房中隔の振動，および心房中隔

瘤様の変化をおこしたものと思われた．

　39）乳児両大血管右室起始症の4例

　　　（国立療養所香川小児病院・外）松村　長生

　　　　　　　　　　　　（同　小児）太田　　明

　症例1．10ヵ月女児，Subaortic　VSD　DORV　PS

（一），松尾スコア2点，手術死亡．

　症例2．1ヵ月女児．Subaortic　VSD，　A－P　window

松尾スコア2点，心カテ後心不全にて死亡．

　症例3．11ヵ月女児．Subaortic　VSD，松尾スコア

4点，手術により生存．

　症例4．8ヵ月男児．SDL　Subaortic　VSD．松尾ス

コア3点，超低体温麻酔下循環遮断，心肺併用により，

Internal　conduit作成手術施行術後体重増加良，本邦

最年少手術生存例．

　40）正常大動脈径を伴なう僧帽弁閉鎖症及び僧帽弁

狭窄症一左心低形成合併例一

　　　（千葉大）

　　　　　　丹羽公一郎，寺井　　勝，池田　文雄

　　　　　　　　　　　　（千葉市立）永井　蓉子

　　　（県立鶴舞心肺セソター外科）

　　　　　　中村常太郎，松本　博雄，斉藤　　学

　　　　　　南波　美伸，瀬崎登志彰

　僧帽弁閉鎖症（MA）は左心低形成に低形成大動脈を

伴なうことが多いが，今回われわれは右心低形成に正

常大動脈径を伴なうMA　2例，僧帽弁狭窄症1例を経
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験し臨床的検討を行なった．2例は心室中隔欠損

（VSD）を伴なっており，肺血流増加型2例，肺血流減

少型1例であった．大動脈弁欠損を伴なうMAが1例

であった．発症早期に心房中隔裂開術（BAS）及び何

らかの姑息的手術が必要と思われた．

　42）一側房室弁閉鎖（僧帽弁閉鎖）に合併する房室

弁（三尖弁）閉鎖不全

　　　（和歌山県立医大）

　　　　　　南頼彰，平山健二，小池通夫
　　　　　　（同　中検）上村　　茂，前田　次郎

　一側房室弁閉鎖症を2例経験した．1例は4歳男児

で右胸心，内臓心房位正位，Lループ，僧帽弁閉鎖，肺

動脈閉鎖，動脈管開存，もう1例は4歳女児で内臓心

房位正位，Dループ，僧帽弁閉鎖，両大血管右室起始，

肺動脈狭窄であった．2例とも三尖弁閉鎖不全を生じ

ていた．一側房室弁閉鎖症に合併する房室弁閉鎖不全

の報告は見あたらず，内科的治療及び将来の外科的修

復時に大きな問願になると思われるので報告した．

　41）房室弁騎乗の形態診断

　　　　　（阪大放射線）有沢　　淳，森本　静夫

　　　　　　（同　1外）小林順二郎，松田　　暉

　　　　　　　　　　　　広瀬　　一，川島　康生

　　　　　　　　　　　　　（同小）小川實

　房室弁騎乗5例の心エコー図と心血管造影による診

断について報告する．三尖弁騎乗では心エコー図四腔

断面で弁口のoverriding，流入路VSD，弁腱索の中隔

欠損縁や左室への付着を，心室造影four　chamber

viewで弁口像の心室中隔へのoverridingを認めた．

僧帽弁騎乗では心エコー図短軸像で前尖にcleftを，

心エコー図長軸像と左室造影側画像にて流出路

VSD，弁尖の両心室への開放と弁腱索の心室中隔右室

側への付着を認めた．

　43）肺動脈閉鎖を伴うFallot四徴症一心不全の為

に早期手術を行った2症例一

　　　（九州厚生年金）

　　　　　　城尾　邦隆，児玉　加代，相良　勝臣

　　　（福岡こども・心外）

　　　　　　　　　　　　安井久喬，瀬瀬顕

　　　　　　　　　　　　（東女医大）安藤　正彦

　9年間に経験した48例のPulmonany　Atresia中の，

Fallot・PA　14例について検討した．異常な側副動脈

（MAPCA）によって肺血流が保れた7例中4例に初診

時心不全を認め，その内の2症例については詳細を報

告した．＜症例1＞50生日女児．高度の心不全の為，
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緊急姑息術として6本のMAPCA結紮と左B－T手術

を行い救命した，＜症例2＞10ヵ月女児．6．7kg．巨大

な2本のMAPCAの為，心不全，肺高血圧，気管支圧

迫症状を生じた為，一期的根治手術（Y字型導管を用

いたRastelli変法を行い成功した．

　44）Pulmonary　Atresia　with　intact　ventricular

septumの管理．過去10年間の自験例をふり返って

　　　　　　　　　　　　（聖マリア）江藤　仁治

　　　　　　（同　心外）中村　洋樹，田代　　忠

　　　　　　　　　　　　清水大一郎，藤堂　景茂

　　　　　　　　　　　（同　新生児）橋本　武夫

　　　（久留米大）

　　　　　　吉岡　史夫，横地　一興，加藤　裕久

　　　　　　　　　　　　（同　2外）古賀　道弘

　純型肺動脈弁閉鎖症16例を検討した．このうち

small　RVは8例，　large　or　normal　RVは8例であっ

た．右室の大きさと相関する三尖弁弁輪径を下行大動

脈径で除したものはこの2typeと相関があった．手術

はBrock＋shunt　5例うち生存3例，　Brockのみ3例

うち生存1例，shunt手術のみ5例うち3例生存，今後

術前に右室を十分評価し，PGE，を使い基本的には

Brock＋shuntを第1選択としたい．

　45）両側肺動脈が上行大動脈より起始し主肺動脈は

別に存在する心奇型の1治験例

　　　　　　（千葉市立）青墳　裕之，永井　蓉子

　　　　　　　　　　　　　（千葉大）丹羽公一郎

　　　（県立鶴舞病院心肺センター外科）

　　　　　　中村常太郎，松本　博雄，斉藤　　学

　左右肺動脈は上行大動脈より起始し，右室より起始

する主肺動脈は肺と連絡がなく，動脈管を介して下行
　　ど
大動脈とのみ連絡する．

　『両側肺動脈上行大動脈起始症』

　Origin　of　both　pulmonary　arteries　from　ascending

aortaと呼ぶべき全く新しいタイプの心奇型を経験し

た．本例は，肺血流増加型チアノーゼ性心疾患に属し，

下肢に強いdifferential　cyanosisを特徴とする．根治

手術可能な心奇型であり，発生学的にも説明は可能で

ある，

　46）先天性心疾患における肺動静脈力テコールアミ

ン濃度の検討

　　　（杏林大）

　　　　　　小林　宗光，大島　正浩，有村　　章

　　　　　　佐藤　雅康，加藤　　薫，原口　典子

　　　　　　　　　　　（東邦大大橋）青木　継稔

日本小児循環器学会雑誌　第1巻　第1号

　我々は先天性心疾患において，肺血管床でのカテ

コールアミン動態を検索する目的で，肺動脈，肺静脈

のNorepinephrine，　Epinephrine濃度を測定したので

報告する．

　肺血管でのNorepinephrineのup　takeはASDに

みられた．肺血流減少群とVSD，　ECD，　PDAの高度肺

高血圧群ではNorepinephrineのup　takeはみられな

かった．VSD，　ECD，　PDA群でのNorepinephrine濃

度は肺動脈圧の上昇に伴い有意の増加を示した．肺血

流量減少群のEpinephrine濃度は，肺高血圧例に比較

的近い値を示したが，A－P短絡術後の症例では，　Epine－

phrine濃度は高値を示した，

　47）小児期高血圧，心不全に対するcaptoprilの効

果

　　　（名古屋第二赤十字）

　　　　　　吉野　正拡，早河　秀治，森川　郁子

　　　　　　加藤　昌弘，毛利　篤子，安藤恒三郎

　　　　　　加藤　友義

　　　　　　　（名市大）川瀬　　淳，岩佐　充二

　　　　　　　　　　　　加藤　敏行，和田　義郎

　小児の高血圧，心不全に対するcaptopri1の効果を

検討した．高血圧例では降圧機序にレニン・アルドス

テPン系の抑制のみならずブラジキニソの蓄積が降圧

に関与した．心不全に対するcaptoprilの効果はレニ

ソ・アルドステPtソ系の充進した症例で著しく，capto・

pri1投与後レニン・アルドステロソ系の抑制を認める

とともに血中ノルエピネフリン値も低下し，血行動態

の改善に基づく交感神経系の緊張低下をもたらしたも

のと考えられた．

　48）心疾患児の安静時血中力テコラミン濃度

　　　（埼玉県立小児）

　　　　　　浜田　朗生，加藤　克治，簡　　瑞祥

　　　（慈恵医大）

　　　　　　小川　　潔，的場　雅子，野中　善治

　2歳から16歳7ヵ月，平均8歳9ヵ月の小児71例で，

安静時血漿ノルエピネフリン濃度を測定した．顕性心

不全のない軽症VSD，及び中等症以下PS群では，コ

ントロール群と差がなかった．同時に，心不全のない，

心房中隔欠損症例では，血漿ノルエピネフリンの高値

がみとめられ，術後症例では正常域に下降していた．

このことより，ASD群では表面にあらわれない心不全

が存在すると推論された．

　49）先天性心疾患の血行動態に及ぼすタウリンの影

響一特に左一右短絡疾患における影響にっいて一
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　　　　　（順天堂大）西本　　啓，浅子かつみ

　　　　　　　　　　　岩原　正純，井埜　利博

　　　　　　　　　　　（同　浦安）大塚　親哉

14例の左　右短絡疾患に静注用5％Taurine溶液を

急速静注し，心血行動態に及ぼす作用を検討した結果，

心拍数は全例有意に減少し，肺動脈圧および大動脈圧

も有意に低下した．肺血流量は有意に減少し，Qp／Qs

の有意な減少を認めた．また体血管抵抗の低下傾向を

認め，一部の症例では肺血管抵抗も低下した．

　Taurineの作用は極めて個体差が大きいが，血管拡

張作用により小児の血圧調節に深く関与していると思

われた．

結果を得た．心電図変化は4例に認められたが，

れもIDDMとの関連は無かった．心エコーによる測定

では，IDDMコントロール不良群と，罹病期間が10年

以上の症例ではEFは正常以上であるがLVEDd及び

SVは小さく，拡張が不十分なことを思わせた．　IVSd，

IVSEは対照群と有意差は無かった．

50）若年型糖尿病児の心評価

　　　　　（山梨医大）矢内　淳，辻　敦敏

　　　　　　　　　　　駒井　孝行，加藤　精彦

　　　　　　　　　　　　（慶応大）雨宮　　伸

IDDM　50名（5～23歳）につき心評価を試み以下の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いず

常がみられ，

骨格筋生検を行った．第1例の2歳女児はPompe　Ilb，

第2例の3歳女児はmitochondria　myopathy（TCA

サイクルの酵素異常症の疑い），第3例の12歳男児は

Becker　typeのmuscular　dystrophyであった．特発性

心筋症の鑑別診断において，骨格筋生検により診断で

きるものも含まれていると思われる．

　52）小児甲状腺機能冗進症の心血管系合併症

　　　（医歯大）

　　　　　　渡部　誠一，土井庄三郎，清原　鋼二

　　　　　　浅野　　優，鈴木　清志，清水　純一

　　　　　　税所　純敬，泉田　直己，土屋　史郎

　　　　　　下澤　和彦，石原　啓志，保崎　純郎

　小児の甲状腺機能克進症9例につき検討した．

MVP＋MRを3例，1度及び2度房室ブロックをそれ

ぞれ2例ずつ認めた．これらの合併例と非合併例で内

分泌学的検査所見には明らかな差を認めなかった．治

51）心症状を呈した代謝性疾患の3例

　　（群馬県立小児）

　　　　　鈴木　　隆，曽根　克彦，小野　真康

咳漱，胸痛などを主な症状とし，心拡大，心電図異

　　　　　特発性心筋症が疑われた3例に対して，
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療後，MRは1例でほとんど消失し2例で軽減したが，

MVPは消失しなかった．2例の2度房室ブロックは

洞調律と1度房室ブロックに改善した．年長女児で

MVPやMRを認めた際には本症の合併も考慮する必

要があると思われた．

　53）う血性心不全における腎機能

　　　　　　（都立清瀬）佐藤　正昭，星野　紳哉

　　　　　　　　　　　　石原　　淳，浅石　嵩澄

　　　　　　　　　　　　　（同　腎臓）伊藤　　拓

　　　　　　　　　　　　　　（慶応大）小佐野　満

　主にうっ血性心不全患児を対象に腎機能を測定し

た．1）乳幼児では血清Cr．は酵素法で測定することが

望しい．2）1）のためCcrはJoffe法で算出した場合よ

り大となる．FF（＝GFR／RPF）も大となる．3）生後

3ヵ月以後の乳幼児心不全例では尿中β2－microg－

loblinが500ng／mg・creatineのことが多かった．4）強

度のチアノーゼを示す幼若乳児のT／F例でもβ2・mi－

crogloblin／creatineカミ高かった．3）と4）より腎血流

低下と低酸素血症は（近位）尿細管の発育と機能の障

害を惹起すると推測される．

　54）小児開心術における腎機能及びレニン，アルド

ステロン系の変動

　　　（福島医大1外）

　　　　　　阿部　俊文，星野　俊一，岩谷　文夫

　　　　　　猪狩　次雄，安藤　正樹，高野光太郎

　　　　　　丹治　雅博，佐戸川弘之，渡辺　正明

　　　　　　飯塚　　啓，畑　　　穆

　体外循環開心術を施行した36例，1歳未満9例（平

均8．3ヵ月），1～5歳14例（平均2．6歳），6歳以上（平

均89歳）を対象とした．レニソ・アルドステロンは麻

酔導入，体外循環中に高値を示したが1歳未満症例は

他群に比し体外循環終了後も高値が持続した．尿量，

内因性クレアチニン，クリアランス，FENa，　CH20を

みると，1歳未満症例は年長児に比し体外循環の影響

をうけやすく手術に際しては十分な注意と管理が必要

と思われた．

　55）乳児期早期のCoarctation　Complexに対する

外科治療

　　　（国立循環器心外）

　　　　　　青野信卓，内藤泰顕，康　義治

　　　　　　磯部　文隆，山本　文雄，藤田　　毅

　　　　　（同　小児科）神谷　哲郎，高橋　長裕

　VSDを伴なう大動脈縮窄症は，その多くが新生児期

や乳児期早期に外科治療を必要とするが，一期的根治
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手術は侵襲が大きく，その成績は未だ良好とは言えな

い．そこで，我々は，まず縮窄部およびPDAの処置を

行うが肺動脈絞拒術は加えず，二期的にVSD閉鎖を

行う方針をとって来た．その結果，6ヵ月未満症例12

例中，術後不整脈で1例，術後上大静脈症候群で1例

の計2例を失ったのみで，成績は比較的良好であった．

　56）新生児期の大動脈弓離断複合の外科治療

　　　（福岡市立こども心外）

　　　　　　角　　秀秋，瀬瀬　　顕，松浦　　博

　　　　　　中野　英一，塩川　祐一，安井　久喬

　最近3年間に新生児期の大動脈弓離断複合（IAA

complex）5例の外科治療を経験し，3例を救命し得

た．病型はCeloria－Patton分類A型3例，　B型2例

で，手術法は姑息術2例，一期的根治術1例，二期的

根治術2例であった．死亡例はA型の姑息術，B型の

一期的根治術各々1例であった．大動脈弓再建に用い

る人工血管は材質の軟らかいGolaski　graftが有用で

あり，根治術に際しては，大動脈送血カニューレの材

質等に工夫を要するものと思われた．

　57）超未熟児の動脈管開存症（PDA）の外科的結紮

術の試み

　　　　（国立長崎中央）山田　芳弘，今村　　甲

　　　　　　　　　　　　増本　　義，七種　啓行

　　　（同　外科）

　　　　　　馬場　尚道，松尾　和彦，内田　象之

　昭和56年から昭和58年までの3年間に，レスピレー

ターによる呼吸管理を必要とした7例の超未熟児の

PDAに外科的結紮術を試み，死亡率0という良好な成

績を納めた．対象は在胎24週～31週，出生体重682g

～ 1，204gであった．術前にBronchopulmonary
dysplasiaを合併した症例は術後も長期の呼吸管理を

必要とした．

　58）低出生体重の先天性心疾患に対する外科治療

　　　（大阪府立母子心外）

　　　　　　八木原俊克，澤　　芳樹，中田　　健

　　　　　　（同　小児）広瀬　　修，信責　邦夫

　　　　　　　　　　　　（同　麻酔）岡　　憲史

　　　　　　　　　　　　（阪大1外）岸本　英文

　低出生体重の先天性心疾患に対する外科治療6例を

経験し，TGA，　PA十VSD，　Complete　A－V　BIock，

ASの4例を救命し得た．術式に多少の工夫を加える

ことにより，低体重のままでも，一部開心術を含んで

可能な場合がある，未熟な肺血管床や腎機能，未熟児

の特殊性を十分考慮した術前術後管理が重要である．
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ジギタリス投与は慎重に行い，カテコラミンを用いた

方がよい．開心術後には繊細な水分管理が重要と思わ

れた．

　59）3カ月未満乳児に対する短絡手術一とくに

EPTFE　graftを用いた短絡手術についての検討一

　　　（兵庫県立こども胸外）

　　　　　　橘　　秀夫，山口　眞弘，今井　雅尚

　　　　　　大橋　秀隆，細川　裕平

　　　　（同　循環器科）鄭　　輝男，三戸　　壽

　3ヵ月未満乳児に対する短絡手術37例（Blalock手

術15例，Waterston手術14例，直径5mm　EPTFE　graft

をinterpositionしたBlalock手術変法3例，直径4

mm　EPTFE　graftを用いたWaterston手術変法5

例）の長期遠隔成績を含めた手術成績を検討した．

Blalock手術の手術成績は良好で，長期間のpallia－

tionが得られるようになってきた．一方Blalock手術

やWaterston手術の変法も有用かつ安全な術式で

あったが，そのpalliationの期間は各々の原法に比し

短いと考えられた．

　60）完全型心内膜床欠損症根治手術の検討

　　　（近畿大心外）

　　　　　　奥　　秀喬，城谷　　均，横山　達郎

　　　　　　河井　　淳，西岡　孝純，篠原　　徹

　　　　　　中村　好秀，砂川　晶生，皐　　弘志

　　　　　　片山　　治，佐賀　俊彦，若木　伸夫

　　　　　　北山　仁士，上田　正生，岩岡　慶太

　　　　　　大西　博孝

　完全型心内膜床欠損症根治手術例42例の手術成績，

手術危険因子，術前術後血行動態及び心機能について

検討した．手術死亡例は12例で28．6％の死亡率であっ

た．手術危険因子として，年齢，心臓悪液質，閉塞性

肺血管病変，左室流出路狭窄などが考えられた．術後

血行動態及び右心機能は全例で改善したが，左室容積

及び左房容積が術後増加する例があり，遺残MRの高

度な例にみられた．

　61）心室中隔欠損孔の大動脈弁下伸展を伴う完全型

心内膜床欠損症の手術

　　　（九大心外）

　　　　　　川内　義人，吉利　用和，小江　雅弘

　　　　　　松浦　　弘，塩川　裕一，安藤　廣美

　　　　　　上野　安孝，中野　英一，古森　正隆

　　　　　　田中　二郎，徳永　皓一

　　　　　　（同　小児）原田　達生，福重淳一郎

　完全型心内膜床欠損症（CAVC）の稀な合併奇形の
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うち，CAVC＋Fallot四徴症（5歳ダウン症女児），及

びCAVC＋両大血管右室起始症（2歳ダウソ症女児）

の2症例を根治させた．CAVCはいずれもRastelli　C

型であり，心室中隔欠損孔（VSD）は大動脈弁下に広

く伸展していた．右房及び右室切開下にコンマ様パッ

チにてVSDを，自己心膜にて心房中隔一次孔欠損を，

別々に閉鎖した．僧帽弁cleftは結節縫合にて修復し

た．

　62）心内膜床欠損症の外科治療

　　　（社会保険中京心外）

　　　　　　　　　　　　前田　正信，高橋　虎男

　　　　　　　　　　　　堀田　寿郎，佐藤　浩生

　　　（同　小児循環器）

　　　　　　長嶋　正実，松島　正気，小川　昭正

　　　　　　（名大胸外）阿部　稔雄，小川　邦泰

　　　　　　　　　　　　新美　隆男，吉田　勝彦

　最近4年間に当施設で根治手術を施行した心内膜床

欠損症14例について検討した．完全型7例で，主とし

て12ヵ月前後の手術時期で，肺対体血圧比0．8以上の高

度肺高血圧症例であった．手術は城谷の方法で行い，

僧帽弁，三尖弁名1個ずつの弁置換をした．2例の死

亡があり，その原因は残存肺高血圧による右心不全で

あった．不完全型は7例で，2～6歳の手術時期で，

僧帽弁置換を1例に行った．死亡はなく良好な術後経

過であった．

　63）単心室に対するmodified　Fontan手術成績と

その問題点

　　　（札医大胸外）

　　　　　　安倍十三夫，塚本　　勝，田中　利明

　　　　　　泉山　　修，浅井　康文，杉木　健司

　　　　　　小松　作蔵

　単心室兼肺動脈狭窄症（A－III型：2例，　C－III型：1

例，B－III型（右胸心）：1例）の4例に対し，　modified

Fontan手術を施行し，全例を救命できた．全例，術前

に多血症，運動制限が増強し，RtPA／AO比：
0．22～0．57（平均O．38），肺血管抵抗1．7～6．2（平均2．9）

単位であった．術後の心血管造影所見では，右房一肺

動脈は良好に開存し，右房“a波”の増大，LVEDPの

低下，SaO2の上昇，心拍出量も運動負荷時に30％の上

昇を全例に認め良好な成績を得た．

　64）単心室に対する外科治療の検討

　　　（阪大1外）

　　　　　　松田　　暉，広瀬　　一，中埜　　粛

　　　　　　島崎　靖久，川島　康生
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　　　　　　（同　小児）小川　　實，佐野　哲也

　過去15年間の単心室69例に対する外科治療成績の検

討を行った．病型はA型13例，C型15例，　B型41例で，

それぞれの遠隔生存率は61．5％，40．0％，48．8％（全

体で49．3％）であった．Blalock－Taussig　shunt　1ま41例

で，B型で共通房室弁例での遠隔期死亡が高率であっ

た．Corrective　surgeryでは，1974年以降septation　7

例（手術死亡2），modified　Fontan　2（0），　total

cavopulmonary　shunt　5（1）と，それ以前に比し良

好となった．

　65）補助循環を用いないcentral　palliation

　　　（筑波大外）

　　　　　　前田　　肇，酒井　　章，佐藤　秀郎

　　　　　　近藤　陽一，堀　　原一

　central　palliationの1つに右心室流出路パッチ拡

大術があるが，人工心肺を用いないで行い得るwire

guided　knifeを使用し，　TOF　3例（体重17kg～2．4kg）

に成功した．術後PaO2はroom　airで44％からFio2

0．4で77％程度になり，無酸素発作は消失した．1例は

術後ジギタリス剤による突然の徐脈で失ったが，2例

は良好に経過している．本法は適応や術後の癒着など

問題は有しているものの，今後有用な姑息手術になり

得ると思われる．

　66）ファロー四徴症に対する直視下右室流出路拡大

術の検討

　　　（札幌医大胸外）

　　　　　　浅井　康文，吉田　祐一，塚本　　勝

　　　　　　泉山　　修，杉本　健司，安倍十三夫

　　　　　　小松　作蔵

　TOFの中で，高度の肺動脈や左室低形成がみられ，

一期的に根治術が困難と考えられた15例に対し，直視

下右室流出路拡大術を行った．10例に右室流出路異常

筋束切除と肺動脈弁形成，5例にパッチにて流出路拡

大を行った．術後2例を脳膿瘍で失い，肺高血圧症を

1例に認めた．本法は順行性に両側肺動脈へ生理的血

流供給が得られ，末梢肺動脈・左室の成長が期待でき

る．特にパッチ使用群はその効果が大きく，2年をめ

どに根治手術予定である．

　67）肺高血圧を伴った三尖弁閉鎖症に対する二期的

Fontan手術一2手術成功例の検討一

　　　（東北大胸外）

　　　　　　田所　正路，石沢　栄次，伊藤　康博

　　　　　　羽根田　潔，鈴木　康之，堀内　藤吾

　肺高血圧を伴った三尖弁閉鎖症で，心室一大血管関
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係が正常な1例（症例1）と大血管転位の1例（症例

2）に対し，それぞれ1ヵ月，6ヵ月時に肺動脈絞拒

術を施行した，それぞれ9歳，12歳時にFontan手術を

施行し，良好な結果が得られた．術前，肺生検により

肺血管床が温存されていることを確認した（症例2）．

また肺動脈にカテーテル挿入困難であったので，肺静

脈模入圧で代用した．術後の心カテーテルで軽度の左

心機能低下をみた．

　68）Fontan様手術の問題点

　　　（京大心外）

　　　　　　南　一明，伴　敏彦，小西　裕

　　　　　　松田　捷彦，曽根田純一，嶋田　一郎

　　　　　　北尾　義実

　　　　（大津日赤心外）龍田　憲和，広瀬　　光

　TA群4例，　SV・TGA群3例の計7例に施行した

Fontan様手術の臨床経過から術式および術後管理に

おける問題点を検討した．

　69）Fontan型術後遠隔期の肝機能

　　　　（東女医大心外）中江　世明，石原　和明

　　　　　　　　　　　　高梨　吉則，今井　康晴

　　　（同　小児）

　　　　　　近藤　千里，中沢　　誠，高尾　篤良

　Fontan型術後遠隔期（平均4．7年，最長8．5年）の，

肝機能について検討した．対象は全て三尖弁閉鎖症で，

平均年齢は17．1歳であり，術後の右心房平均圧は15．1

mmHgである．術後急性期（30日以内）に肝障害を2

例に認めたが，退院時までに軽快した．遠隔期の肝機

能はSGOT　24．5KU　SGPT　15　．　8KU，　LDH　247mu／ml

で酵素系は正常値で，TTT，　ZTT等は全て正常で実質

性肝機能障害は顕著でなかった．今後，残存肝機能の

追跡調査を必要と考える．

　70）1歳未満心室中隔欠損症根治手術症例の検討

　　　（国立循環器心外）

　　　　　　山本　文雄，内藤　泰顕，康　　義治

　　　　　　磯部　文隆，川田　博昭，高木　　勇

　　　　　　藤田　　毅，曲直部寿夫

　　　　　　（同　小児）高橋　長裕，神谷　哲郎

　1歳未満VSD根治手術症例23例について1歳例23

例を対象として，術前血行動態，術後経過より比較検

討した．その結果Kirklin重症度に関係なく術後血行

動態は安定していたが，1歳例に比し，カテコラミン

使用も多く，挿管時間も長く，特に6ヵ月未満別では

長期挿管例が多かった．しかし手術成績は良好であり，

呼吸不全，心不全で内科的療法にて難渋する症例は1
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歳未満でも閉鎖術を施行すべきである．

　71）外科的心房中隔欠損孔作製術の適応と効果

　　　（東女医大心外）

　　　　　　藤原　　直，今井　康晴，高梨　吉則

　　　　　　黒沢　博身，中江　世明，沢渡　和男

　　　　　　青木　　満

　1975年以降の8年間に外科的ASD作成術の行われ

た27例を対象とした．適応となった疾患ez　d’TGA・

TAが74％で，6ヵ月未満の症例が59％を占めていた．

44％が緊急手術で，70％に他の姑息手術を必要とした．

27例中10例に病院死亡をみたが，緊急手術・3ヵ月未

満例・高度な心奇形を有する例などで特に高い死亡率

を示した．術式としてはBlalock－Hanlon手術が安定

しており，生存例17例中5例に根治手術が行われた．

　72）肺動脈絞拒術（PAB）の適応と問題点

　　　　（東女医大心外）星野　修一，黒沢　博身

　　　　　　　　　　　　高梨　吉則，今井　康晴

　　　　　　　　　　　　（同　小児）高尾　篤良

　PABを行った症例につき，　second　stage　operation

の点より考察した．

　d－TGA（II型）においては，根治術後，肺高血圧症

の残存が認められる症例があり，PABの時期など検討

を要すると思われた．今後は3ヵ月以上の症例は1期

的にJatene手術を行う方針とした．

　根治術としてFontan手術が予想される疾患群にお

いては，我々の基準よりさらに強いBandingが必要と

思われる症例も認められた．

　73）乳児期体一肺動脈短絡手術

　　　（榊原記念外）

　　　　　　菊池　利夫，龍野　勝彦，万納寺栄一

　　　　　　維田　隆夫，川瀬　光彦

　　　（同　小児）

　　　　　　村上　保夫，森　　克彦，三森　重和

　乳児期の33症例に対し37回の体一肺動脈短絡手術を

行った．Blalolock・Taussig短絡は22回行い急性期19

例の開存を得，遠隔期の開存性も良好で乳児期短絡手

術の第一選択と考えられた．PTFEグラフト短絡は急

性期13例中11例の開存を得たが遠隔期閉塞例があり厳

重なfollowを要し，我々は閉塞予防としてワーファリ

ンの投与を次回手術まで行っている．PTFEグラフト

短絡はいわゆるcentral　shuntが多く術後心不全の合

併に注意を要する．

　74）無脾症に伴う心奇形に対する外科治療上の問題

点
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　　　（福岡市立こども心外）

　　　　　　　　　　　　瀬瀬　　顕，角　　秀秋

　　　　　　　　　　　　中野　英一，安井　久喬

　　　　　　　　　　　（同　新生児）岩尾　初雄

　われわれの経験した無脾症17例について，非手術施

行例5例の予後ならびに手術施行例12例の手術成績，

術後経過，遠隔成績を検討した．非手術例はすべて新

生児であり，長期生存は1例のみと予後はきわめて不

良であった．手術症例12例中11例にBlalock・Taussig

手術を，1例に総肺静脈幹一心房吻合術を施行した．

手術死亡は無かったが，3例は術後4日以内に再シャ

ソト手術が必要であった．遠隔成績は不良で2例を感

染症にて失った．

　75）新生児期，乳児期の重症呼吸不全，特に外科治

療による可能性について

　　　（神奈川県こども胸外）

　　　　　　赤坂　忠義，伊藤　健二，大川　恭矩

　　　　　　高山　鉄郎，長田　信洋

　新生児，乳児期の重症呼吸不全例のうち，いわゆる

血管輪は，手術が有効である，左肺動脈右肺動脈起始

のうち，気道系自身の低形成の強いもの即ち膜様部の

欠除とcomplete　cartilaginous　ringsのため気道内腔

の極端に狭いものについては，外科治療（絞拒血管の

解除）の効果を期待しにくいものがある．肺動脈弁欠

損を伴うファPt一四徴症は，症状は重篤であり，気道

系の圧併は強いが，外科治療による気道内腔の拡大は

十分に期待し得る．

　76）術前重症感染を合併した新生児期・乳児期早期

の先天性心疾患に対する外科治療の検討

　　　（大阪府立母子心外）

澤 芳樹，八木原俊克，中田　　健

　　　　　　　　（同　循環器）

　　　広瀬　　修，信貴　邦夫

　　　（同　麻酔）岡　　憲史

　　　（阪大1外）岸本　英文

　10例の術前重症感染を合併した新生児期・乳児期早

期先天性心疾患手術症例についてretrospectiveに検

討した．原因は，肺感染や小児外科疾患術後の感染等

が多く，長期人工呼吸を要する場合，感染予防面での

改善が必要と思われた．術前検査として血小板，CRP

が重症感染のよい指標であった．交換輸血を含む術前

治療は積極的に行なうべきで，充分な改善が得られな

いまま手術に踏み切った場合の予後は不良であった．

　77）重症心不全児に対するサーボシステム付きボー
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タブル補助循環装置の開発

　　　（埼玉医大1外）

　　　　　　許俊鋭山田泉，上田恵介
　　　　　　高本　真一，横手　祐二，尾本　良三

　　　　　　　　　　　　（同　小児）高索　映子

　　　（同　MEサービス）

　　　　　　見目　恭一，中野　　孝，関口　　淳

　　　　　　　　　　　　（同　循研）高橋　　浩

　小児先天性心疾患開心術後LOSに対する安全かつ

安定したVAB補助が継続できるポータブルのスト

レッチャータイプの補助循環システムを開発した．

サーボシステムにより患児側と装置側のボリュームバ

ラソスを正確に保ち，静脈脱血，動脈送血にfeed　back

機構をもつ各種安全装置を備えている．5歳（13．5kg）

のDORV症例と，1歳（10．5kg）のVSD＋DCRVの

IE症例に施行しDORV症例では一時的weaningが
可能であった．

　78）術後急性期の心拍出量より見た複合心奇形の術

式評価

　　　　（東女医大心外）原田　昌範，樗木　　等

　　　　　　　　　　　　今井　康晴，小柳　　仁

　著しい手術成績の向上を見る複合心奇形もその手術

適応の拡大にともないその重症度，発症時期，手術時

期とともにその疾患に対する手術術式の適切性が急性

期および遠隔期より大きな問題である．今回，複合心

奇形32例に対してわれわれの簡便Fick法を用いてCI

およびSIを算出し各術式を評価した．　TOFと比較検

討するとECD，　Senning術Jatene術はいずれも急性

期において特に有意差はないが，modi丘ed　Fontan術

はCI，　SIとも低値を示し解剖学的特徴より術後の限

界が見られた．また，Senning術の1例で急性期のRV

のポソプ機能不全を示す症例があり，興味深いもので

あった．Jatene術は一般に良好な心室特性を示してい

るが，Pp／Ps　O．75↑ではCI，　SIとも低下し3例の死亡

例のうちの2例のPp／PsはO．75↑であった．

　79）乳児期を含む小児複雑心奇形に対する弁付導管

手術

　　　（兵庫県立尼崎）

　　　　　　佐野　俊二，横田　祥夫，節家　直己

　　　　　　岡本　文雄，三宅　俊治，清田　芳春

　　　　　　藤原　慶一，中本　　進，愼野征一郎

　　　　　　吉川　栄治，酒井　可夫

　　　　　　　　（静岡県立総合心外）安藤　史隆

　乳児を含む小児複雑心奇形に対する弁付導管手術34
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例中，生後63日目にHancock　12mm弁付導管にて

Rastelli手術を行ったTruncus（II）型に再手術を行っ

た．導管内は新生内膜により狭小化し，Hancock弁に

は退縮，石灰化を認めた．Hancock弁切除後SJM　21

mm弁を肺動脈弁位に縫着した．（結語）幼小児あるい

は再手術必至の症例では生物弁を第1選択とする．術

後長期の経過観察には断層心エコー図法が有用であ

り，再カテ，再手術のよい指標となり得る．

　80）総肺静脈還流異常症外科治療成績の検討

　　　（北大2外）

　　　　　　奥出　　潤，菅原　　啓，合田　俊宏

　　　　　松倉　裕美，佐久間まこと，安田　慶秀

　　　　　　松波　　己，酒井　圭輔，川上　敏晃

　　　　　　田辺　達三

　　　（同　小児）

　　　　　　浜田　　勇，太田八千雄，長谷　直樹

　　　　　　　　　　（市立旭川胸外）村上　忠司

　最近10年間にわれわれが経験した総肺静脈還流異常

症22例について，その外科治療成績を報告するととも

に，術前状態・診断・手術方法・長期予後等について

検討を加えた．

　22例全例に根治的手術を施行したが，病院死亡は13

例で死亡率は59．1％であった．病型別では上心臓型13

例（死亡6例），心臓型6例（4例），下心臓型3例（3

例）であった．また，生後3ヵ月未満例及び体重5kg未

満例において特に成績が不良であった．

　81）左冠動脈肺動脈異常起始症4例の検討

　　　（弘前大1外）

　　　　　　井隼　彰夫，中野　秀貴，小山　浩一

　　　　　　福井　康三，近藤　真人，鈴木　宗平

　　　　　　鯉江　久昭

　我々は最近BWG症候群4例を経験したので手術

手技を中心に検討を加えた．乳児の場合，直接移植術

が最も理想的で第一選択とするが，不可能な場合でも

鎖骨下動脈グラフトを介在させた大動脈冠動脈吻合が

十分行いうる．左冠動脈開口部の切離が困難な場合に

は，大動脈肺動脈痩を作製し，肺動脈内で大動脈冠動

脈吻合を試みる価値がある．

　82）先天性大動脈狭窄症の外科治療

　　　　（小倉記念心外）

　　　　　　平田　和男，松田　光彦，西村　和修

　　　　　　花田　正治，武内　俊史，織田　禎二

　　　　　　　　　　　　（京大心血外）伴　　敏彦

　　　　　　　　　　　（小倉記念小児）添田　　健
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　過去3年間に，大動脈弁上狭窄4例，弁性狭窄1例，

弁下狭窄症4例の計9例に手術を施行し，弁下狭窄症

で新生児期に手術を行った1例を失ったが，他の8例

は良好な結果を得た．弁上狭窄症の4例は，全て砂時

計型狭窄を呈し，Dotyのextended　aortoplastyを施

行し，良好な成績を得た．弁性狭窄の1例は大動脈縮

窄症を合併しており，新生児期に一期的手術を行い救

命した．各症例につき，手術方法，適応等に検討を加

えて報告した．

　83）先天性僧帽弁閉鎖不全症に対する外科的治療の

検討

　　　（三重大胸外）

　　　　　　山崎　順彦，矢田　　公，干種　弘章

　　　　　　湯浅浩，草川実
　先天性僧帽弁閉鎖不全症（ECDを除く）の手術症例

は孤立性4例，他病変合併19例の計23例である．年齢

は8ヵ月より17歳であり，逸脱15例，亀裂5例，弁形

成不全4例，腱索欠損1例によるMRであった．弁病

変に応じて弁尖形成と弁輸形成を組み合せたが，1例

近接死で失い，2例には症状の改善がえられなかった

が他は著明に改善をした．人工弁置換は腱索欠損の1

例のみで，小児期では可能な限り自己弁温厚の方針と

考え，手術術式について検討した．

　84）ファロー四徴症根治術における重回帰分析を用

いた重症度の評価

　　　（静岡県立こども心外）

　　　　　　野本　慎一，横田　通夫，青嶋　　実

　　　　　　白石　義定，曲人　　伸，北野　　満

　　　　　（同　循環器）中野　博行，上田　　憲

　　　　　　　　　　　　斉藤　彰博，野島　恵子

　ファロー四徴症の術前因子（LVEDV，　LVEF，

LVSV，　RVEDV，　RVEF，　RVSV，ヘモグロビン量，

PA／Ao径比），及び術中因子（RV／LV圧比，大動脈遮

断時間）の10因子と，術後ドーパミン総使用量であら

わされる術後LOSとの因果関係を重回帰分析を用い

て分析し，術後のLOSを規定している予後因子を選

定した．LVEDV，　LVEF，　RVEF，大動脈遮断時間の

4因子の組みあわせが最も高い重相関係数を示した．

　85）ファロー四徴症におけるBlalock・Taussig短

絡術のエコーによる評価

　　　　　　　　　　　　（東大分院）柳川　幸重

　　　（同　本院）

　　　　　　阿波　彰一，菱　　俊雄，野間　清司

　　　　　　　　（日赤医療センター）片岡　　正
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　　　　　　　　　　　（府中恵仁会）岡本　　暁

　　　　　　　　　　　（都立八王子）赤木美智男

　　　　　　　　　　　　（太田総合）於保　信一

　B・T短絡術を受けその後根治手術を行ったファ

ロー四徴症のうち，その両時期にエコー記録を行った

8例を対象としている．平均年齢はB－T短絡時に2歳

3ヵ月根治術時に4歳8ヵ月である．重篤なチアノー

ゼを理由にB－T短絡を行った5例では，当初低かった

LA／Ao比の著名な増加が見られた．チアノーゼ発作

の軽減を目的として短絡を行った3例では，LA／Ao

比は当初より高くその後余り変化しなかった．エコー

上のLAの大きさは，　B－T短絡の評価法の1つとして

有用と思われる．

　86）ファロー四徴症根治術，術中圧の評価

　　　（済生会宇都宮病院心外）

　　　　　　林郁夫，木曽一誠，内藤千秋
　　　　　　前原　正明，鈴木　一郎，上田　敏彦

　　　　　　石倉　一昭

　　　　　　　　　　　　（同　小児）加藤　一昭

　術後1ヵ月，1年以降にカテーテル検査を行い次の

結果を得た．右室体血圧比は術後1ヵ月までに20％弱

下降し，変化しない．PS解除の程度は術中に決ってし

まう．術後1ヵ月での検査で遠隔での臨床評価を推測

し得るようだ．

　87）ファロー四徴症長期遠隔期に出現した心不全症

例の検討

　　　（新潟大2外）

　　　　　　宮村　治男，金沢　　宏，今泉　恵次

　　　　　　小熊　文昭，岡崎　裕史，矢沢　正知

　　　　　　福田　純一，富樫　賢一，山崎　芳彦

　　　　　　江口　昭治

　当教室で現在ファロー四徴症根治術後10年以上の経

過を観察している症例は106例であるが，そのうち5例

に10年以上を経て心不全症状の発現を認め，4例に再

手術を行い，1例は手術待期中である．遺残短絡・TR・

PR・右室筋不全などが遠隔期心不全の原因であった．

ファロー四徴症術後患者では長期に渡る経過観察が重

要で，特に初回根治手術時高年齢の症例では注意を要

する．

　88）ファロー四徴症根治手術後遠隔期のTreadmill

testによる運動機能評価

　　　（東女医大第2病院心外）

　　　　　　西山　清敬，須磨　幸蔵，竹内　靖夫

　　　　　　城間　賢二，井上　健治，小山　雄次
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　　　　　　成味　　純，小塚　　裕，山田　昌樹

　　　　　　金子　秀実

　ファロー四徴症根治手術症例44例にTreadmill　test

を行い，遠隔期運動機能評価を行った．運動機能を示

す耐久時間は正常児とほぼ同値であったが，同じ運動

負荷時の心拍数増加は正常児と比較して低値を示し

た．RV／LV比及び肺動脈逆流は手術成績だけでなく，

遠隔期運動機能にも影響を与えると考えられた．以上

よりTreadmill　testはファロー四徴症根治術後患児

の運動制限を決定する手段として有用な方法と思われ

た．

　89）ファロー四徴症根治術後の血行動態の評価

　　　（県立尼崎心臓センター小児）

　　　　　　吉川　栄治，酒井　可夫，槙野征一郎

　　　　　　（同　外科）藤原　慶一，岡本　文雄

　　　　　　　　　　　　節家　直己，横田　祥夫

　TF根治術後早期の血行動態から，術後PSPRと右

心機能との関係を検討した．術後早期のRVEFの低下

はパッチを用いた右室流出路拡大による右室流出部の

機能不全が一因である．術後のPRはRVEDVを増大

させRVEFの低下に関係する．術後早期には術式の差

によるPRの程度には差がないが，弁輪を越えるパッ

チを用いた群ではRVEFの低下が認められ，今後遠隔

期のPSあるいはPRが心機能に及ぼす影響を検討す

る必要がある．

　90）心室中隔欠損症の閉鎖術後における左右心室容

積特性および左室心筋重量

　　　（山形大）

　　　　　　秋場　伴晴，芳川　正流，木野田昌彦

　　　　　　大滝　晋介，佐藤　哲雄

　VSD閉鎖術前65例，術後22例の左右心室容積特性と

左室心筋重量を検討した．VSD術前のLVEDV，　LVM

は増加し，Qp／Qsと正の相関を認めた．　RVEDVも増

大しており，Qp／QsおよびPA圧と正の相関を示し

た．LVEF，　LVM／LVEDV，　RVEFは正常であった．

うっ血性心不全を有する群では，無い群に比べ

LVEDV，　LVM，　RVEDVが高値を呈し，　LVEFは逆

に低値を示した．VSD術後のLVEDV，　LVMは術前

よりは減少したものの正常より高値であったが，

RVEDVは正常化した．

　91）心室中隔欠損症兼高度肺高血圧症（Pp／Ps≧

0．75）における合併心奇形（PDAおよびASD）別に

みた血行動態に関する検討

　　　（県立尼崎心臓センター）
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　　　　　　酒井　可夫，吉川　栄治，愼野征・郎

　　　　　　（同　外科）藤原　慶一，岡本　文雄

　　　　　　　　　　　　節家　直己，横田　祥夫

　Pp／Ps≧0．75の単独VSDこPH　94例，
VSDこPDAaPH　22例，　VSDEASDePH　13例の手術前後

の血行動態を比較検討した．結論：（1）単独VSD群

では，3歳未満に手術を行えぽ，術後Pp／Ps，　PVRの

下降は良好であった．これより，遅くとも3歳までに

手術をすべきと考えられた．（2）PDA，　ASD合併群で

は，2歳未満に手術を行えぽ，術直後・遠隔期のPp／

Ps，　PVRは良好な下降を示した．これより，少なくも

2歳までに手術を施行すべきと思われた．

　92）小児開心術直前・直後の左室圧一容積曲線によ

る血行動態変化の検討

　　　（東女医大心研外）

　　　　　　西田　　博，中野　清治，黒沢　博身

　　　　　　今井　康晴

　　　　　　（同　小児）里見　元義，遠山　　歓

　　　　　　　　　　　　富松　宏文，高尾　篤良

　小児開心術中に，ミラーのカテーテルによる左室内

圧測定，術中Mモードエコーによる左室容積測定によ

り，術直前・直後の左室圧一容積曲線を描いた，この

方法により心内修復術直前・直後の血行動態の変化を

適確にとらえる事ができる．今後，この方法を用い各

種複雑心奇形の血行動態変化の詳細な解析を行う予定

である．

　93）心室中隔欠損症根治術後の右心機能一中枢性

CRBBBの影響に関する検討一

　　　（兵庫県立尼崎心臓センター外）

　　　　　　藤原　慶一，横田　祥夫，節家　直己

　　　　　　三宅　俊治，佐野　俊二，清田　芳春

　　　　　　中本　　進

　　　（同　小児）

　　　　　　愼野征一郎，吉川　栄治，酒井　可夫

　非右室切開patch閉鎖を施行したPp／Ps≧0．75の

PH伴う1solated　VSD　27例を対象とし，中枢性

CRBBBの術後血行動態におよぼす影響について検討

をおこなった．①術直後ではCRBBB（＋）群において，

体血圧の低下がみられ，左心機能への影響が示唆され

た．②術後1ヵ月目では，安静時，心機能（CI），肺循

環（Pp／Ps，　PVR）への影響はみられなかったが，

CRBBB（＋）群においてRVEDPの上昇，　RVmax　dp／

dtの低下と右心機能の低下が認められた，

　94）総肺静脈還流異常症における左室容量の手術直
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後の変化について

　　　（東北大）

　　　　　　吉田　芳郎，尾形　　寛，藤山　純一

　　　　　　久平　堅修，角田　和彦，速水　俊三

　　　　　　村田　祐二，阿部淳一郎，小原　敏生

　新生児，乳児期の本症根治手術成功例7例について

手術直前・直後に超音波断層法を行い，左室の大きさ

の変化をみた．左室は術直後にその長軸断面積及び短

径共に夫々平均1．7倍，1．9倍と著明に増大した．この

ことからこの時期の本症では血行動態が改善されれぽ

速やかにこれに応じて左室が拡大する能力のあること

を示した．左室の大きさそのものは従来いわれている

程には手術予後の決定因子としては大きくないと考え

られた．

　95）Rastelli術後の安静時及び運動負荷時心機能

　　　（東女医大心研）

　　　　　　奥田　浩史，金谷　真弓，中沢　　誠

　　　　　　高見沢邦武，高尾　篤良

　　　　　　　（同　外）高梨　吉則，今井　康晴

　　　　　　　　　　　　　（鳥取大）清水　秀二

　Rastelli術後18例で左右心室容積を測定し，6例で

は心カテ中に運動負荷を行った．静脈側心室の拡張末

期容積（EDV）はほぼ正常で，駆出率（EF）は心室圧

の上昇とともに低下した．動脈側心室のEDVは拡大

し，EFは低下していたが，特に手術時年齢12歳以上で

著明であった．運動負荷による動脈側心室EFの反応

は不良であった．treadmill試験ではendurance　time

の短縮，心拍数の早期上昇，5例では心室性期外収縮

が見られ，運動能の低下が示唆された．

　96）一時的心房心外膜電極を使用した先天性心疾患

術後の洞結節機能評価

　　　　　　（国立小児）細野　稔彦，小池　一行

　　　　　　　　　　　　永沼万寿喜，高野　良裕

　　　（同　心外）

　　　　　　常本　　実，太田　喜義，島田　宗洋

　先天性心疾患術後86例について，術中心房に縫着し

た一時的心房電極を使用し，電気生理学的検査を行い，

術後の洞結節機能について測定した．SNRTの正常値

は，2歳未満591±89msec，2歳～5歳763±174msec，

5歳以上866±218msecであり，　CSNRTの正常値は，

2歳未満116±52msec，2歳～5歳207±102msec，5歳

以上251±144msecであった．％SNRTの正常値は

136±19％であり，SACTはStrauss法，　Nanula法そ

れぞれ正常値は，105±42msec，147±60msecであっ
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た．

　97）小児期僧帽弁逆流症の検討：手術前後の心容積

計測による評価

　　　　　　　（近畿大）砂川　晶生，中村　好秀

　　　　　　　　　　　　篠原　　徹，横山　達郎

　　　　　　　　　　　　（同心外）城谷均

　小児期MR　29例における術前後の心容積を検討し

以下の結論を得た．①単独VSD例と異なり，術後左心

機能低下を示す例が多い．②術前RVEDV増大，

RVEF低下を示す例があり，これらの症例では，術後

LVEF低下を示した．③術前のLVEDV　300％以上，

3歳以後の手術例では，術後VLEF低下を示し，左心

機能の温存という点からは，LVEDV　300％未満，3歳

未満での手術が必要である．

　98）最近12年間に経験したEFEの臨床的検討

　　　（沖縄県立中部）

　　　　　　高良　吉広，喜屋武　元，安次嶺　馨

　昭和47年から58年までに18例のEFEを経験した．

発症年齢は1ヵ月から27ヵ月，過半数は4ヵ月以内で

あった．

　18例中13例に先行または合併疾患を認め，その内8

例は肝炎であった．7例が死亡し，剖検した3例全例

で心内膜線維弾性症の組織像を認めた，生後36日で死

亡した例では心筋炎，間質性肺炎，巨細胞性肝炎を伴っ

ていた．EFEの発症には乳児肝炎をはじめ，ある種の

ウイルス感染の関与が示唆される．

　99）4人中3人に発症した原発性心内膜線維弾性症

の同胞例

　　　（小倉記念）

　　　　　　添田　　健，川田　信哉，岡部　貴裕

　　　　　　広田　常夫，松本　　伴，佐藤　克子

　　　　　　古庄　巻史

　　　　　　　　　　（九州厚生年金）城尾　邦隆

　第2，3，4子と3人EFEの続いた家族発症例を報

告した．近親の心疾患歴，流産歴なく遺伝の関与が疑

われるも発症機序が不明である．第2子が重症で心不

全死；第3，4子は左室拡大，EDPの高値，　EFの低下

は認めるも改善しつつある例である．第3子の左室心

内膜心筋生検でEFEとして特徴的な所見を得た．な

お第3子に超音波で心内膜血栓が認められ，第4子に

は左室心尖部の憩室状変化も観察された．

100）肥大型心筋症を呈したIDM（糖尿病母体からの

新生児）の3例

　　　　　　　（浜の町）南里　月美，木下　正教
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　　　　　　　　　　（同　産婦人科）加藤　義徳

　IDMに肥大型心筋症類似の心筋肥厚を来すことが

あり，distressの一因となることはよく知られている．

私共は9例のIDMのうち3例に有意の心室中隔肥厚

（ASH）を認め各々程度の異なる呼吸障害を呈したが

数ヵ月の経過で軽快した．尚1例にはASD，脳梁欠損

を合併し著明な発育障害がある．これら9例の母親の

糖尿病コントロール状況について検討した結果，児の

重症度と母親妊娠中の糖尿病重症度とは相関があると

考えられた．

101）慢性うつ血性心不全を呈した小児肥大型心筋症

五剖検例の検討一特に心筋細胞の錯綜配列の分布につ

いて

　　（東女医大第2病理）森本紳一郎，西川　俊郎

　　　　　　　　　　　　佐藤　昭人，本多　忠光

　　　　　　　　　　（同　心研内科）関口　守衛

　　　　　　　　　（同　心研小児科）高尾　篤良

　慢性うつ血性心不全にて死亡し，剖検にて両心室腔

の拡大を認める小児の肥大型心筋症5例を対象とし，

心筋細胞の錯綜配列（DO）の分布について検討したと

ころ，高度のDOが心室中隔のみならず，両心室自由

壁にびまん性に認められた，比較的広範な斑状の線維

化が観察されたのは1例のみであり，他の4例では収

縮不全に直接つながるような病理所見は得られておら

ず，DOが心室腔の収縮不全に何らかの影響を与えた

と推察された．

102）Anthracycline系抗がん剤の心障害と心電図

右側胸部誘導の変化

　　　（愛知医大）

　　　　　　田宮　　寛，尾内善四郎，島津伸一郎

　　　　　　佐々木邦明，川井　　進，〕藤本　孟男

　Anthracycline系抗がん剤の投与をうけた10例につ

き，総投与量と心電図右側胸部誘導の変化を検討した．

心不全で死亡した2例は，総投与量の増加とともに

RVユが徐々に減少し，心不全発症時にV、～V、がQS型

を呈した，他の8例も，RV1は総投与量の増加とともに

減少した．RV、の減少の度合には個体差がみられた．こ

のRV1の減少は，心不全の予測に役だつものと思われ

る．

103．化膿性心膜炎の1治験例

　　　（都立墨東）

　　　　　　岡田　知雄，山口　英夫，関　　一郎

　　　　　　　　　　　　（同　胸外）十九浦敏男

　症例は，7歳の女児でA群溶連菌肺炎に併発した化
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膿性心膜炎と考えられ，急性脳症で発症した．臨床症

状，心エコー図，ECG等，典型的心膜炎・心タンポナー

デの所見を呈し，緊急の心膜切開ドレナージにて，350

mlの膿性液を排膿し救命し得た．

　小児の化膿性心膜炎の報告は少なく，本邦の過去10

年間に浅井らの2例のみであり，小児の化膿性心膜炎

の存在や，その緊急手術の重要性を再認識する必要性

あること，及び収縮性心膜炎防止を考慮すべき外科的

治療法について言及した．

104）先天性心疾患に合併した細菌性心内膜炎と脳膿

瘍の臨床的考察

　　　　　（天理ようつ）小川　浩史，山崎　嘉久

　　　　　　　　　　　　木村　　隆，田村　時緒

　先天性心疾患5543例中脳膿瘍は12例（O．21％），男女

比は9：3．細菌性心内膜炎は26例（0．43％），男女比

は12：14，起炎菌，脳膿瘍では嫌気性菌が11例中7例．

Str．　intermed．5，　Peptostr．2，　Hemophil．2，他2．心

内膜炎ではStr．　viridans　5，　Pneumococcus　3，他のstr．

7，Staphyl．　aureus　7，　epiderm，4，他2．基礎疾患．

脳膿瘍．T／F　4，　TGA　3，　SAS・VSD・PS　1，　SV　2，

DORV　l，　VSD　1．心内膜炎．　VSD　16，　ECD　2，　T／F

3，MI　3，　AS・AI　1，　TGA　1．死亡はそれぞれ1

例ずつである．

105）心室性期外収縮の多発と心外膜炎を伴った百日

咳の1乳児例

　　　（国保旭中央）

　　　　　　角南　勝介，幕田　政博，中原　利郎

　　　　　　斉藤　能厚，桜井　信清

　　　　　　　　　　　　　（千葉大）丹羽公一郎

　百日咳の咳発作中に，心室性期外収縮がshort　run

型をとり多発し，心エコー上心嚢液貯留を認めた．主

な心筋炎の原因ウイルスの検策をおこなったが，抗体

価の有為な上昇は認められなかった．百日咳抗体価は

160倍であった，またGOT，　GPT，　LDH，　CPKの上昇

は認められなかった．

　本例は百日咳にPVCと心外膜炎を伴った5ヵ月の

乳児例であり，ステPイドを1ヵ月投与して軽快した．

106）急性心筋炎後の心筋病変一心内膜心筋生検の病

理組織学的検討一

　　　（東邦大）

　　　　　　佐地　　勉，松尾　準雄，橋口　玲子

　　　　　　佐藤　桂子，伊藤　隆一，梅沢　哲郎

　　　　　　山本　　真

　　　　　（同　循環器診断センター）矢部　喜正

日本小児循環器学会雑誌　第1巻　第1号

　　　　　　　　　　　（同　2病理）佐川　宏明

　急性心筋炎後2ヵ月～25ヵ月（平均1年1ヵ月）の

8例，5歳4ヵ月～12歳5ヵ月（平均8歳10ヵ月），男

5例，女3例に心カテーテル，心内膜心筋生検を施行

した．結果は心筋萎縮（1例），肥大（3），配列の乱

れ（8），細胞索断裂（4），樹枝状分枝（5），渦巻状

分枝（1），変性は空胞～水腫（5），融解，消失（5），

大きさのぼらつき（5），筋原線維の粗髭化（0），筋

形質の腫大（0），核腫大（3），変形（5），大型化（3），

浮腫（8），線維症（7），小血管の増生（7），内皮腫

大（6）細胞浸潤（5），細小動脈肥厚（3）／8例に認

めた．8例中3例は（2，5，13ヵ月後）炎症の持続が

考えられ，4例は治癒過程healing～治癒healed心筋

炎と考えられ，1例9ヵ月後にPMCと考えられる強

度の〔F〕・〔H〕，〔D〕を示す所見が得られた．

107）心臓腫瘍の4小児例

　　　　　　（旭川医大）岡　　隆治，森　　善樹

　　　　　　　　　　　　土田　　晃，吉岡　　一

　　　　　　　　　　　（枝幸町国保）伊藤　真也

　　　（市立旭川胸外）

　　　　　　村上　忠司，久保田　宏，青木　秀俊

　　　　　　　　　　　　（同　病理）神田　　誠

　結節性硬化症に合併し，生後2ヵ月目より頻拍症を

くり返した右室と左室の腫瘍を有する1歳1ヵ月の男

児および心不全を呈して発見された左室内腫瘍の19日

目の男児の2例（横紋筋腫疑い），発作性上室性頻拍症

と心不全にて発見されたB型WDW症候群を示した

右房内腫瘍の1ヵ月女児例，左右の肺動脈弁交連部に

発生し，肺動脈弁狭窄を呈した嚢腫の4歳男児例を報

告した．嚢腫の壁構造は弁組織と同一であった．

108）心臓及び心膜腫瘍の3例

　　　（長崎大）

　　　　　　上原　　豊，渡辺　幹生，安井　　誠

　　　　　　柳　　忠道，辻　　芳郎

　　　　　　　　　　　　（同　1外）下田　穂積

　　　　　　　　　（同　検査部病理）津田　暢夫

　原発性の心臓及び心膜腫瘍は，極めて稀なものであ

る．最近，我々は，リソパ管腫，心嚢内未熟奇形腫，

心膜嚢腫を経験した．年齢及び性別は，それぞれ，8

歳男児，3歳女児，12歳女児であり，いずれも，腫瘤

摘出術を施行し，病理組織学的に診断を得，術後の経

過も良好であるため，ここに報告した．

109）Rapid　atrial　pacingによるSystolic　time

intervalの変動
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　　　　　　　（筑波大）佐藤　秀郎，堀米　仁志

　先天性心疾患児14例にrapid　atrial　pacing（平均200

回／分）を3分間施行し，その前と，pacing　3分後の左

室のST1を測定した．　pacingにてPEPが短縮し，

PEP／ETの増加する例と，　PEPはほとんど変化なく

PEP／ETの増加の少ない例の2群に分かれた．　ETは

全例短縮した．PacingによりPEP／ETの増加する例

では，上室性頻拍症が生じた場合，PEP／ETの増加の

程度が少ない例より，早期に心不全症状の出現する可

能性があり，注意が必要である．

110）心室性頻拍症の臨床的検討

　　　（社会保険中京）

　　　　　　松島　正気，田中　　宏，浅井　俊行

　　　　　　小川　昭正，長嶋　正実

　　　（保健衛生大）

　　　　　　兼子　哲一，大須賀明子，矢崎　雄i彦

　　　　　　　　　　（同　医用電子）岡島　光治

　3連発以上のVPCをみたVT例24例を対象とし
た．年齢は8．4±3．9歳であった．VTは安静12誘導心電

図で5／24例，ホルター心電図で18／23例，トレッドミル

試験で9／12例記録された．症状のないものは死亡例な

く予後は概して良好と思われた．症状のあるものは6

例で死亡2例を含み，厳重な管理・治療が必要と思わ

れた．症状のあるものを中心にVTの連発数，発生頻

度，VT拍数，発生様式，　premature　index，　valuner－

ability　indexなどを検討した．

111）反復性心室性頻拍症に対する電気生理学的検討

　　　（弘大）

　　　　　　米坂　　勧，上村　健三，中　　眞一

　　　　　　　　　　　　（日大病理）桜井　　勇

　小児期慢性反復性心室頻拍（RSVT）は比較的稀な

疾患であるが，最近我々は4例の本症例を経験し，電

気生理学及び病理組織学的に検討し若干の知見を得

た．

　1．全例に有意の心筋病変があり，今後経時的な経過

観察が必要と考えられた．

　2．薬効判定にプログラムド・ペーシング法を応用し

有用性を確認した．

　3．小児のVTのなかにQRS巾の狭いものがあり

診断には注意を要する．

　4．VTの治療にカルシウム拮抗剤が考慮される場

合がある．

　5．小児期心室性不整脈は心筋症とのかかわりが少

なからず考えられ，積極的に電気生理，病理学的検索
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を行うべきである．

112．小児心室性頻拍の外科治療

　　　（金沢大1外）

　　　　　　鎌田栄一郎，三崎　拓郎，松永　康弘

　　　　　　清原　　薫，川筋　道雄i，岩　　　喬

　難治性の心室性頻拍5例に対し，術前及び術中の電

気生理学検査所見に基づき手術療法を行ない良好な結

果を得た．手術方法として心筋切除凍結併用療法及び

心筋切開凍結併用療法は，極めて根治性の高い術式と

考えられた．

114）原発性1度ないし2度房室ブロックのボルター

心電図および運動負荷心電図による検討

　　　（浜松医大）

　　　　　　西田　光宏，伊能　正光，小林　　順

　　　　　　二宮　俊行，石澤　　瞭

　学校心検診にて発見された1°，2°AVBの児について

ホルター心電図およびトレッドミル運動負荷心電図に

ついて検討し以下の知見を得た．①1°，2°AVBは精神

的緊張，体位変換，変感神経系緊張により消失し昼間

より夜間に多くみられることより，vagal　toneの関与

が考えられた．②トレッドミル運動負荷心電図の所見

は，1◇，2°AVBの児にさらにホルター心電図記録等の

精査を必要とするかどうかの決定により指標となると

考えられた．

115．不整脈の日内変動，とくに睡眠段階による変化

の検討

　　　（愛媛大）

　　　　　　永井　宏尚，長尾　秀夫，宮崎　正章

　　　　　　新野　正治，石川　純一，松浦　俊人

　　　　　　松田　　博

　2昼夜にわたる長時間心電図記録及びポリグラフを

用いて不整脈の日内変動について検討した．II°A－V

block　Wenckebach型の症例においては，　blockは睡

眠時に多く覚醒時には出現しないものもあった．さら

にblockは睡眠のなかでも午前0～1時頃に最も多

く，漸減する傾向がみられた．睡眠段階のなかでは，

REM睡眠にblockが増加するものと減少するものの

両型があった．期外収縮の症例においては睡眠段階に

よる変化は特に見られなかった．

116）心室性期外収縮学童の24時間心電図所見

　　　（横市大）

　　　　　　斉木　和夫，新村　一郎，真部　秀治

　　　　　　真下　和宏，戸塚　武和，横山　修三

　　　　　　原口　寿夫
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　検診で発見されたPVC学童66名に24－hECGを施

行した．Lown’s　grading　3度以上のcomplex

ventricular　ectopyを23名（38％）に認め，1日のPVC

発生頻度の高い群に高率であり，右室源性が17名で

あった．

　4BはPVC発生頻度が高く24時間均等に発生する

傾向があった．coupling　intervalの短い例に認められ

たVTのrateは短い傾向にあった．

　以上よりPVC発生頻度の高い学童には24・h　ECG

を含めた慎重な管理が必要と思われた．

117）小児運動選手における24時間心電図の検討

　　　（慶応大）

　　　　　　早野　紳哉，小佐野　満，老川　忠雄

　　　　　　小島　好文，若林　　良，村井　孝安

　　　　　　井原　正博，田口　　豊，石原　　淳

　27名の小児運動選手と対照群の24時間心電図につい

て心拍数の推移と調律異常を比較検討した．安静・睡

眠時は選手群の徐脈化傾向が著明であり，安静時心電

図では検出されなかった洞停止や房室ブPtックは共に

選手群に多かった．心室性期外収縮は選手群に有意に

多く，病的意義のあるものは認めなかったが，このこ

とが選手群の左室壁肥厚とどのように結びつくのかは

今後の課題と言える，

118）原発性肺高血圧におけるHolter心電図所見

　　　（日本大）

　　　　　　宇佐美　等，泉　　裕之，滝川　逸朗

　　　　　　豊田　博史，岡田　知雄，原田　研介

　　　　　　大国　真彦

　原発性肺高血圧（PPH）4例を対象としてHolter心

電図を行い，3例に著明なST低下とT波の逆転を認

めた．この所見は臨床症状を伴わず，一過性で，安静

時や睡眠中にも認められ，何らかの肺血管抵抗上昇因

子による，右室圧負荷増大と心拍出量低下を反映して

いると考えた，最も顕著ts　ST－Tの変化を示した例

は，失神をくり返して突然死した．Holter心電図上の

ST－Tの変化は予後不良を示唆する所見であり，今後，

PPHに対して広く行なわれるべきであると考える．

119）水泳中学童の心電図変化に関する研究．第1報

記録方法及び記録状況について

　　　　　　（金沢医大）浅井　利夫，森田　正人

　　　　　　　　　　　　豊田　貢一，粟倉　　眞

　年長児不整脈の管理上，水泳は問題になることが多

い，しかも不整脈児など心疾患児が水泳をして安全で

あるということは各種運動負荷心電図検査，消費エネ
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ルギー面より検討された結果である，児の水泳中の心

電図がよく記録されたら，より一層安全性危険性が判

明する．そこで壁用吸盤を改良した防水電極を試作し

検討した結果，極めて良い水泳中心電図が得られたの

で報告した．

120）体表面電位図による心室性期外収縮の検討一第

2報一（体表面VAT等時線図による検討）

　　　（保健衛生大学）

　　　　　　兼子　哲一，沓名　智子，田中　明彦

　　　　　　大須賀明子，矢崎　雄彦

　　　　　　　　　　（社会保険中京）長嶋　正実

　　　　　　　　（保健衛生大学内科）渡辺　佳彦

　基礎心疾患のない健康小児（39例）における心室性

期外収縮（VPC）の起源及び興奮伝播過程をVAT等

時線図にて検討した，等時線図のパターンにて心室内

心内膜刺激により誘発して得られたVPCを8型に分

類し，自然発生のVPCと対比させた結果全例いつれ

かの型に分類可能であった．起源は右室・左室源性と

もほぼ同頻度であった．VPCの等時線図による興奮伝

播過程は，先に報告した等電位線図によるそれと比較

的よく一致していた．

121）遺伝性QT延長症候群のT波の体表面電位図

　　　　　　（東医歯大）土屋　史郎，渡部　誠一

　　　　　　　　　　　　石原　啓志，保崎　純郎

　Jervell　and　Lange－Nielsen症候群の2例でT波の

体表面電位図を記録し，正常小児のそれと比較したが，

正負領域の分布と極大・極小の位置はほぼ同じであっ

た．また1例に左星状神経節ブロックを行ない，前後

でT波の体表面電位図を比較したが，正負領域の分布

と極大・極小の位置には明らかな変化が認められな

かった．今回の結果からは，本症候群における「交感

神経刺激異常による心室再分極過程の不均一性」を証

明しえなかった．

122）心房中隔欠損症の術前，術後の電気生理学的検

討

　　　（横市大）

　　　　　　真部　秀治，原口　寿夫，真下　和宏

　　　　　　斉木　和夫，戸塚　武和，牧　　隆敏

　　　　　　横山　修三，新村　一郎

　二次口心房中隔欠損症患児16症例に対し術前，術後

の電気生理学的検討を行い以下の結果を得たので報告

した．①術前でのHRA・LRA間隔の延長例は術後正常

化した．②洞結節機能および房室結節機能は術後に改

善を示す傾向にあったが，心拍数を含む外的影響も考
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慮する必要があると思われた．④右心系の量負荷は洞

結節および房室結節の機能低下を及ぼす要因の1つで

あると推定された．

123．巨大冠動脈瘤を伴った川崎病患児の運動負荷心

電図所見と幼児施行にあたっての工夫

　　　（榊原記念）

　　　　　　村上　保夫，森　　克彦，三森　重和

　巨大な冠動脈瘤を伴った川崎病患児9名に13回の運

動負荷心電図検査を施行した．

　2歳の幼児2例にはトレッドミルは困難でホルター

心電図装置をリュックに入れ背おわせ運動させた．ト

レッドミルテストでも二三の工夫で3歳男児にも施行

できた．

　今回の運動負荷心電図所見に限って言えぽ陽性所見

は少なく，拡大性病変を持つ患児の心機能は比較的良

く保たれていると考えられる．

125）断層心エコー検査による川崎病冠動脈瘤の診断

における問題について

　　　（明和）

　　　　　　児嶋　茂男，吉本　智子，播磨　良一

　　　　　　　　（阪大）小川　　實，藪内　百治

　　　　　　　　（桜橋渡辺病院心外）酒井　　敬

　川崎病冠動脈瘤44例の断層心エコーと冠動脈造影所

見を検討した．正常健常児100例について断層心エコー

で冠動脈の描出を試みた．以上より，川崎病患児に断

層心エコー検査を行う上での注意として，左冠動脈起

始部は乳児で10mm，幼児で15mm，年長児で20mmの

描出を，右冠動脈起始部は10～20mmの描出を試みる

必要がある．又，壁エコーの性状や，内腔の所見にも

注意すべきで，我々は狭窄閉塞の2症例に断層心エ

コー 上の異常を認めた．

126）断層心エコー図による冠動脈径計測に関する実

験的考察一ファントムモデル及び摘出動物心を用いて

　　　（神戸中央市民循環器セソター）

　　　　　　　　　　　　山川　　勝，深谷　　隆

　　　　　　　　　　　　冨田　安彦，馬場　國蔵

　ファントム及び摘出ブタ心を用いた実験の結果，断

層心エコー図による冠動脈径計測には次の様な問題点

があると思われた．

　1）断層図上の冠動脈内径（TE－TE）は，装置の特性，

周波数，ゲイン等の影響が大きく，又殆ど常に実測値

より小さい値を示した．

　2）断層図上，前壁前端より後壁前端まで（LE・LE）
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の計測は，諸条件に関らず，常に実測値に近い値が得

られたが，臨床例では，前壁前端エコーの同定が困難

であると思われた．

127）心エコー図による冠動脈径の定量的計測の可能

性一心エコー図と冠動脈影像との対比一

　　　　　　　（福島医療生協わたり）北條　　徹

　　　　　（国立循環器）新垣　義夫，中谷　茂和

　　　　　　　　　　　　鈴木　淳子，神谷　哲郎

　川崎病既住歴をもつ小児204例について，造影上障害

のみられない左右冠動脈の径を計測した．冠動脈径は

体表面積とよく一次回帰された．体表面積階級別の冠

動脈径の正常上限の値を示した．

　40例の川崎病既往児について，左右冠動脈径の造影

上の計測値とエコーによる計測値とを比較した．エ

コーは，正常値について若干underestimateする傾向

があるものの，使用に耐えると判断された．

128）川崎病患児における冠動脈造影中の心電図変化

　　　　　　（三菱京都）上田　　忠，森　　洋一

　　　　　　　　（京大）西岡　研哉，三河　春樹

　　　　　　　　　　　　　　　　Doris　Mendoza

　川崎病の患児20例において，選択的冠動脈造影中の

心電図変化と冠動脈造影所見との関連について検討し

た．冠動脈造影所見として正常7例，軽度拡大7例，

動脈瘤3例の17例では，左冠動脈造影中には，QRS軸

が左へ，右冠動脈造影中には，QRS軸が右へ変化した．

狭窄性病変や副血行を有する3例では，QRSの軸変位

のパターンが異ってあらわれた．冠動脈造影中の心電

図は，川崎病の冠動脈病変の評価の助けになると考え

られる．

129）薬物負荷に対するMCLS冠状動脈の反応

　　　（群馬県立小児）

　　　　　　小野　真康，曽根　克彦，鈴木　　隆

　川崎病血管炎後の冠動脈および冠動脈瘤における血

管拡張剤による冠血管拡張能について検討した．血管

拡張剤としてTolazoline，　Prostaglandin　E1および

Dipyridamoleを使用して冠動脈内に注入し，注入前

後の冠血管径を測定した．結果，Prostaglandin　E1お

よびDipyridamole負荷に対しては冠血管拡張が認め

られたが，Tolazoline負荷にては有意な拡張が認めら

れなかった．また冠動脈瘤においては前後・中間部い

ずれも拡張能を認めなかった．

130）ジピリダモール負荷冠動脈造影の検討

　　　（名古屋第2赤十字心外）

　　　　　　　　　　　　細川　秀一，彦坂　　博
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　　　（同　小児科）

　　　　　　吉野　正拡，早河　秀治，加藤　友義

　ジピリダモール負荷冠動造影（DCAG）について検

討した．D・CAGの冠血管拡張作用は，冠動脈より冠静

脈の方が大であり異常冠動脈の拡大率は低下してい

た．狭窄性病変を有する冠1血管においては，冠動静脈

相における血流分布の不均等が認められ，D一負荷によ

るCo－lateralの増加，　coronary　steal現象に基づくも

のと考えられた．D一負荷によりECG上虚血性変化を

認めるものがあり狭窄性病変の把握に有用であると考

えられた．

131）川崎病における超音波心断層法による左室局所

収縮異常の定量的評価

　　　　　　（京府医大）高　　永換，中川　雅生

　　　　　　　　　　　　林鐘声，清沢伸幸

　2・Dechoを用いて，乳頭筋レベルでの左室短軸断面

像より左室局所収縮異常の定量的評価を行なった．正

常小児10例と冠動脈に狭窄性病変を有する川崎病既往

児10例と比較し，CAGによる冠動脈狭窄部位との相関

性をみると，10例中4例において，CAGに一致して，

局所の収縮異常を認めた．又，左室造影像に比較して

も，10例中7例で，ほぼ一致した所見が得られた．

132）川崎病におけるタリウム心筋Single　Photon

Emission　Computed　Tomography（SPECT）の有用

性

　　　（愛媛大）

　　　　　　新野　正治，青井　　努，松浦　俊人

　　　　　　石川　純一，加賀田典孝，宮崎　正章

　　　　　　松田　　博

　　　　　　（愛媛県立今治放射線科）望月　輝一

　　　（愛媛県立今治小児科）

　　　　　　　　　　　　吉田　和弘，渡部　雅愛

　川崎病における冠動脈の狭窄性病変の診断には現

在，選択的冠動脈造影（CAG）が最も確実な方法であ

る．非観血的には心筋シンチが有用である．今回心筋

シンチの内，従来よりのPlanar法とともにSPECT

を用いてCAGと比較した．　Planar法ではsensitivity

38％，specificity　100％，　accuracy84％，又SPECTで

はsensitivity　88％specificitylOO％，　accuracy　97％で

あった．SPECTがPlanar法より明瞭に虚血部位が描

出でき有用であることを認めた．

133）川崎病罹患児にみられる大動脈弁閉鎖不全

　　　（静岡県立こども）中野　博行，野島　恵子

　　　　　　　　　　　　斉藤　彰博，上田　　憲
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　川崎病の心血管系合併症として冠動脈瘤と僧帽弁閉

鎖不全が注目され，大動脈弁閉鎖不全は稀とされてき

た．しかし，われわれの経験では132例の大動脈造影中

15例にこの合併症が認められ，必ずしも稀なものとは

思われない．川崎病罹患児の心精査を行う上で，アン

ジオを行う際には大動脈造影を追加することが望まし

い．また，非侵襲的には超音波ドプラ血流計を用いて

大動脈弁逆流をチェックしておく必要があると思われ

る．

134）心筋梗塞及び僧帽弁閉鎖不全をおこした川崎病

児の7年後の経過について

　　　（都立広尾）

　　　　　　住友　直方，伊東　三吾，小林　　弘

　川崎病により急性心筋梗塞及び僧帽弁閉鎖不全をお

こした患児の7年後の経過を示した．僧帽弁閉鎖不全

の程度は軽快し，左室拡張末期圧，右室圧，肺動脈圧

は低下していた．完全閉塞していた右冠動脈は，側副

血行の発達と再疎通がみられたが2°1Tl心筋イメージ

では下壁への血流低下がみられた．今後，冠動脈血流

障害の進行がみられれば，A・Cバイパス手術の適応も

考慮されよう．

135）川崎病冠動脈瘤の退縮と狭窄性病変発生機序の

検討一冠動脈拡張能分析からの推察一

　　　　（神戸中央市民）冨田　安彦，深谷　　隆

　　　　　　　　　　　　山川　　勝，馬場　國蔵

　（1）川崎病冠動脈病変の退縮，残存，狭窄や閉塞の

経過は，急性期病変の強さと発症年齢により規定され

ていた．

　（2）狭窄：閉塞病変の発生には，壁内血栓形成のみ

ならず，急性期高度に破壊された血管壁の修復，癩痕

化の過程が関与していると思われた．

　（3）狭窄性病変予防のための抗血小板，抗血栓剤の

投与は，かなり限界のあるものと思われた．

136）川崎病の冠動脈病変の発生予知とその予防につ

いての検討

　　　（名市大）

　　　　　　岩佐　充二，杉山幸八郎，川瀬　　淳

　　　　　　加藤　敏行，和田　義郎

　　　　　　　　　（名古屋第2日赤）吉野　正拡

　　　　　　　（静岡県西部浜松医療）中野　正大

　判別分析の手法を用い，川崎病発病初期（治療開始

前）の一般検査成績からhigh　risk児を抽出する方法

を検討した．判別式作成に用いた症例は冠動脈造影を

施した79例で，冠動脈病変（＋）群の83％，冠動脈病
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変（一）群の75％が判別された．新らたな症例31例を

用いこの判別式の適中率を検討し，（＋）群の67％，（一）

群の89％が適中した．抽出したhigh　risk児8例にγ

グPブリン大量療法（400mg／kg／day，5日間）を行な

い，冠動脈後遺症を認めなかった．

137．川崎病の冠動脈病変と冠動脈の優位型
（dominance）との関連にっいて

　　　　　　（順天堂大）浅子かつみ，西本啓

　　　　　　　　　　　　岩原　正純，井埜　利博

　川崎病における冠動脈瘤の形成および予後と冠動脈

の優位型との関係について検討した．対象は冠動脈異

常例48例である．その結果正常例での優位型はSR＋

R：B：L＝80：13：7（％）で異常例は94：6：0で

あった．遠隔期に狭窄性病変を認めた18例中16例は右

冠動脈のみの狭窄で，segmental　stenosisが多く，う

ち15例はSR又はR型であった．また再造影で狭窄性

病変へと進展した4例は全てR型であった．

138）内胸動脈一冠動脈バイパス術を併用した重症川

崎病手術の初成功例：術前後シネアンギオグラフィー

の比較

　　　（奈良医大3外）

　　　　　　北村惣一郎，大山　朝賢，河内　寛治

　　　　　　宮城　康夫，森田　隆一，山田　義帰

　　　　　　金　　燗澤，西井　　勤，小林　修一

　川崎病冠動脈狭窄，閉塞に対する小児バイパス手術

（ACBG）では大伏在静脈グラフト（SVG）が用いられ

て来た．しかし非成長性で変性を受けやすいSVGの

遠隔期閉塞率は高いことが明らかとなって来ている．

この欠点を克服する可能性のある成長性の“生きた”

内胸動脈グラフト（IMA）の使用を提唱して来たが，

今回6歳男児例に用い成功した．本例ではIMA・LAD，

SVG4PD，僧帽弁置換術を同時施行した．本例はIMA

使用の小児ACBGの初成功例である．

139．川崎病冠状動脈狭窄に対する外科治療

　　　（東女医大第2病院心外）

　　　　　　竹内　靖夫，須磨　幸蔵井上　健治

　　　　　　城間　賢二，小山　雄次，成味　　純

　　　　　　西山　清敬，山田　昌樹

　　　　　　　　　　　（同　小児科）草川　三治

　川崎病で慢性期に冠状動脈の狭窄病変を有する9症

例に大動脈冠状動脈バイパス手術を施行した．手術は

全例順調で，術後1ヵ月のグラフト造影では開存率

86％の結果を得た．これらの症例の2～3年後に再グ

ラフト造影術後5～9年にX線CT，タリウム及びテ
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クネシウム心筋シンチの諸検査をおこない，心機能の

分析を試みたので報告した．

140）川崎病（MCLS）に起因する両側腸骨動脈瘤の

1手術治験例

　　　（国立循環器病心外）

　　　　　　安藤　太三，中島　伸之，上村　重明

　　　　　　内藤　泰顕，藤田　　毅

　　　（同　小児科）

　　　　　　中島　　徹，鈴木　淳子，神谷　哲郎

　3歳の男児で川崎病に起因する巨大な両側腸骨動脈

瘤に対して，破裂予防のため外科治療を施行した．手

術は瘤を摘除し，10mmと6mmの人工血管にてY字

型として人工血管置換術を施行した．術後経過は良好

であった．本手術報告例は今だなく，成長とともに今

後注意深く経過観察して行きたい．

141）BWG症候群に生じたMCLS冠動脈病変

　　　　　　　　（北大）清水　　隆，太田八千雄

　　　　　　　　　　　　長谷　直樹，浜田　　勇

　2歳1ヵ月，女児．1歳4ヵ月時MCLSに罹患，そ

の際の心エコー検査にて左右冠動脈の拡張と左冠動脈

の肺動脈起始を認めた．9ヵ月後の心カテ検査にて

BWG症候群を確診したがその際の心エコー検査では

冠動脈の拡張を認めなかった．BWG症候群の冠動脈

の生理的・解剖的特異性のため，従来のMCLS冠動脈

病変発生機序の仮説が当てはまらない点が多く認めら

れた．

142）川崎病生検心筋の電子顕微鏡学的検討一とくに

左室駆出率および左室壁運動異常との関係について一

　　　　　　（滋賀医大）藤関　義樹，島田　司己

　　　　　　　　　　（同　放射線科）川西　克幸

　川崎病生検心筋の電顕所見を検討した．心筋細胞に

は核変化，筋原線維の錯綜配列，断裂，粗しょう化，

Membrane－bound　vacuoleの出現，筋小胞体の拡大，

ミトコンドリオームス，開大板の開大，Myelin丘gure

等の変性像が認められた．これらの所見をBaandrup

らの方法により半定量化すると左室駆出率とよい相関

を有していたが，壁運動異常とは関係なかった．心内

膜心筋生検は本疾患の重症度や予後の判定に有効と考

えられた．

143）先天性心疾患乳児の体重増加曲線の意義

（兵庫県立こども）鄭　　輝男，三戸

（同　胸外）

　　今井　雅尚，大橋　秀隆，細川

　　橘　　秀夫，山口　眞弘

壽

裕平
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　先天性心疾患の乳児369名を対象に，体重増加曲線よ

り重症度と治療指針を検討した．6ヵ月時体重3％ile

以下群の総数は88名で，肺血流増加群が多かった．

VSDでpH（＋）例では6ヵ月以後も体重増加不良だ

が，pH（一）でQP／QS　3以下の症例では体重増加良

好となる例が多かった．CoA　complexでは3ヵ月時よ

り既に体重増加3％ile以下であるのが特徴であり，

TGA　I型ではmixing不良例で体重増加不良であっ
た．

144）先天性心臓病児の知的能力に関する研究

　　　　　　　（筑波大心身障害学系）小畑　文也

　　　　　　　　（筑波大臨床医学系）佐藤　秀郎

　　　　　　　　（神奈川県立こども）宝田　正志

　　　　　　　　（筑波大臨床医学系）前田　　肇

　　　　　　　（筑波大心身障害学系）長畑　正道

　CHD児の知的能力の実態とそれに影響を及ぼすと

思われる諸要因との関連を検討するためにコロンビア

知的能力検査を中心とする調査を実施した．対象と

なったCHD42名の平均年齢偏差得点は102．14であ

り，CHD児全体としては知的能力に遅れはないこと

が明らかになった．しかしチアノーゼのあるCHD児

の平均年齢偏差得点はそうでないものと比して有意に

低く，知的問題をもち易い傾向にあることが示唆され

た．

145）先天性心疾患児の精神発達に関する研究（2）

　　　　　　　　（東女医大看護短大）長谷川　浩

　　　（同　心研）

　　　　　　高尾　篤良，寺井　　勝，安藤　正彦

　　　　　　　　（文教大人間科学部）岡堂　哲雄

　vsp，　AsD，　ToFその他の先天性心疾患児116名の

IQ，疾患重症度，養育過程の問題点，学校生活への適

応を調査した．WISCR知能検査と郵送アンケート法

を用いた．TOFに低IQの患児が目立った．手術後に

は平均11．1のIQ上昇が見られた．養育問題の少ない

者は高IQ，多い者は低IQの傾向があり，前者で軽症

の者は学校生活への適応は良く，後者で重症の者は適

応不良の傾向が見られた．

146）学童心臓検診で発見された心室性期外収縮の運

動負荷心電図変化について

　　　　（金沢医大）

　　　　（東京都予防医学協会小児心臓相談室）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅井　利夫

　　　　（東京都予防医学協会）

　　　　　　　　　　　　菊地ゆかり，小野川　尊

日本小児循環器学会雑誌　第1巻　第1号

　　　　　　　　　　　　浦　　　清，山内　邦昭

　学童心臓検診で発見された心室性期外収縮441名に

ついて，負荷後の出現パターン，出現頻度，再出現し

た時間など検討した．その結果負荷直後から出現した

児が19。3％再出現した児が52．2％消失した児が28．5％

で頻度の増加した児が小学生で14，1％中学生で30．3％

みられた．再出現の時間は負荷後30秒後が最も多かっ

た．負荷後心室性期外収縮の頻度が増加する児は全く

運動制限が必要ないのか問題になるのではないかと思

われた．

147）学校保健における血圧検診の方法とその問題点

について

　　　（東女医大第2病院）

　　　　　　伊川あけみ，深田　智子，塩田　康夫

　　　　　　村田　光範，草川　三治

　　　　　　（東京都江戸川区医師会）伊谷　昭幸

　　　　　　　（千葉県習志野医師会）稲葉美佐子

　　　（東京都予防医学協会）

　　　　　　　　　　　　浦　　　清，山内　邦昭

　従来学校保健での血圧検診のシステム化について報

告して来たが，今回は，自動血圧計（BP－103N）と小

型コンピュータを結合し，データの自動記録を試みた．

また，高校生を対象に健康教育の目的で，日本心臓財

団編集の「高血圧はなぜ体に悪いのか」を配布し，そ

れに対するアンケート調査を行った．その結果，高校

生の血圧に対する関心は薄く啓蒙のためにはなお一層

の工夫が必要であると感じた．

148）心カテーテル検査1，000例の経験

　　　（静岡県立こども）中野　博行，野島　恵子

　　　　　　　　　　　　斉藤　彰博，上田　　憲

　静岡県立こども病院循環器科では昭和52年4月の開

院以来昭和59年1月までの間に1，000例の心カテーテ

ル検査を経験した．この間，昭和55年7月に超音波ド

プラ血流計が導入され，以後の心カテ症例の内容は大

きく変遷してきた．乳児期の重症心疾患の多くは，心

カテを行わないで手術が可能となった．侵襲的検査を

施行する際には，危険性と得られる情報の価値との相

互判断に基づいて決定すべきであると考えられる．

149）大動脈弁上狭窄における体血管床の拡張期コン

プライアンスについて

　　　　　　　　（藤枝市立志太総合）石井　照之

　　　　　　　　（東大）阿波　彰一，菱　　俊雄

　　　　　　　　　　　　　野間清司，片岡　　正

　　　　　　　　　　　　（東大分院）柳川　幸重
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　　　　　　　　　　　（府中恵仁会）岡本　　暁

　　　　　　　　　（都立八王子小児）赤木美智男

　　　　　　　　　　　　（焼津市立）賀藤　　均

　　　　　　　　　　　　（遠州総合）脇田　　傑

　　　　　　　　　　　　（太田総合）於保　信一

　ウインドケッセル型力学的モデルを用いて大動脈弁

上狭窄の拡張期コンプライアンス（Td）を調べた．対

象は7例で，TdはO．64±0．19（1SD）secと小さかっ

た．Td値と重症度との相関は無かった．従ってSVAS

の体動脈系はless　distensibleであることが示唆され

た．

150）Poststenotic　dilatatio皿の発生機序の解析

　　　　　（北里大胸外）半谷　静雄，石原　　昭

　心血管の狭窄よりも下流側に生じるpoststenotic

dilatation（PSD）の成因としてはM．　Roachの“乱流

説”が有名である．しかし，今回我々はカテ先電磁流

速・圧力計による肺動脈弁狭窄症例の主肺動脈内の血

流解析と右室造影所見から以下の結論を得た．

　肺動脈弁狭窄では，弁狭窄直後のPSDの他に，主動

脈後上部にもポーチ状のPSDが生じる．そして，この

PSDの発生には乱流よりも，　jet流や過流等の異常血

流がより大きく関与するものと思われる．

151）圧力損失係数による狭窄の評価法

　　　（北里大胸外）

　　　　　　渡辺　龍彦，半谷　静雄，石原　　昭

　　　　　　　　（東女医大第2病院）西山　清敬

　我々は従来血液を加味した“圧力損失係数”（λ）を

用いて狭窄の評価を行って来たが今回12例のPS症例

に薬剤を負荷し，その有用性・妥当性を確認した．カ

テ先電磁流速・圧力計による薬剤負荷前後の右室流出

路流速・圧と主肺動脈内圧の同時測定よりピーク圧較

差は39±33．3mmHgから63±48．6mmHgに，流速も

102±29．7cm／secから142±37．8cm／secに増大した

が“λ”は12±14．4から12±14．3とほぼ一定値を示し

た．以上より“λ”は流速に左右されない優れた指標で

あることが証明された．

152）大動脈弁上狭窄のPressllre－strain　elastic

ModUlus（Ep）による検討

（東大）

　　阿波

　　片岡

（焼津市立総合）賀藤　　均

彰一，菱　　俊雄，野間　清司

　正，於保　信一

　　　　（同　分院）柳川　幸重

（府中恵仁会病院）岡本　　暁
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　（都立八王子小児）赤木美智男

（市立藤枝志太総合）脇田　　傑

今回，我々は血管壁の力学的係数の1つである，Epを

測定し，大動脈脈弁上狭窄（SAS）では，コソトロー

ル群に比し，有意に高値を示し，かつ，年齢との相関

を認めなかった．このことから，SASでは年齢による

動脈壁の変化に比し，より大きな組織生化学的変化を

有することが示唆され，そして，SASの動脈壁は，び

まん性に，Extensibilityが低下していることが証明さ

れた．

153）酸素負荷，トラゾリン負荷前後の肺血管床の生

理学的特性の変動

　　　　　　（国立小児）高野　良裕永沼万寿喜

　　　　　　　　　　　　小池　一行，細野　稔彦

　肺高血圧を伴う先天性心疾患8例につき，純酸素，

トラゾリン負荷の肺動脈圧曲線より負荷前後での肺血

管床の拡張期定数の変動を検討した．Eisenmenger　2

例と術後肺高血圧が残存したASD・PH例では，負荷

後拡張期時定数は高値のままで，他の5例は負荷後低

値となった．肺血管床の反応性の定性的評価は，この

指標を使用すると純酸素負荷テストにて可能と考えら

れた．

154）カテ先電磁流速トランスジューサーによる右室

一肺動脈断面積変化のmappingの試み

　　　　　　　　　　　（名大第2外）守屋　斗人

　　　　　　　　　　　（北里大胸外）半谷　静雄

　狭窄の形態の把握はあくまでも3次元的に行う必要

がある．そこで我々は，肺動脈弁狭窄症例を対象に，

カテ先電磁流速トラソスジューサーを肺動脈から引き

抜いて得られる引き抜き流速波形を用いて，右室一肺動

脈断面積変化のmappingを試み，その信頼性を流体力

学面より検討した．その結果，流速変化に基づく断面

積変化のmappingは，狭窄の程度を3次元的に把握で

きる有用な方法であることが確認できた．

155）健康小児における心筋内興奮伝導速度の体表面

電位図と心エコー図による検討

　　　（島根医大中央検査部）

　　　　　　　　　　　　木島　良民，遠藤　治郎

　　　（同　小児科）

　　　　　　山田　　暢，渡辺　弘司，斉藤　正一

　　　　　　羽根田紀幸，揖野　恭久，西尾　利一

　　　　　　森　　忠三

　6～13歳の健康小児174名を対象として，心エコー図
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と体表面電位図から得られた心室中隔壁厚と
Ventricular　activation　timeをもとに，経壁性興奮伝

導速度指数（TCVI）を求めた．左室壁と心室中隔壁厚

がほぼ同じ例では，いずれの年齢群でも壁厚（X）の増

加に伴いTCVI（y）も増加し，両者間には正相関がみ

られた（6～13歳：y＝325x十〇．56，　r＝0．75）．健康

小児においては，壁肥厚が興奮伝導速度の増加の要因

となっていることが示唆された．

156）体表面電位図による先天性心疾患の左軸分類

（心表面心電図との対比を中心に）

　　　　（東女医大心研）高橋　良明，相羽　　純

　　　　　　　　　　　　高見沢邦武，高尾　篤良

　　　（同　外科）

　　　　　　黒沢　博身，高梨　吉則，今井　康晴

　　　　　　　　　　　　（胸部外科）河村　剛史

　左軸を呈する先天性心疾患を体表面電位図と心表面

心電図を用いて以下の5群に分類した．1）左脚後枝伝

導時間短縮群（ECD，　VSD，　d－TGA）2）左脚前枝ブ

Pック群（LADC　CRBBB）3）心室の容積および位置

異常群（TA．　Criss　Cross．）4）異常刺激伝導群（1－

TGA）5）心室肥大随伴群（SRV．　CoA．1・TGA）．つ

まり，先天性心疾患の左軸偏位は，右脚，左脚前枝，

左脚後枝の伝導時間の相対的差異と局所の心筋重量に

より決定されると考えられた．

157）単心室における体表面電位図

　　　　（国立循環器病）龍神　美穂，杉山はつみ

　　　　　　　　　　　　高橋　長裕，神谷　哲郎

　体表面電位図を単心室7例に施行し，そのパタンを

分析，電位図の型分類を行い，形態学的分類結果と対

比した．電位図は1－III型に分類され，それぞれ形態学

的分類結果にもよく一致がみられた．またUCG，心カ

テで知り得ない，刺激伝導系の解剖学的位置をも推測

することが可能であると考えられた．

158）小児ベクトル心電図両室肥大所見の検討

　　　　　　　　　（都立八王子小児）吉武　克宏

　　　（国立小児）

　　　　　　永沼万寿喜，小池　一行，高野　良裕

　VSD　70例を対象にベクトル心電図（VCG）の両室肥

大所見を検討した．VCGの両室肥大は既に発表した右

室肥大及び左室肥大の両所見を同時に有するか，また

はQz＋Rzが高値を示すものとした．Qp／Qs≧2．oかつ

Pp／Ps＞0．5及び1．5≦Qp／Qs＜2．0，　Pp／Ps≧0．5の群

で高率に肥大所見を呈し，VCGはVSDの血行動態を

良く反映すると思われた．ECGと比較すると両者とも
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類似した傾向を示し，双方とも共通の現象を別の角度

から見ているといえる．

159）小児期における心室性副収縮一ボルター心電図

所見を加えた検討一

　　　　　　　　　　　　（藤沢市民）牧　　隆敏

　　　（横浜市大）

　　　　　　新村　一郎，真下　和宏，斉木　和夫

　　　　　　真部　秀治，戸塚　武和，横山　修三

　　　　　　原口　寿夫

　64例の基礎疾患をもたない心室性副収縮について検

討した．起源部位は左室前枝領域61％，右室28％，左

室後枝領域11％の順であった．洞調律が日内変動を示

すのに対して，心室性副収縮出現頻度では日内変動は

少なかった．inter－ectopic　intervalは覚醒時

840～2，000（11．64±292）msecであり，入眠時は全例

延長している．1～9年間の経過観察中危険な不整脈

の出現はみられなかったが，なお症例を加えて検討す

る必要があると思われた．

160）正常新生児心電図各波形計測値について一経時

的研究（第4報）

　　　（金沢医大）

　　　　　　：豊田　貢一，粟倉　　眞，森田　正人

　　　　　　舘　　慶三，浅井　利夫

　これまでに正常新生児の心電図計測値について，断

面的な検討を行って，報告したが，今回は同一症例で

日齢3，5，7日の心電図を記録し，断面的検討結果と

比較した．結果①平均QRS電気軸は断面的成績と同

様低値であった．②SViとSV、の深さのパターソが日

齢3日，5日で逆転していた．③今回の計測値は断面的

研究成績より，R波，　S波，　T波高などにおいて低値で

あった．以上の2つの異なりの原因は対象の体重によ

ると推論された．

161）右室負荷群における心室内興奮伝導速度に関す

る検討

　　　　　　　（岐阜大）杉山はつみ，折居　忠夫

　　　（国立循環器病）

　　　　　　龍神　美穂，新垣　義夫，神谷　哲郎

　ファロー四徴，ASD，　MCLS各8例，計24例につい

て心カテーテル，心エコー図，体表面電位図を行ない，

各々により得られた指標につき，右室の興奮伝達の問

題を中心に検討した．指標の一つ，VAT－S／右室自由壁

厚（velocity　index）と右室自由壁厚の間には相関が認

められた．このことより，壁内の興奮伝達速度は，壁

厚が増すほど速くなることが示唆された．
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162）先天心疾患における中隔の廻転と心電図波形の

関係について

　　　　　　阿波　彰一，菱　　俊雄，野間　清司

　　　　　　片岡　　正，柳川　幸重，岡本　　暁

　　　　　　赤木美智男，賀藤　　均，石井　照之

　　　　　　於保　信一

　　　（東大），（同　分院），（焼律市立），（藤枝市立），

　　　（群山太田総合），（府中小児）

　VSD（1），　VSD（II），　VSD（II）十TCRV，　ASD，

PS，　T／Fについて心血管造影フイルムより中隔の時

計乃至反時計方向廻転と心電図胸部誘導右側T波の

陽性化やirbbb　patternの有無の関係を調べた．　T陽

性化は中隔ひいては心全体の廻転（時計方向）と，又

R／SinV，も時計方向廻転と関係が深い事か示唆され

た．又それは中等症以下のPS，　VSD（1），　TCRV＋

VSD（II）に多々みられる事がわかった．心電図胸部誘

導patternの一部は中隔の廻転による．

163）筋ジストロフィー症の心電図R・R時間の時系

列分析

　　　（徳大）

　　　　　　植田　秀信，宮内　吉男，佐藤　　登

　　　　　　中津　忠則，松岡　　優，宮尾　益英

　Duchenne型筋ジストPtフィー症（DMP）のR・R時

間の変動係数（CV）は，正常対照に比し有意に小さかっ

た．しかし，その分布状態を検討すると，正常対照の

分布を明らかに逸脱する例は認められなかった．R－R

時間のパワースペクトルパターンにおいても，副交感

神経ブロック時に観察される特有の所見を認めなかっ

た．したがって，DMPにおける頻拍は副交感神経の異

常に起因するものではなく，他にその原因を求めるの

が適当であると考えられた．

164）心エコー図による肥満学童の左心機能

　　　（山口大）

　　　　　　金子　博志，木畑　和正，桑野　　聡

　6～15歳の肥満学童140名を対象とし，正常学童102

名をコソトPt一ルとして，心エコー図を用いて左室各

部の計測を行ない．高度肥満児では，心筋の肥厚を認

めた．その原因究明のため，心拍量，心仕事量を算出

し検討したが，有意の差はなかった．左室壁の著明に

厚い肥満児を選んで検討すると，この群では左室コン

プライアンスの低下，心拍出量の低下が予想されるも

のがあった．

165）肥満児の運動能と最大運動負荷後の左室機能に

ついて

123－（123）

　　　（日本医大）

　　　　　　二宮　恵子，斉藤　正敏，手代木　正

　肥満児13名にScheffield　programによるTredmill

Stress　testを施行し，非肥満児と比較した．　Endurance

timeは高度肥満（肥満度84％，101％）のみ著明に短縮

し，ST，　T波の変化を認め，最大酸素消費量，最大運

動負荷時PRPも低下していた．各stageにおける心

拍数，酸素消費量は，肥満児と非肥満児に差を認めず，

収縮期血圧，PRPは肥満児の方が高い傾向にあった．

負荷前及中止後左室駆出率は，肥満児の方が低い傾向

にあった．

166）心不全乳児におけるDigoxin血中濃度と左心

機能の相関

　　　（慈恵医大）

　　　　　　的場　雅子，小川　　潔，野中　善治

　　　　（埼玉県立小児）浜田　朗生，加藤　克治

　　　　　　　　　　　　簡　　瑞祥，森　　　彪

　うっ血性心不全をともなう心室中隔欠損孔児11例に

対しDigoxinを経口的に投与し，血中濃度上昇を伴う

左心機能の変化をMモード心エコーを用いて検討し

た．Digoxin内服を開始することによりLVEF，　mVcf

は急速に増加し，投葉開始前のEF　mVcfが低値を示

すものほどその増加率は大であった．Digoxin血中濃

度が0．7～1．Ong／mlのレベルに達するとLVEF，

mVcfの増加はストップし，それ以上血中濃度が上昇

しても変化は認められなかった．

167）心断層エコー図による心室中隔欠損における右

室圧負荷の評価

　　　（北里大）

　　　　　　三沢　仁司，平石　　聰，高梨　　栄

　　　　　　縣　陽太郎，八代　公夫

　心室中隔欠損において心断層エコー図・左室短軸像

の心室中隔形態を心室中隔曲率半径より分析し，右室

圧の定量的評価について検討した．心室中隔曲率半径

の標準化には体表面積を用いた．かかる標準化心室中

隔曲率半径と右室圧／左室圧比との間には収縮末期お

よび拡張未期ともに良好な正の相関を認め，特に収縮

末期において右左心室圧隔差と強い関連性を認めた．

本指標は右室圧の定性的および半定量的評価に有用で

あることが示唆された．

168）冠状静脈洞型心房中隔欠損の超音波心断層像

　　　（滋賀医大）

　　　　　　藤関　義樹，西藤　誠子，田中　正樹

　　　　　　相模龍太郎，島田　司己
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　冠状静脈洞型心房中隔欠損は心房中隔欠損の中で最

も稀れなもので，超音波心断層所見の報告はまだない．

Parasternal　four　chamber　viewを得たのち，探触子

を徐々に時計回転させ，わずかに右に傾きを変えると

ほぼ左房が消失する位置で右房と左室に狭まれた冠静

脈洞欠損孔をとらえることが可能であった．左上大静

脈遣残がコントラストエコーで否定された場合冠状静

脈開口部が5mm以上のときは，本疾患を考える必要

がある．

169）漏斗部心室中隔欠損症の心エコー図所見一右冠

尖逸脱に関する検討一

　　　（東女医大心研）

　　　　　　森一博，里見元義遠山歓
　　　　　　小西　貴幸，安藤美智子，富松　宏文

　　　　　　中村　憲司，高尾　篤良

　漏斗部心室中隔欠損症72例の断層心エコー図（2DE）

およびMモード心エコー図を検討した．2DE上，左室

長軸方向での右冠尖の突出度，大動脈短軸方向での右

冠尖の占める面積比，Mモードでの右冠尖の突出度を

計測し，各indexが夫々，0．2，0．5，0．4以上の場合に

は，容易にprospectiveに右冠尖逸脱の正しい診断が

可能であった．これらのindexを満たさなくとも，形

状のみから明らかに右冠尖逸脱を診断し得た例もあっ

た．

170）小児における心エコー図による下大静脈径計測

　　　（鳥取大）

　　　　　　星加　忠孝，奈良井　栄，白石　真博

　　　　　　大石　一康，清水　秀二

　心エコー図により小児の下大静脈径を計測し，臨床

的意義を検討した．健康小児の下大静脈径は，体表面

積とよく相関した．IVCDA＝12．OBSA°・91（r＝0．91），

またIVCDA／BSAは12．4±1．9で小児期全般を通じて

一定であった．ASD，肺高血圧症を合併した左心系容

積負荷群，PPS，　TAでは下大静脈径が増大していた．

急性糸球体腎炎乏尿期に増大し，回復期には正常範囲

に復帰していた．著明な右心不全では，下大静脈拍動

が消失していた．

171）胎児心エコー図により出生前発見された心疾患

のフオローアツプ

　　　（久留米大）

　　　　　　平田　克彦，吉岡　史夫，武知　哲久

　　　　　　三ケ島尊利，横地　一興，加藤　裕久

　　　　（同　産婦人科）松永　隆元，浜田　悌二

　われわれは胎児心エコー図にて先天性心奇形6例，
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胎児不整脈7例の出生前診断を行った．（DORV　3例，

僧帽弁閉鎖1例，心内膜床欠損2例，房室ブロック4

例，洞房ブロック1例，心房粗動1例，心房細動1例）

うち5例が救命しえた．心房粗動に対してはジゴキシ

ンによる子宮内治療が有効であった．胎児の房室ブ

ロック4例のうち3例に心奇形を伴っており，また2

例はペースメーカー植込で救命しえた．胎児心エコー

図により胎児心不全の状態を経時的に観察しえた．

172）実時間二次元ドプラ血流映像法による小児右房

内血流の検討

　　　（神戸市立中央市民）

　　　　　　　　　　　　深谷　　隆，馬場　國蔵

　　　　　　　　　　　　冨田　安彦，山川　　勝

　　　　　　　　　（循環器センター）吉川　純一

　実時間二次元ドプラ血流映像法を用いて，有意な心

疾患の認められない小児8例の右房内血流を検討し

た．収縮早期には三尖弁から遠ざかる血流が認められ，

三尖弁閉鎖によると考えられた．収縮中期から後期に

は，流入血は頭側背方から心房中隔沿いに流入し，前

外方を足方へ回転しつ充満すると考えられた．収縮未

期に三尖弁から遠ざかる血流が認められた症例もあ

り，三尖弁逆流との鑑別が重要であると思われ，今後

の検討が必要である．

173）超音波パルス・ドプラー法による心・大血管内

血流速度の測定一力テ先端型電磁流量計との比較検討

　　　（浜松医大）

　　　　　　石沢　　瞭，西田　光宏，小林　　順

　　　　　　二宮　俊行，伊熊　正光

　超音波パルス・ドプラー法（PDE）とカテ先電磁流

速計を用いて各種心疾患23例の主肺動脈（MPA）右室

流出路（RVO），上行大動脈（AAO）内の血流速度を

測定し比較検討した．MPAではR＝O．83，　Y＝1．68

X－25，（X：PDE，　Y：カテ先プローブ）でありPDE

による流速は低く血流速が増すほどその傾向が強かっ

た．RVOでは両者に相関はなくPDEで低値であっ

た．AAOではR＝0．83，　Y＝1．13X＋23であり比較的

よく一致した．

174）リアル・タイムニ次元ドプラ血流映像法の小児

期心疾患診断への応用

　　　（国立循環器病）

　　　　　　新垣　義夫，富田　　英，竹内　則夫

　　　　　　中谷　茂和，神谷　哲郎

　小児期心疾患を有する110例を対象にリアルタイム
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二次元ドプラ血流映像法の有用性について検討した．

本法を用いると短絡血流・逆流血流の検出が容易であ

り，断層心エコー図と比較することにより短絡あるい

は逆流部位の判定が正確に行えた．また，心・大血管

内の主要血流分布や主要血流方向の判定が容易であ

り，房室弁のStraddlingの診断やドプラ法による圧差

測定時の超音波ビーム方向の選定にも有用であった．

175）未熟児の心内血流動態評価におけるドップラ断

層の診断的意義

　　　（埼玉医大未熟児センター）

　　　　　　　　　　　　七五三秀昭，宮路　　太

　　　　　　（同　1外）許　　俊鋭，尾本　良三

　　　　　（同　小児科）高索　映子，小林　俊樹

　未熟児の心内血流動態におけるドップラ断層の診断

的意義の検討を目的とする．過去4ヵ月間に当セン

ターに入院し，胸骨左縁に収縮期又は連続性雑音を聴

取し，bounding　pulseを触知した17例で，6例に

PDA，9例にPFO，1例にASDの左右シャント血流
をドップラ断層により検出することができた．結論：

①未熟児PDAの有用な確定手段と思われた．②一部

の未熟児にPFOを通る左右シャント血流が見出され
た．

176．動脈管開存症における非観血的肺体血流比の測

定一パルスドプラ法による検討一

　　　（宮崎医大）

　　　　　　松岡　裕二，先成　英一，沖島　寛洋

　　　　　　鈴宮　寛子，西口　俊裕，早川　国男

　動脈管開存症（PDA）11例を対象として，パルスド

プラ法で肺体血流比（Qp／Qs）を算出した．肺血流量

は上行大動脈で，体血流量は右室流出路で，それぞれ

の平均血流速度と断面積を乗じることで求めた．PDA

の上行大動脈内の最大および平均流速はコントロール

に比し著明に増大していたがFick法で求めたQp／Qs

との間には相関は認められなかった．ドプラ法で求め

たQp／QsとFick法で求めたQp／Qsの間には，　r＝

O．75の正相関があり，Y＝0．24X＋1．31の回帰式が得

られた．しかしドプラ法ではFick法に比し過大評価

の傾向にあった．

177）心腔内リアルタイム血流映像法（ドップラ断層）

によるASD・VSDにおける心内短絡血流の非侵襲

的・定量的評価．

　　　（埼玉医大）

　　　　　　高索　映子，小林　俊樹，前田　和一

　　　　　　（同　1外）許　　俊鋭，尾本　良三
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　本研究の目的は，ASD．VSDにおける心内短絡血流

の，ドップラ断層による定量的評価を試みることであ

る．対象は，ASD　18例，　VSD　8例である．　VTR上

短絡血流が最大となる画面を得，これをトレースして

面積を算定し，体表面積で補正し，最大短絡面積イン

デックス（MSFAI）を求めた．心カテで得られた短絡

率と，MSFAIとの相関を求めた結果，　ASDで相関係

数0．91，VSDで0．84と良好な相関が得られた．

178）完全大血管転換症1型における心房間交通のパ

ルスドプラエコー法による血流分析

　　　（東京女子医大心研）

　　　　　　里見　元義，遠山　　歓，森　　一博

　　　　　　安藤美智子，小西　貴幸，富松　宏文

　　　　　　中沢　　誠，高尾　篤良

　　　　　　　　　　　　（同　内科）中村　憲司

　大血管転換症1型の心房間交通（IAC）部位での血流

分析をパルスドプラエコー法を用いて行なった．その

結果，この部位での血流は主に収縮期の左右短絡（L・

R）と主に拡張期の右左短絡（R－L）とから成っており，

L－RとR・Lの割合は心拍毎に一定ではなく，吸気によ

りR－Lが増強していた．PDAやBlalock－Taussig短

絡術による大血管レベルのL－Rのある場合には，

IACでのL－Rが優位となっていた．

179）超音波パルスドプラ法による完全大血管転位に

おける左右心室流出路血流パタンの検討

　　　（自治医大）

　　　　　　白石裕比湖，倉松　俊弘，中島　裕司

　　　　　　谷野　定之，柳沢　正義

　　　　　　　　　　（同　臨床病理）伊東　紘一

　PDE法を用い，　TGA　I群5例，　II群1例の左右心室

流出路血流パタンの分析を行なった．左右心室のSTI

は，対照群と有意の違いを示したが，TGAの駆出血流

パタンは右室流出路でドーム型，左室流出路で急増漸

減型であり，これは対照群と同様であった．左右心室

の役割が逆転したTGAで，駆出血流パタンが変化し

ない理由は，心室の収縮様式が生後2年程度では変化

しないためと考えられた．

180）複合心奇型における21）・Dopplerの有用性

　　　（自治医大臨床病理生理機能，同　小児科）

　　　　　　伊東　紘一，鈴木　　修，谷野　定之

　　　　　　白石裕比湖，柳沢　正i義

　リアルタイムニ次元ドプラ血流映像法（2D－Dop－

pler）を用いて，2個所以上のレベルで短絡を有する．

あるいは短絡に弁逆流か狭窄を併存する複合心奇型の
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診断能を検討した．対象はECD－4例，　Hypoplastic

LV　syndrome－2例，　ASDあるいはVSDと弁逆流，

狭窄の併存するもの一6例，TAPVC－1例，　DORV

－ 1例，DOLVを伴うTA－1例の合計22例．装置は

AlokaXA　54，　SSD－880．振動子は3．5MHzと5MHz，

ほとんどの異常血液の検出が可能であったがPDAの

検出は困難であった．

181）新生児一過性心筋虚血の1例一タリウム201

心筋シンチグラフィーからみた経過一

　　　　　　　　　　　（足利赤十字）浅石　嵩澄

　　　（都立清瀬小児）

　　　　　　佐藤　正昭，早野　紳哉，石原　　淳

　　　　　　　　　　　　（山梨医大）辻　敦敏

　　　　　　　　　　　　　（慶応大）小佐野　満

　生下時体重3，900gアプガールスコア4点でチア

ノーゼ呼吸困難を主訴とする生後7時間の男児．抗心

不全療法開始し2週齢で臨床症状心拡大肺ウッ血虚血

心電図所見改善す．4日・2・8・16週齢で施行した

心筋シンチは画像上でも相対的心筋内摂取率でも経時

的改善を示し1歳時に正常化した．心電図断層心エ

コー 図から一部左冠動脈支配領域の虚血が示唆され

た．

182）完全大血管転位における心筋イメージング

　　　（国立循環器病）

　　　　　　水戸守寿洋，小野　安生，藤野　宜之

　　　　　　岸田　憲二，越後　茂之，神谷　哲郎

　　　　（同　放射線科）西村　恒彦，小塚　隆弘

　完全大血管転位（以下TGA）の左室圧の評価を心筋

イメージソグを用いて試みた．対象は24例のTGAで

年齢は1ヵ月から3歳10ヵ月，TGA，　IVS　13例，　TGA，

VSD　6例，　TGA，　VSD，　PS　4例，　TGA　PS　1例で

あった．左室圧負荷の高度な例ほど，左室壁の描出は

強く，左室壁と右室壁のタリウム摂取の比は左室圧と

右室圧の比とY＝0．85X＋0．11，　r＝0．91で高い相関を

示した．またTGAで左室圧の低下する推移が心筋イ

メージングで追跡可能と考え本法は有用と考える．

183）修正大血管転換症の興奮伝播過程一心臓核医学

位相解析と体表面，心表面マッピングによる比較検討

（東女医大放射線科）

　近藤　千里，廣江　道昭，日下部きよ子

（同　心研）

　　高橋　良明，相羽　　純，高尾　篤良

　　　　　　　（同　心研外科）今井　康晴

日本小児循環器学会雑誌　第1巻　第1号

　　　　　　　　　　（同　胸部外科）河村　剛史

　修正大血管転換症11例で位相解析と体表面，心表面

マッピングを比較し興奮伝播過程を検討した．9／11例

で両者の結果はよく一致した．3／11例で副伝導路の存

在が推定された．本症の興奮伝播過程は解剖学的左室

側中隔上部に始まり，中隔および解剖学的右室前乳頭

筋付着部位へ広がり心基部へ伝播した．位様解析は刺

戟伝導路の部位的推定を容易にし，電気生理学的検討

と対比して用いる事で有用な情報を提供すると考えら

れた．

184）心電図同期心プールシンチグラムによる小児心

疾患の位相解析一第1報

　　　（慈恵医大）

　　　　　　野中　善治，的場　雅子，小川　　潔

　　　（埼玉県立小児医療）

　　　　　　浜田　朗生，加藤　克治，簡　　端祥

　小児心疾患・正常例計17例を対象とし，心位相解析

を行なった．造影剤は99mTcHSA．心拍数500～700を収

集した．結果．各疾患別に心室の位相上の特色が描け

た．左右短絡疾患では短絡の種類による両心室の反応

態度や術前後の変化．右脚ブロックでは右室位相の遅

れ，WPW例では早期収縮の開始部位等が描けた．本

法は小児を対象としても可能であり小児心疾患の評価

に臨床的に有用性のある検査法と考えられた．

185）先天性心疾患に対する短絡手術後の1）igital

Subtraction　Angiographyの有用性

　　　　　　　　　　（都立広尾心外）東舘　雅文

　経静脈性DSAは，大動脈狭窄症の上行大動脈・下行

大動脈間短絡手術後，ファロー四徴症のBlalock－

Taussig　shunt術後，三尖弁閉鎖症のFontan型手術後

等のくり返して経過観察が必要な症例に対して，心カ

テーテル検査に比し侵襲性が低く簡便で有効な方法で

あった．しかしB－Tshuntは吻合した鎖骨下動脈の太

さは確認できたが肺動脈の太さは計測できなかった．

Fontan術では右房から肺動脈への血流と肺動脈の形

態がよく確認できた．

186）Cuvette色素希釈曲線による左一右短絡率の算

出一コンピューターによる自動算出の試み一

　　　　　　　　　　　　　（山形大）佐藤　哲雄

　コンピューターシステムを用いて，小児非短絡

Cuvette色素希釈曲線の解析からK’値を求め（K’＝

1．50±0．02，N＝122），このK’を用いて短絡色素曲線

の初回循環色素濃度下降脚勾配（ts時間）を設定し，

左一右短絡率を自動的に算出した．Fick法と対比した
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結果，右房注入法（r＝0．92，N＝51），肺動脈注入法（r＝

0．87，N＝53）といずれも良い相関を示し，それぞれの

再現性も良好であった（r＝0．94，N＝51，　r＝O．95，　N＝

38）．

187）小児の非観血的連続心拍出量モニター
（NCCOM）による心拍出量測定の有用性について

　　　（群大）

　　　（群馬県立小児医療）

　　　　　　竹内　東光，田代　雅彦，荒川　浩一

　　　　　　曽根　克彦，小野　真康，鈴木　　隆

　インピーダンス法のひとつであるBoMed社製，

Noninvasive　Continuous　Cardiac　Output　Monitor

（NCCOM）の使用経験を報告した．①先天性心疾患の

ない23名（含む成人3名）の心エコーとNCCOMの安

静時CO及びSVは高い正の相関が認められた．（CO

r＝0．799，SVr＝0．896）②病態や生理機能の把握に

とって有用であり，特に連続経時的使用のモニターと

してすぐれていた．③心拍数の捉え方にやや改善の余

地があるように思われた．

188）運動負荷中の一回拍出量の推定とその意義一心

予備能評価の可能性について一

量を推定する方法を開発し，

患の三群について検討した．

拍出量の絶対値及びその変化の態度に差を見出し，

群の心予備能を反映したものと考えられた．

　生理学的な背景について考察を加え，理論的な妥当

性を述べた．

　方法論的特徴から，経時的比較が容易で，心房中隔

欠損の術前後の変化を示した．

189）羊水，胎児血中に見られるジゴキシン様の物質

の測定

　　　　　　（久留米大）横地　一興，加藤　裕久

　　　　　（同　産婦人）田崎　清広，松永　隆元

　　　　　　　　　　　　河野　勝一，濱田　悌二

　　　　　　（同　薬剤）早田　　聡，等　　泰三

　46名の妊婦静脈血，膀帯動静脈血，羊水中のジゴキ

シソ様物質をRadioimmunoassay（RIA）および螢光

偏光免疫法で測定した．脂帯動脈血中，母体血中では

RIAで有意に高く，羊水中ではTDXが高かった．対

照ではほとんど検出されなかった，新生児期の血中ジ

　　（福岡市立こども）

　　　　　砂川　博史，溝口　康弘，福田　省史

　　　　　岩尾　初雄，深澤　　満，本田　　意

酸素消費量と心拍数を用い，運動負荷中の1回拍出

　　　　　　　　　　　　運動選手，健常者，心疾

　　　　　　　　　　　　その結果，負荷中の1回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各
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ゴキシン濃度を測定する際に，この様な物質の関与を

考えておく必要があると思われる．

　誌上発表

　心断層エコーによる診断をもとに，手術を施行した，

新生児・乳児期早期発症重症先天性心疾患20例の検討

一非侵襲的診断法の限界と意義について一

　　　　　　　（札医大）池田　和男，津田　哲哉

　　　（同　胸外）

　　　　　　山岸　真理，安喰　　弘，小松　作蔵

　新生児・乳児期早期に発症し，外科治療を要する

CHD児にとり，心カテーテル検査，血管造影は，

acidosisや腎不全の進行により手術予後を大きく左右

する．過去18ヵ月間に，断層心エコーにより外科治療

を行った20例からその意義と限界につき検討した．d－

TGA，　TAPVR，　Co　A　complex，　PPA等の9例は，

術後LOS，　DIC呼吸不全にて失った．右肺動脈上行大

動脈異常起始症の1例は術直前に心カテーテル検査を

併用したが，全体として心断層エコーのみで十分手術

選択可能と考えられた．

　総肺静脈還流異常症の臨床的検討

　　　　　（厚生連加茂）渡辺　俊彦，岩瀬　勝彦

　　　　　　　　　　（現在国立名古屋病院小児科）

　　　（社会保険中京）

　　　　　　小川　昭正，松島　正気，長嶋　正実

　　　　　　（同　心外）堀田　寿郎，小川　邦泰

　　　　　　　　　　　　前田　正信，高橋　虎男

　　　（保健衛生大）

　　　　　　兼子　哲一，大須賀明子，矢崎　雄彦

　最近7年間に経験した31例の乳児期総肺静脈還流異

常症の臨床的検討を行なった．解剖学的分類はDarl・

ingに従えぽIa－12例，　Ib　14例，　IIa－6例，　III－4

例，IV－4例，不明1例であった．26例に根治術を施

行し16例（61．5％）を救命した．手術生存率は月齢が

高い程また肺体血圧比が低い程良好であった．早期診

断早期治療を原則としているが，肺高血圧が高度でな

く，全身状態良好であれぽ厳重な管理下である程度の

手術待機は可能と思われた．

　原発性肺高血圧症10例の検討

　　　（保健衛生大）

　　　　　　大須賀明子，沓名　智子，田中　明彦

　　　　　　兼子　哲一，矢崎　雄彦

　　　（社会保険中京）

　　　　　　小川　昭正，松島　正気，長嶋　正実
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　10例の原発性肺高血圧症について，その臨床経過，

検査所見，治療について検討した．生後6ヵ月までに

発症した4例中3例は寛解治癒しており，残り1例は

8ヵ月で死亡した．2歳から13歳までに発症した6例

中3例は進行性，2例は不変，1例は発症5年半後，

10歳で死亡した．死亡した乳児期症例と小児期症例の

肺組織では肺小動脈壁所見に差がみられた．乳児期発

症例では寛解治癒をみることもあると思われた．

　強度の高血圧症を伴なった左発育不全腎の1例

　　　　　（国立名古屋）北條　泰男，渡辺　俊彦

　　　　　　　　　　　　原田勝代，小崎武

　症例は，13歳男児．胸部レ線写真で，軽度心拡大を

指摘され，血圧が256／136mmHgあり，紹介された．

IVP，　CT，レノグラム，腎血管造影などで，左腎のみ

3～4cmと小さいことがわかり，左腎摘出手術を行

なった．病理で，発育不全腎であった．術後，血漿レ

ニン活性は正常化し，血圧は，140／90mmHgとなった．

非常にまれな，過剰レニン分泌を伴う，片側性発育不

全腎による高血圧症の1例を報告した．

　先天性僧帽弁狭窄症4例の検討

　　　（天理ようつ相談所）

　　　　　　山崎　嘉久，木村　　隆，小川　浩史

　　　　　　田村　時緒

　先天性僧帽弁狭窄症（左室低形成症候群，単心室の

合併は除く）の4例を経験した．精検年齢，合併心奇

形は症例1；10ヵ月，T／F，症例2；2歳4ヵ月，1arge

PDA，症例3；3歳，合併奇形なし，症例4；2歳5

ヵ月，large　PDA，　Co／Aで，症例11X　Parachute　MV

であった．症例1，2は手術にて失ったが，症例3は

5歳6ヵ月で交連切開術を施行し良好な結果を得た．

症例4はPDA，　Co／Aのみ手術しMSは軽症で症状も

なく経過観察中である．

　脚気の1幼児例

　　　（九大）

　　　　　　下村　国寿，原田　達生，福重淳一郎

　発症時2歳11ヵ月の男児．右上肢安静臥床時の血圧

は128／20mmHg，全身に浮腫を認め，深部反射は消失

し，三尖弁閉鎖不全による心雑音を聴取した．血中ビ

タミンBl値は39ng／m1と低下し，血中乳酸，ピルビン

酸値は高値を示していた．心胸郭比は65％，超音波検

査上，右心系の著明な拡大を認めた．以上より脚気と

診断．ビタミンB1の経口投与が著効を示し，症状の改

善及び異常所見の正常化は，極めて速やかであった．

　大動脈一肺動脈中隔欠損症（APSD）における治療
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上の問題点

　　　（神戸中央市民胸外）

　　　　　　宮本　　覚，福山

　　　　　　薗　　　潤，岡田

　　　　　　秦　　　紘，立道

　　　　　　吉栖　正之

　　　　　（同　小児科）深谷

　　　　　　　　　　　　冨田

　守，岡本　交二

行功，西内　　素

　清，庄村　東洋

　隆，山川　　勝

安彦，馬場　国蔵

　APSDの2症例に若干の工夫を加えた外科治療を

行いともに救命し得たので，主に外科的な面から考察

を加え報告した．

　1．大動脈離i断症を伴ったAPSDの一期的根治術

（intra－pulmonary　septation）を考案した．途中術式

を変更せざるを得なかったが，種々の点に留意すれぽ

乳幼児例においても十分可能な術式である．

　2．Eisenmenger化したAPSDに対する外科療法

の可能性について報告した．

　対側遺残上大静脈を有する症例に対する上大静脈

一肺動脈吻合術（Glenn手術）の検討

　　　（天理ようつ相談所心外）

　　　　　　楠原　健嗣，三木　成仁，上田　裕一

　　松本　雅彦，大北

　　米田　正始

（同　小児循環器科）

　　田村　時緒，小川

裕，田畑　隆文

　　　　　　　　　　　　　　　浩史，木村　　隆

　　　　　　　　　　　　（弘大1外）鯉江　久昭

　対側遺残上大静脈（PCSVC）を有する先天性チア

ノーゼ性心疾患6例（TA　2例，　SV　4例）に対し，

Glenn手術を施行．　PCSVCは結紮遮断したが，

PCSVCがSVCに比し優位な1例ではdelayed　liga－

tionを要した．また4例において術中電磁流量計にて

両SVC流量を計測し，一側SVC遮断時の他側SVC
流量および圧の変化をみた．本法は術後のSVC－PA短

絡流量の推定およびPCSVCの結紮可否を決定する上

で有用であった．

　小児の僧帽弁人工弁置換

　　　（東女医大第2病院心外）

　　　　　　井上　健治，須磨　幸蔵，竹内　靖夫

　　　　　　城間　賢二，小山　雄二，成味　　純

　　　　　　小塚　　裕，西山　清敬

　小児の人工弁置換術を10例経験し，うち8例が僧帽

弁置換であった．このなか2例にBj6rk・Shiley弁を使

用したが，1例は術後1年で血栓形成のため機能不全

を来し，他の1例は手術後1年で突然死を来した．他
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方Starr－Edwardsボール弁を用いた症例は全て順調

に経過している．SEボール弁は左室容積が大きく左

室流出路に狭窄を来さないと考えられる時は，抗凝固

性がdisk弁と同じであり耐久性が良い事から小児の

僧帽弁人工弁置換術に際し好ましい人工弁と考えられ

た．

　心室中隔欠損症に合併する僧帽弁閉鎖不全に対する

外科治療について

　　　（新潟大2外）

　　　　　　金沢　　宏，宮村　治男，今泉　恵次

　　　　　　林純一，江口昭治

　VSDeMR　9例（1歳6月～4歳10月，男3女6）に

僧帽弁手術を施行した．MRはIII度4例，　IV度1例で

あり，NYHA　III度4例，　IV度3例と重症であった．僧

帽弁は全例弁輪拡大を，6例に後交連尖発育不全を，

3例に僧帽弁逸脱を認めた．1歳8月例にHancock

弁によるMVRを施行したが2年4月後弁不全再手
術にて失った．僧帽弁輪縫縮，形成術を行った8例で，

MR及び症状の改善を認め，幼少例でも早期に手術に

ふみきるべきと考えられた．

　心内修復術後に正常心電図を示したファロー四徴症

の臨床的検討

　　　（東女医大心研）

　　　　　　渡辺　　茂，奥田　浩史，相羽　　純

　　　　　　高橋　良明，高見沢邦武，高尾　篤良

　　　　　　　　　　　　　　（外科）今井　康晴

　ファロー四徴症心内修復術後，心電図が正常化した

40例を対象に，臨床的検討を行なった．コソトロール

群としては，右脚ブロック群40例をもちいた．結果：

術後心電図の正常化しうる群は（1）術前心電図上，右

軸偏位が軽い，又は，V1でSが深いもの，（2）肺動脈

発育が中等度以上のもの，（3）解剖学的には，distal

conus　septumの短いもの，特にproximal　conusを有

するもの，（4）RVP／SPは手術終了時0．5±0．1が一つ

の目安となった．

　PTFEグラフトを用いたBlalock・Taussig手術の

術後遠隔成績の検討

　　　（福島医大1外）

　　　　　　高野光太郎，星野　俊一，岩谷　文夫

　　　　　　猪狩　次雄，安藤　正樹，阿部　俊文

　　　　　　萩原　賢一，丹治　雅博，佐戸川弘之

　　　　　　渡辺　正明，武藤　　淳，飯塚　　啓

　　　　　　畑　　　穆，板橋　邦宏，浜田　修三

　教室においてPTFEグラフトを用いてBlalock・

129－（129）

Taussig手術を施行せる症例8例の内わけは，生後23

日より5歳10ヵ月，男4例，女4例であった．手術死

亡はなく遠隔死亡は1例であった．生存例7例の3年

1ヵ月～3年5ヵ月の遠隔にてshuntの開存例は2例

のみであり，5例は1年～2年9ヵ月（平均1年5カ

月）にてshunt　murmurの消失を認めた．　PTFEグラ

フト使用のBlalock－Taussig手術の術式，及びグラフ

トサイズについて考察を加えた．

　新生児，乳児心臓術後の長期挿管例の検討

　　　（千葉県立鶴舞心外）

　　　　　　村山　博和，斉藤　　学，高原　善治

　　　　　　松本　博雄，遠藤　　毅，南波　美伸

　　　　　　須藤　義夫，中村常太郎

　1982年5月より1983年12月までに，術後5日以上の

長期挿管を要した1歳未満の心臓手術症例14例を検討

した．長期挿管は高肺血圧症例に多く，術前重症度，

術後合併症発生件数と関連していた．水分栄養管理は

ウィーニングの成否，挿管期間の長短に影響し，カPt

リー投与期の平均カロリー投与量90Cal／kg／日，総水

分投与量120ml／kg／日，ウィーニング期の総水分バラ

ソス＋25ml／kg／日，総水分投与量100ml／kg／日は妥当

な値と考えられた．

　遷延性EBウイルス感染によると思われる冠動脈瘤

を伴う全身性血管炎の1剖検例

　　　（名市大）

　　　　　　加藤　敏行，神田　康司，杉山　　哲

　　　　　　鈴木　孝一，岩佐　充二，古田　真澄

　　　　　　鈴木　賀己，金山　　学，川瀬　　淳

　　　　　　矢崎　　信，神谷　賢二，杉山幸八郎

　　　　　　稲垣　　浩，小川雄之亮，和田　義郎

　　　　　　　　　　　（同　2病理）岸本　英正

　6歳発症から10歳まで遷延した熱発，皮疹，リンパ

節腫大，肝障害を有し，EB　virusの各種抗体価異常高

値を認めリンパ球培養によりEBNA陽性リンパ球が

自然樹立された．剖検上，川崎病の血管炎に類似して

いて左右冠動脈瘤を認め，心筋炎の像を示すも梗塞巣

はなく，冠動脈起始部の中膜は完全に消失し線維織に

置換され全層に炎性細胞浸潤を伴い，内膜増生著しく，

器質化血栓が付着，僅かな類線維素壊死に近い部があ

るが，古典的なIPN像とは，かけ離れていた．

　経過中に房室解離に移行した右冠動脈瘤を残した川

崎病の1例

　　　　　　　（新潟大）竹内　　衛，堺　　　薫

　　　　　　　　　　（立川総合病院）福島　英樹
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　症例は3歳男児．典型的な6主症状を呈しアスピリ

ンによる治療を受けた．心電図は25病日までは洞調律

であったが，35病日では時に結節性調律となり，105病

日以後の心電図は房室解離を示した．1年後の心エ

コー 図で右冠動脈に瘤様拡張をみとめたため冠動脈造

影を施行し同部に孤立性の動脈瘤をみとめた．なお

Overdrive　suppression　testでの洞結節回復時間は620

msec．と正常範囲内であった．

　川崎病の治療（ワーファリンとアスピリン長期併用

療法）

　　　　　　　　　　（岩手県立中央）佐々木　卓

　53年以来，川崎病の冠動脈瘤の治療として，ワーファ

リン0．1mg／kg／日，アスピリン1mg／kg／日を併用して

いる．トロンボテストが40～60％になる様にワーファ

リンの投与量を増減している．16名の患者の内，両冠

動脈に病変を16名とももっていた．1年の治療結果は

7名が良く，6名右冠動脈に病変があり，3名が両冠

動脈に病変がみられた．1年以上終ると病変の変化は

少くない．現在は病変の小さい時から，早期に治療し

ている．

　心血管造影法による心房中隔欠損症，動脈管開存症

の肺血行動態の評価

　　　（阪大1外）

　　　　　　岸本　英文，広瀬　　　一，中埜　　粛

　　　　　　松田　　暉，榊原　哲夫，佐藤　重夫

　　　　　　平中　俊行，小林順二郎，川島　康生

　　　　　　（同小児科）小川　　實，佐野　哲也

　　　　（同　放射線科）森本　静夫，有沢　　淳

　Angio法による心室容積の計測から，　ASD，　PDAに

おける肺血流量（Qp），体血流量（Qs）を算出した．

左房右房平均圧較差2mmHg以上のrestrictive　ASD

7例と，肺高血圧症を有さないPDA11例においては，

短絡路断面積とQp／Qs（Angio）との間には有意な相

関がみられた．一方，短絡路断面積とFick法による

Qp／Qsとの間には有意な相関はみられなかった．従っ

て，Angio法によるQp／Qsの算出は，より正確な肺血

行動態の把握に有用であると考えられた．

　心室中隔ローテーションの定量的評価と血行動態と

の関係について

　　　（東大）

片岡　　正，

阿波　彰一

　　　（同

野間　清司，菱　　俊雄

分院小児科）柳川　幸重

（府中恵仁会）岡本　　暁

日本小児循環器学会雑誌　第1巻　第1号

　　　　　　　　　（都立八王子小児）赤木美智男

　　　　　　　　　　　　（焼津市立）賀藤　　均

　　　　　　　　（藤枝市立志太総合）石井　照之

　右室アンジオフィルムより先天性心疾患の心室中隔

の回転を定量的に評価しRotation　Indexを提唱した．

各先天性心疾患で中隔の角度に固有の特徴が認められ

た．VSD（1）は反時計回転を示すのに比しVSD（II）

は時計方向に回転し，VSD（II）にTCRVを合併する

と反時計回転に転ずる．PSでは右室圧の程度に応じ

て回転の程度が変化し固有の特徴を示した．これらは

右室にとっての圧負荷と容量負荷の程度のバランスに

よってある程度まで説明しうるものと思われた．

　運動負荷時の左心機能の変化に関する検討一心室中

隔欠損例について一

　　　（埼玉県立小児医療）

　　　　　　加藤　克治，浜田　朗生，簡　　瑞祥

　　　（慈恵医大）

　　　　　　小川　　潔，的場　雅子，野中　善治

　従来より，我々は自転車エルゴメーターとMモード

心エコー装置を用いて，運動負荷時の左心機能の変化

について検討してきた．

　今回，軽症心室中隔欠損例（6～16歳，平均13．7歳）

21例について検討した．

　その結果，軽症心室中隔欠損例は，安静時の左心機

能，運動負荷時の変化ともに正常群と有意差を認めな

かった．

　以上より，従来の軽度心室中隔欠損の管理が妥当で

ある事が実証された．

　気管支喘息におけるMモード心エコー図および超

音波パルスドプラ所見について

　　　（日本医大多摩永山）

　　　　　　津村　治男，日野佳昭，平山　恒夫

　　　（同　第1病院）

　　　　　　小川　俊一，渡辺善一郎，山本　正規

　　　　　　磯　　裕明

　気管支喘息患児77例について，発作の程度別および

非発作時における喘息の重症度別に心エコー図による

左右心室のSTIの測定，およびうち9例について超音

波パルスドプラ法による右室流出路血流パターンの分

析を行った．これらの検査は非侵襲的に左右心室の

performanceに関する有用な情報をもたらし，肺性心

への進展の予知・予防に利用できるのみでなく，発作

の程度および重症度判定の一助となるものと思われ
る．
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