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日　時　1989年2月5日（日）

場所大阪市三和化学メディカルホール

　1．Verapamil静注後に1皿cessant　typeとなった

小児の発作性上室性頻拍の1例

　　　　滋賀医科大学小児科

　　　　　　杉浦　康夫，藤関　義樹，岡崎　　聡

　　　　　　角野　文彦，服部　政憲

　Verapamilの静注でincessant　typeの上室性頻拍

が自然発症した9歳女児の症例を報告する．洞調律の

インパルスは房室伝導を正常伝導し，逆行性に副伝導

路を通過する．verapamilは房室結節の伝導速度を遅

延させる．この間に心房筋が不応期を脱するため，イ

ンパルスは，リエントリー回路を形成し頻拍が出現す

る．又，副伝導路を介する逆行性の伝導が不安定なた

め頻拍の停止，再開が頻回に出現すると考えられた．

　2．Wenckebach型房室ブロックの経過観察中に

心房細動を伴った1例

　　　　京都府立医科大学小児疾患研究施設

　　　　内科部門

　　　　　　林鐘声，福持裕，早野尚志
　　　　　　神谷　康隆，浜岡　建城，尾内善四郎

　vagotoniaの強いWenckebach型房室ブロックの

経過観察中に心房細動を合併した10歳女児例を報告し

た．心内奇形なく，左室機能，洞結節動脈，右室心筋

生検は正常であった．しかし，洞調律時の心電図では，

P波が極めて小さく，また幅広く，2：1～3：2伝導

のII度房室ブPックがあり，そのQRS波には脚ブ

ロックの所見を認めた．心房細動は合併していないが，

姉も患児と同様の特徴ある心電図所見を示しており，

患児の心房細動の原因としてfamilial　heart　blockが

あることが，強く疑われた．

　3．顔面浸水（冷水）時の心電図所見；第2報

　　　　福井循環器病院小児科　　　　糸井　利幸

　　　　京都府立医大小児疾研

　　　　　　　　　　　　早野　尚志，林　　鐘声

　心疾患患児の水泳指導に顔面浸水法によるdiving

reflexを利用するにあたり，通常の最大吸気時breath

holdingに，　vagotonyの増強を目的に最大呼気時の

breath　holdingを加えてその心電図変化の定量的な比

較を試みた．その結果，最大RR間隔と洞調律への復

帰時間は吸気時と呼気時の間に相関を認め，さらに吸

気時と呼気時浸水の併用はdiving　reflexの出現時間

と洞調律への復帰時間に異常を認める例の検出に有用

であった．

　4．鉄欠乏性貧血を有する学童の持久性について

一 トレッドミル運動負荷による酸素摂取量の測定

　　　　三菱京都病院小児循環器科

　　　　　　　　　　　　上田　　忠，森　　洋一

　　　　京都大学小児科　吉林　宗夫，松村　正彦

　　　　　　　　　　　　西岡　研哉，三河　春樹

　鉄欠乏性貧血を有する学童では，息切れ，胸痛，め

まいなどの症状がみとめられ，スポーッ活動に支障を

きたしている．この状態は，血中のヘモグロビソの低

下に伴い，循環系の酸素運搬能が低下し，そのために

持久力が低下していることが疑われる．そこで，鉄剤

内服の前後において，トレッドミル運動負荷を行い，

到達段階，走行時間，最高心拍数，最大酸素摂取量に

ついて検討をし，持久力が回復するかどうかを調査し

た．

　5．小児の加算平均心電図における帯域濾過の影響

　　　　滋賀医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　藤関　義樹，杉浦　康雄i

　　　　　　　　　　　　岡崎　　聡，服部　政憲

　加算平均心電図における誘導法や心室遅延電位の指

標，帯域濾過条件などの基準はない．我々は小児科領

域において帯域濾過が心室遅延電位の指標に及ぼす影

響をSimson法を用いて検討した．その結果，創tered

QRS，％RMS　40，棘波の数は帯域濾過に影響される

が，RMS　40，　LPD　20，40は影響されないことが判明

した．

　異なった機種で，異なった帯域濾過での心室遅延電

位を比較することは望ましくないが，RMS　40，　LPD

20，40ではその差は僅かである．

　6．心室性期外収縮の呼気ガス分析

　　　　近畿大学心臓小児科

　　　　　　久保田佳伸，横山　達郎，中村　好秀

　学校心臓検診で発見された不整脈疾患児に，各ス

テップ2分間のブルース原法トレッドミル運動負荷試
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験および，呼気ガス分析を施行して，運動能を比較検

討した．若干の運動能低下を認めたVPC群について，

maxVO、，　AT，　VO2／VE，0，　pulseを検討した．負荷

中におけるVPC発生の有無に関係なく，24時間心電

図におけるVPC頻発例およびVT例に運動能低下傾

向を認めたが，統計上有意差はなかった．今後，症例

数を増やし，諸種の肉体的条件を考慮して検討してい

く必要があると考えている．

　7．一年間で拡大傾向を示した冠動脈痩の幼児例

　　　　紀南綜合病院小児科

　　　　　根来　博之，佐々木美津代，奥田　修司

　　　　　　木村　晃久，下山田洋三，月野　隆一

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　野村　文一，奥田　彰洋

　　　　和歌山県立医大小児科

　　　　　　　　　　　　上村　　茂，小池　通夫

　心断層エコーにより右冠動脈右房痩と診断した1歳

5か月女児．生後1か月の時点では心断層エコーによ

る右冠動脈径は直径3mm（大動脈径の35％）であった．

1歳5か月時には冠動脈径は6mm（大動脈径の50％）

と拡大を示した．また右冠動脈内の主幹部と右房の痩

開口部では流速および時相が異なった．先天性冠動脈

痩には冠動脈の拡大が進行する症例があり，経過観察

の際，経時的に冠動脈径を測定する必要があると思わ

れた．

　8．Modified　Spin　Echo法（MSE法）をもちいた

冠動脈および冠動脈瘤の検出一第2報，右冠動脈の病

変を中心として一

　　　　和歌山県立医科大学小児科

　　　　　　上村　　茂，南　　頼彰，鈴木　啓之

　　　　　　平山　健二，小池通夫

　　　　同　検査診断学講座　　　　　前田　次郎

　　　　同　循環器内科　　　　　　　吉田　　茂

　　　　紀南綜合病院小児科　　　　　根来　博之

　共同演者の吉田の開発したMSE法を用い，川崎病

罹患後の冠動脈病変描出につき検討した．対象は急性

期に左右の冠動脈病変を有した急性期例1例を含む6

例で，シーメソス社製超伝導型磁機共鳴装置1．5Tesla

を使用した．断面の工夫により，左冠動脈は全例で描

出し，1例に瘤形成を，右冠動脈は検索のできた5例

全例に描出し，2例に瘤形成を認めた．MSE法はTr

の変動によるアーチファクトを減少する等，冠動脈病

変の検出に有用であった．

　9．小児のマルファン症候群における心血管合併症

日小循誌　5（3），1990

の検討

　　　　滋賀医科大小児科

　　　　　　神谷　保彦，服部　政憲，藤関　義樹

　心血管系合併症のあるマルファソ症候群の小児5例

について検討した．うち4例は典型例であった．

　MVPを4例，うち2例にMRを認めた．　AAEを全

例に認め，うち3例は大動脈径30mm以上であったが

AR，大動脈解離の出現はまだない．二次性肥大性心筋

症を1例に認めた．大動脈径は経年的に増大し，早期

より拡大の強い例ほど進行が速かった．検査法をして

心エコーさらにMRIが有用で，小児期には突然死へ

の対策も必要である．

　10．多発奇形を伴ったscimitar症候群の1例

　　　　大阪医科大学小児科

　　　　　　芦田　　明，清水　俊男，美濃　　真

　　　　枚方市民病院小児科　　　　　清水　達雄

　scimitar症候群は，右肺静脈の下大静脈への還流異

常，右肺の低形成，心臓の左右転位を主徴とする症候

群である．世界で150例余り，本邦では40例たらずの報

告例がある．今回我々は，scimitar症候群にVSD，肺

葉外肺分画症，尿道下裂，停留睾丸，複性遠視性直乱

視を伴った10歳男児を経験した．scimitar症候群に合

併しやすい奇形及び同症の手術適応について若干の文

献的考察を加え，報告する．

　11．右肺低形成を伴ったGoldenhar症候群

　　　　和歌山県立医科大学小児科

　　　　　　南　　頼彰，鈴木　啓之，平山　健二

　　　　　　上村　　茂，小池　通夫

　　　　同　検査診断学的講座　　　　前田　次郎

　右肺低形成を伴うGoldenhar症候群（左眼球上の類

皮腫，両側副耳，第1第2胸椎異常）の典型例につい

て報告した．症例は17歳女子．断層心エコー図，胸部

CT，気管支ファイバー，心臓カテーテル検査等から，

心内奇形は認めず，右肺低形成（Boyden分類のhypo・

plasia）及び心臓の右方偏位に伴う右胸心と診断した．

　肺低（無）形成を伴う本症候群の報告はまれであり，

文献的考察を加えて検討した．

　12．Alagille症候群の4例

　　　　兵庫県立尼崎病院心臓センター小児部

　　　　　　村上　洋介，吉川　栄治，槙野征一郎

　Alagille症候群の4例（1か月～14歳，男3例，女1

例）を報告した．特徴的顔貌，慢性胆汁うっ滞，後胎

生環，蝶形椎，末梢肺動脈狭窄または低形成の5大徴

候すべてを認めるcomplete　syndromeが21　U，3徴以
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上を認めるpartial　syndromeが2例であった．心疾患

は，軽症の末梢肺動脈狭窄が2例，ファロー四徴が1

例，心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖が1例であった．

　13．出生前に診断された心臓腫瘍の1例

　　　　大阪府立母子保健総合医療センター

　　　　小児循環器科

　　　　　　土谷　之紀，廣瀬　　修，杉本　久和

　［症例］症例は胎児超音波検査で心室中隔の肥厚を

主訴に当科に紹介された．母親には顔面脂腺腫による

形成手術の既往．経過は，在胎39週から心室中隔の肥

厚で発見され母体搬送により当センターに紹介入院．

胎児心エコー図で心室中隔全体にわたる大きな腫瘍を

認めた．出生後全身状態は良好であったが，心エコー

図で心室中隔全体をしめる大きな腫瘍が左室心尖部や

右室流出路に一部突出するように存在し，連続波ドッ

プラー検査上30mmHgの圧差が右室流出路に認めら

れた．頭部CT検査で石灰化像があった．経過は比較

的良好で日齢1に出現した心室性頻脈も抗不整脈で軽

快，生後4か月の時点では腫瘍は縮小傾向を示し，右

室流出路狭窄も消失している．

　［考察］本症例は結節性硬化症に伴った横紋筋腫と

推察され，また腫瘤の大きさよりも発生部位が血行動

態に影響を与えるが，大きな腫瘤であっても本症の様

に退縮傾向があるので保存的治療を優先すべきである

と思われる．

　14．胎児期に発見された心臓腫瘍の1例

　　　　倉敷中央病院心臓病センター小児科

　　　　　　　　　　　　大崎　　秀，水戸守寿洋

　　　　　　　　　　　　光藤　和代，馬場　　清

　　　　同　周産母子センター小児科

　　　　　　吉光　　一，亀山　順治，田中　陸男

　　　　同　産婦人科　　片岡　信彦，浮田　昌彦

　妊娠36週0日に検診時胎児エコーで発見された心臓

腫瘍の1例を報告した．比較的大きな腫瘍であった心

尖付近に位置していたため，刺激伝導系・血行動態に

は大きな影響を与えていなかった．出生後も特記すべ

き症状なく，4か月現在腫瘍の縮小傾向を認めている．

　第1生日の頭部CTでの頭蓋内石灰化，2か月から

の白斑出現から結節性硬化症によるRabdomyomaと

考えられた．

　15．結節性硬化症における心臓腫瘍の自然歴

　　　　岡山大学小児科

　　　　　　土肥　嗣明，山本　裕子，森　　一博

　結節性硬化症56例（初診時年齢平均2．2歳）を対象に，
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心合併症の心臓腫瘍の自然歴について検討した（観察

期間平均4年）．臨床的に3例，心エコー図上23例，計

26例で腫瘍が診断され，うち7例で心症状をみとめた．

死亡例は3例あり，内2例が心臓死と推定された．腫

瘍の増大傾向がみられた例はなく，1例では臨床的に，

2例では心エコー図により腫瘍の縮小・消退が観察さ

れた．腫瘍の診断・経過観察には心エコー図が有用で

あった．

　16．拘縮性心筋症の2例

　　　　西宮市立中央病院小児科

　　　　　　島崎久美子，藤野　正芳，親泊　英善

　　　　天理ようつ相談所病院小児循環器科

　　　　　　田村　時緒，小川　浩史，三谷　義英

　心カテ検査で心室圧の拡張早期のdip　and　plateau

と拡張末期圧の上昇，平均心房圧の上昇を認め，心生

検で軽度の肥大所見を得て拘縮性心筋症と診断し，6

歳から15歳まで3回の心精検を施行して経過観察し得

た男児1例と，筋性と考えられる先天性多関節拘縮症，

側蛮症に合併した肺高血圧症を伴う拘縮性心筋症の女

児1例について報告した．

　17．RV　Dilated　Cardiomyopathyの1例

　　　　島根医科大学小児科

　　　　　　羽根田紀幸，岸田　憲二，渡辺　弘司

　　　　　　林　由利香，森　　忠三

　　　　同　中央検査部　　　　　　　長岡　三郎

　　　　三井内科循環器科医院（岩国市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　三井　　清

　14歳ごろから運動耐容能の低下をきたした15歳男

児．心電図では完全右脚ブロック，Vi～V4の陰性T

波，右室起源の心室性期外収縮を認め，心カテでは圧

は正常であったが，右室は全体に拡張し，拡張末期容

積は182％，駆出率は0．31であった．左室はシソチで心

尖部の限局的デフェクトを認め，アンジオ上同部の壁

運動異常を認めたが，駆出率は0．5～0．56と比較的保た

れていた．右室心内膜生検組織像は，心筋線維の中度

～ 高度の肥大が主体であった．

　18．超高速CTスキャン（シネCT）による流出路部

中隔欠損の検討

　　　　国立循環器病セソター小児科

　　　　　　　　　　　　越後　茂之，木幡　　達

　　　　　　　　　　　　福島　英樹，神谷　哲郎

　　　　同　放射線科

　　　　　　内藤　博昭，斎藤　春夫，高宮　　誠

　IMATRON　C・100　ULTRA　FAST　CT　SCANNER
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を使用し，流出路部心室中隔欠損の小児5例を対象と

して，超高速CT所見と手術所見あるいはアンジオ所

見でもって，流出路部心室中隔欠損の位置と広がりに

ついて対比検討した．

　流出路部中隔欠損において，中隔欠損と大動脈弁と

の位置関係や欠損の範囲を非侵襲的に判別できれば，

予後や手術の適否を判定する上で臨床上有用である

が，超高速CTスキャンを使用すれぽこれが可能であ

ると考える．

　19．小児冠動脈疾患におけるポジトロンCT所見

一2°1T1心筋SPECT所見との比較検討一

　　　　京都大学小児科　吉林　宗夫，西岡　研哉

　　　　　　　　　　　　松村　正彦，三河　春樹

　　　　同　放射線核医学科

　　　　　　　　　　　　玉木　長良，米倉　義晴

　　　　　　　　　　　　山下　敬司，小西　淳二

　　　　三菱京都病院小児科　　　　　上田　　忠

　左冠動脈肺動脈起始1例と川崎病冠動脈障害1例に

対してポジトロンCT（PET）を施行し，タリウム心筋

SPECTとの比較検討を行った．　i3N一アンモニアによ

る心筋血流イメージングはSPECTと同様の所見を示

し，画像はより鮮明であった．嫌気的解糖系の充進を

示す18FDGの集積は，　SPECT上不完全再分布の部位

に一致して認めた．PETは，小児冠動脈疾患における

心筋の虚血やviabilityの評価に有用と考えた．

　20．右室低形成例におけるタリウム心筋イメージン

グ所見一右房描出の意義一

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　小野　安生，木幡　　達，岩谷　　一

　　　　　　福島　英樹，神谷　哲郎

　　　　同　放診部　　　西村　恒彦，高宮　　誠

　右室低形成例にタリウム心筋イメージングを施行

し，右房描出の意義を検討した．対象の内訳は，エプ

スタイン奇形3例，心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉

鎖11例，三尖弁閉鎖（laまたはIb）17例で，そのうち

Fontan術後は13例であった．疾患別では，エプスタイ

ン奇形，心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖例におい

て高率に右房が描出され，三尖弁逆流の関与が示唆さ

れた．右房圧，左室容積，左室駆出率はいずれも右房

描出に有意差を認めなかったが，重症心不全例で右房

描出を認めた．

　21．結節性硬化症における心臓MRI所見について

　　　　京都大学小児科

　　　　　　松村　正彦，吉林　宗夫，西岡　研哉

日本小児循環器学会雑誌　第5巻　第3号

　　　　　　奥野　武彦，三河　春樹

　　　　同　放射線科　　山下　敬司，小西　淳二

　　　　三菱京都病院小児科　　　　　上田　　忠

　結節性硬化症の心臓腫瘍の診断について，MRIの有

用性をエコー図と比較して検討した．対象は7症例で

年齢は1歳7か月から14歳までで，7例中5例に腫瘍

を認めた．いずれも心室中隔の右室側あるいは左室側

にみられた．心尖部には2例に認められたが，うち1

例は心エコーで検出できなかった．MRIは心エコーに

比べて，腫瘍の大きさ及びその部位の診断に優れてお

り，心エコーで検出しにくい心尖部に対して有用で

あった．

　22．無症状のうちに発見された三心房心の3症例

一心エコー図による左房内血流分析一

　　　　岡山大学小児科　森　　一博，土肥　嗣明

　　　　水島三菱病院小児科　　　　　山本　裕子

　無症状のうちに発見された三心房心の3症例（年齢

は8歳から17歳）の左房および副室内の血行動態を心

エコー 図を用いて分析した．2例で僧帽弁に拡張期

flutteringを認め，ドプラ法では，同時相に，左室流入

路で順方向の乱流を認めた．また，交通孔での血流パ

ターンは，Mモードでの隔壁の動きに類似し，拡張早

期の流速が最大であった．隔壁は，心房収縮期に後方

へ移動し，同時相に，肺静脈で速い流速の逆方向流が

観察された．

　23．三心房心の2例一Lucas－Schmidt分類IBユお

よびIIIA1亜型の心エコー所見を中心として一

　　　　関西医科大学小児科

　　　　　　武部　充子，荻野　伸子，上川　浩美

　　　　　　平林　洋一，荻野廣太郎，小林陽之助

　　　　同　附属男山病院小児科　　　山本　千尋

　　　　同　胸部外科

　　　　　　田中　一穂，福中　道男，増田　　興

　最近我々は，型の異る三心房心の2症例を経験した．

Luccas－Schmidt分類で1例はIB，型，他の1例は左上

肺静脈のみが真の左房に還流するIII　A1亜型であっ

た．これらの病型診断には，断層心エコー法，カラー

ドプラー法及びパルスドプラー法が有用であったが後

者の症例の確定診断は容易でなかった．症例1は生後

1か月，症例2は1歳4か月で根治手術を施行し，い

ずれも経過は順調である．

　24．気管圧迫を伴ったAbsent　Pulmonary　Valve

Syndromeの1例
　　　　兵庫県立こども病院循環器科
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　　　　　　鄭　輝男，許　永龍，三戸　壽

　　　　同　心臓血管胸部外科

　　　　　　前田　裕己，大嶋　義博，今井　雅尚

　　　　　　大橋　秀隆，山口　眞弘

　肺動脈弁欠損症候群では巨大に拡張した肺動脈の気

管圧迫により新生児・乳児早期から重篤な心・呼吸不

全を呈する．早期診断と外科治療が望まれ私達は根治

手術としてMVOPによる肺動脈弁輪部再建術と拡張

した肺動脈のplicationを行ったが救命できなかっ

た．死亡原因は下行大動脈から右肺へのMCAによる

肺出血と考えられ，肺血流量に左右差のみられる症例

ではMCAに対する検索が必要である．

　25．VSDを伴わない先天性大動脈弁閉鎖不全27例

の検討

　　　　天理ようつ相談所病院小児循環器科

　　　　　　三谷　義英，小川　浩史，田村　時緒

　VSDを伴わない先天性大動脈弁閉鎖不全27例の検

討を行った．対象の性別は男21例，女6例．初回精検

時平均年齢は9歳3か月．経過観察期間は1～20年．

ARのGradeは，1度8例，　II度13例，　III度5例，　IV

度1例．予後では，突然死3例，感染性心内膜炎り患

1例，弁置換施行4例．再精検施行5例で全例ARは

進行性であった．手術適応は，AR　IV度でstrainを伴

う高度左室肥大を呈する心不全例で，15歳以後まで待

期する方針である．

　26．ファロー四徴症，両大血管右室起始症根治手術

後の再手術例の検討

　　　　近畿大学心臓小児科

　　　　　　砂川　晶生，横山　達郎，篠原　　徹

　　　　　　中村　好秀，三宅　俊治，久保田佳伸

　　　　　　老木　美帆，福原　仁雄

　　　　近畿大学心臓外科

　　　　　　　　　　　　奥　　秀喬，城谷　　均

　右室流出路再建術後の再手術例7例（TOF　5，

DORV　2）の再手術前後の心血行動態を検討した．主

遺残病変はPRが4例，　PSが2例，　VSDが1例であっ

た．再手術によるPRの防止，　PSの解除によって右室

機能の改善を認めた．このことは重度のPR及びPS

によって右室機能が低下するという従来からの我々の

検討結果と一致する．PRに対する手術時間に関して

は，右室機能の可逆性の面を考慮して，さらに検討が

必要である．

　27．肺動脈弁欠損を伴ったプアロー四徴症の1例

　　　　京都府立医科大学附属小児疾患研究施設

531－（165）

　　　　外科第2部門

　　　　　　河合　隆寛，西山　勝彦，和田　行雄

　　　　同内科部門林鐘声，浜岡建成
　　　　京都府立医科大学第2外科

　　　　　　　　　　　　大賀　興一，岡　　降宏

　生後3か月1，968gの男児．生直後から心雑音と軽度

のチアノーゼを認める．多呼吸，陥没呼吸など呼吸不

全症状が次第に進行し，人工呼吸下でも左無気肺を頻

回にくり返すため緊急手術となる．瘤状に拡大した肺

動脈による左主気管支の圧迫解除を目的として肺動脈

の縫縮と挙上固定術施行．術後経過は比較的良好で

あったが，10日目にミルクを誤嚥しhypoxiaのため

失った．本術式は緊急時の姑息手段として簡便で有効

な方法と思われる．

　28．左上大静脈一左房還流・左上肺静脈一左上大静

脈還流を伴ったファロー四徴の1治験例

　　　　和歌山県立医科大学胸部外科

　　　　　　後藤　融平，川崎　貞男，別所　俊哉

　　　　　　高垣　有作，東上　震一，藤原　慶一

　　　　　　内藤　泰顯

　　　　同　小児科

　　　　　　南　　頼彰，鈴木　啓之，上村　　茂

　症例は，4歳，男児で，右側大動脈弓・左鎖骨下動

脈起始異常及び左上大静脈遺残を伴うファロー四徴と

診断されていた．本症は，左上大静脈が左房に還流し，

左上肺静脈が左上大静脈に還流する形の部分肺静脈還

流異常を合併しており，冠静脈洞が正常で，左無名静

脈は欠損していた．ファロー四徴に，このような静脈

系の奇形を合併することはまれで，文献上，同様の症

例の報告を見いだせなかった．

　29．Unifocalization後高度肺高血圧を呈したファ

ロー四徴，肺動脈閉鎖，MAPCAに対する1根治手術

例

　　　　国立循環器病センター心臓血管外科

　　　　　　東健一郎，八木原俊克，岸本英文

　　　　　　磯部　文隆，山本　文雄，西垣　恭一

　　　　　　津田京一朗，藤田　　毅

　　　　同　小児科　　　岩谷　　一，神谷　哲郎

　症例は7歳男児で，TF，　PA，　MAPCAの診断．初

回手術時dual　supplyのないMAPCAを単純結紮し

たため，高度肺高血を呈したが，2回目狭窄部より末

梢側肺動脈再建を施行した．Pp／Ps＝0．83，　Rp＝8．2

Um2であったが根治術（右室流出路～肺動脈再建，

VSD閉鎖）は可能であった．　dual　supplyのある
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MAPCAでもその結紮のみに留めず，積極的に再建，

可及的に肺血管床を温存させるUnifocalizationを施

行すべきである．

　30．混合型総肺静脈還流異常症の3治験例

　　　　兵庫県立こども病院心臓血管胸部外科

　　　　　　前田　裕巳，山口　眞弘，大橋　秀隆

　　　　　　今井　雅尚，大嶋　義博

　　　　同　循環器科

　　　　　　許永龍，鄭輝男，三戸壽
　　　　三木市民病院外科　　　　　　橘　　秀夫

　　　　神戸大学第2外科　　　　　　細川　裕平

　混合型TAPUR　3例を報告した．いずれもIa＋II　a

型で，垂直静脈が左上葉のみの血流をうけるもの2例

であった．心エコー，肺動脈造影で還流部位を確認し

大動脈遮断を伴わない中～高度低体温体外循環下に

IIa型の修復と共に，垂直静脈に形成を加え左心耳基

部から左房にかけて端側に大きな吻合を作製し，いず

れも順調に経過している．一葉のみの血流が無名静脈

に還流する混合型においても，肺動脈左房吻合を加え

たtotal　correctionが望ましい．

　31．術後急性期に左心不全を呈した総肺静脈還流異

常症の1例

　　　　大阪大学小児科

　　　　　　小垣　滋豊，小川　　實，佐野　哲也

　　　　　　中島徹松下享，萱谷太
　　　　同　第1外科　　松田　　暉，中埜　　粛

　　　　　　　　　　　松村　龍一，川島　康生

　　　　同　放射線科

　　　　　　有沢　　淳，浜田　星紀，小塚　隆弘

　症例は2か月男児，TAPVD　Darling分類Iaで根治

術を施行した．術直後心エコーで左室径は術前10．5

mm（％of　normal　59％）から22．7mm（119％）と拡

大し，EFは13．6％と著明な左室収縮力の低下を認め

た．術直後からカテコラミン投与等の十分な管理によ

り数日間で左室収縮力は改善し救命し得た．TAPVD

では術前の左室容量が小さいことがあり，術後LOS

の発生に十分注意し対処していく必要があると思われ

た．

　32．新生児早期にJatene手術施行した完全大血管

転換症1型の2症例

　　　　徳島大学小児科　高橋　芳夫，松岡　　優

　　　　　　　　　　　西岡　敦子，黒田　泰弘

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　　　　　　遠藤　智久，江川　善康

日本小児循環器学会雑誌　第5巻　第3号

　　　　　　　　　　　北川　哲也，加藤　逸夫

　新生児早期のTGA　I型の2例に対しJatene手術を

施行し救命し得た．1例目は体重3，360gで出生し生後

9日目にJatene手術を施行したが，術後に肺動脈狭窄

（PS）をきたし生後9か月目にPS解除手術を施行し

た．2例目は体重2，410gで出生し生後6日目に

Jatene手術施行したが術後に進行する大動脈狭窄と

PSを起こしているが，現在外来で経過観察中である．

新生児期のTGA　I型のJatene手術は施行時期・手術

方法に一考を要すると思われた．

　33．完全大血管転位症に対するMustard手術後の

Jatene手術経験

　　　　近畿大学心臓外科

　　　　　　　　　　　北山仁士，城谷均
　生後75日でMustard手術を施行され，5年後に高度

肺高血圧を伴う肺静脈閉塞及び中等度の三尖弁閉鎖不

全と診断された1症例に対し，高度肺高血圧のために

左室はトレーニングされ，さらに三尖弁閉鎖不全は体

心室不全の徴候であると考え，5歳6か月時にMus－

tard手術のtake　down並びにJatene手術を施行し

た．術後は術前に見られた三尖弁閉鎖不全及び様々な

上室性不整脈も消失して，非常に良好なquality　of　life

が得られている．

　34．Shunt術後著しい換気血流不均等を示した

UVHの1例
　　　　大阪大学小児科

　　　　　　松下　　享，小川　　實，佐野　哲也

　　　　　　中島　　徹，萱谷　　太

　　　　同第1外科　 松田　暉，中埜　 粛

　　　　　　　　　　　松村　龍一，川島　康生

　　　　同　放射線科

　　　　　　有沢　　淳，浜田　星紀，小塚　隆弘

　UVH，　CAVV，　PA，　PDAの患児に対し，左右のB・T

shuntを行ったところ，左右のPAはnon－confluentと

なり，Xeを用いた換気血流シンチでは，右肺は左肺に

比し低換気にも関わらず血流は多く，著しい換気血流

の不均等を示した．左右のPAをパッチ拡大し，　cen－

tral　shuntを行ったところ，換気血流の不均等分布は

改善した．この換気血流不均等が低酸素血症を助長す

ることが考えられ，呼吸循環動態を含めた総合的な検

討が重要である．

　35．複雑心奇形に対するGlenn手術の検討

　　　　国立循環器病センター心臓血管外科

　　　　　　西垣　恭一，八木原俊克，岸本　英文
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　　　　　　山本　文雄，磯部　文隆，藤田　　毅

　複雑心奇形に対してGleen手術を過去5年間で14

例に施行した．（対象）症例は1歳8か月から15歳まで

の平均4歳10か月であった．疾患は単心室7例，

DORV　1例，房室錯位を伴うMA　1例，　TA　3例，お

よびPPS　2例であった．3例に高度の房室弁逆流を認

めた．（結果）右房圧は術前8．7より5．5mmHgへと有意

に低下した．動脈血酸素飽和度は術後平均76．5％から

83．4％と上昇した．また術前房室弁逆流の高度でない

11例では心胸廓比は平均59．8％から57．2％へと減少し

た．術前房室弁逆流の高度であった3例中2例は

Glenn手術後それぞれ1年5か月，1年2か月後に心

不全により遠隔死した．（まとめ）Glenn手術は複雑心

奇形に対するshunt手術として有用であるが房室弁逆

流を認めるものに対しては，Glenn手術を施行しても

逆流の減少は期待できず，心室機能が低下するまでに

弁に対する処置を考慮すべきである．

　36．大動脈縮窄（CoA）を合併した心房中隔欠損

（ASI））3症例

　　　　大阪大学小児科

　　　　　　萱谷　　太，小川　　實，佐野　哲也

　　　　　　中島　　徹，松下　　享

　　　　同　第1外科　　松田　　暉，中埜　　粛

　　　　　　　　　　　　松村　龍一，川島　康生

　　　　同　放射線科

　　　　　　有沢　　淳，浜田　星紀，小塚　隆弘

　症例1はASD　20×24mmで，　CoAを解除した後短

絡量は減少したが，肺高血（PH）・呼吸障害が改善せ

ず，3か月時ASDを閉鎖した．症例2はASD　16×18

mmでPHを認め，心不全・呼吸不全に対する内科的

治療の効果なく，11か月時subclinical　CoAを残し

ASDを閉鎖した．症例3はASD　lOmmでPHはな
く，3か月時高度のCoAを解除した後超音波上右心

系の拡大は改善した．全例術後経過は良好である．短

絡量はASDの大きさ・CoAの程度に左右され，個々

の血行動態に応じた治療法の選択が重要である．

　37．第4大動脈弓離断に第5大動脈弓の遺残を伴っ

た両大血管右室起始の1例

　　　　京都府立医科大学小児疾患研究施設

　　　　内科部門

　　　　　　福持　　裕，林　　鐘声，早野　尚志

　　　　　　神谷　康隆，浜岡　建城，尾内善四郎

　　　　同　外科第2部門

　　　　　　河内　秀幸，河合　隆寛，和田　行雄

　日齢7日男児．B型離断と同様の第4大動脈弓閉鎖，

第5大動脈弓遺残，両大血管右室起始，心室中隔欠損，

動脈管開存があった．根治手術後死亡したが，第4大

動脈弓閉鎖がB型離断の形を取る第5大動脈弓遺残

としては世界で2例目の報告で，その診断には大動脈

弓が低位であること，大動脈弓，左鎖骨下動脈，動脈

管がほぼ一点で結合し，下行大動脈につながる所見が

重要と考えられる．なお小顎症と耳介低位があり，染

色体は46，XY，14p＋であった．

　38．急性肝不全を呈した大動脈離断の1例

　　　　兵庫県立西宮病院小児科

　　　　　　　　　　　　村上　良子，羽場　敏文

　　　　　　　　　　　　永井利三郎，天野　晴美

　　　　大阪大学小児科　松下　　享，小川　　實

　　　　同　第1外科　　松田　　暉，川島　康生

　症例は在胎39週2，937gApgar　Score　9点で出生し

生後5日目突然全身チアノーゼ，ショック状態となり

当院未熟児センターに入院となる．心エコー検査によ

り大動脈離断と診断，低酸素症によるものと思われる

肝不全，DICを併発していた．動脈管の狭小化に対し

てのPGE1の投与と交換輸血により約10日間で肝機能

は正常化し一般状態も安定したので，生後24日目，阪

大病院でcoarctectomyを施行した．
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