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神谷哲郎（国立循環器病センター小児科）

近畿大学心臓小児科

　1．Wide　QRS　tachycardiaを呈した小児の早期

興奮症候群の1例

　　　　滋賀医科大学小児科

　　　　　　中川　栄二，西島　節子，奥野　昌彦

　　　　　　山脇　　保，藤関　義樹

　症例は7歳の女児．学校検診でWPW型心電図を指

摘され経過観察されていた．夏休み帰省中にWide

QRS　tachycardiaが出現したため，電気生理学的検査

を施行した．narrow　QRS　tachycardiaは容易に誘発

されたが持続性のWide　QRS　tachycardiaは誘発さ

れなかった，非持続性のWide　QRS　tachycardia　e：1頂

行性も逆行性も副伝導路を介するdual　accessory

pathway　tachycardiaと推定された．

　2．小児のWPW症候群に対するmexiletineの電

気生理学的影響

　　　　滋賀医大小児科　藤関　義樹，奥野　昌彦

　　　　　　　　　　　　西島　節子，服部　政憲

　小児のWPW症候群に対し，　mexiletine　2～3mg／

kgを静注し，その前後の電気生理学的変化に関し検討

した．副伝導路有効不応期，SAPI：ICは延長したが，

頻拍の誘発を完全に抑制することはできなかった．た

だし頻拍周期は延長し，それはAV時間，すなわち順

行性房室結節経由の伝導延長によるものであった．

mexiletineは第1選択とはなりえない．

　3．房室ブロック・QT延長で気付かれた心臓腫瘍

を伴う結節性硬化症の1新生児例

　　　　京都府立医大小児疾患研究施設内科部門

　　　　　　林　　鐘声，坂田　耕一，福持　　裕

　　　　　　早野　尚志，白石　　公，神谷　康隆

　　　　　　浜岡　建城，尾内善四郎

　新生児期に洞房ブロック，II度房室ブロックで発症

し，1か月時にはQT延長（QTc＝0．50）も伴うよう

になった．左室心内膜下にも及ぶ多数の心臓腫瘍を合

併した結節性硬化症の1例を報告した．β遮断剤の投

与でQTc＝0．45と改善し，　II度房室ブロックの程度も

改善した。心臓腫瘍とQT延長の報告はないようであ

るが，プルキンエ線維によく似た細胞から成る横紋筋

腫が心内膜下に存在したために，QT延長が生じた可

能性について考察し報告した．

　4．小児の房室結節回帰性頻拍の電気生理学的特徴

　　　　近畿大学心臓小児科

　　　　　　中村　好秀，横山　達郎，福原　仁雄

　　　　　　久保田佳伸，老木　美帆，三宅　俊治

　　　　　　砂川　晶生，篠原　　徹

　房室結節回帰性頻拍5例とデルタ波を認めない房室

回帰性頻拍5例について，臨床的，心電図学的特徴，

ディソピラミドに対する影響に対して検討した．

　ディソピラミドに対する有効性は，明かに房室回帰

性頻拍が優れていた．房室結節回帰性頻拍は，種々の

反応形態を示し，無効例の原因は房室伝導促進の関与

も考えられた．従って房室回帰性と房室結節回帰性頻

拍を区別することは極めて重要であるが，臨床的には

頻拍時のP波の確認以外には困難であると考えられ
た．

　5．完全右脚ブロックを合併した心室中隔欠損症の

1例

　　　　滋賀医科大学小児科

　　　　　　丸尾　良浩，服部　政憲，西島　節子

　　　　　　奥野　昌彦，大野　雅樹，藤関　義樹

　これまで開心術前のVSDに合併するCRBBBは膜

様部欠損孔の自然閉鎖に伴い，右脚近位部が欠損孔の

繊維化組織にまきこまれ中枢性ブロックを生じると考

えられてきたが，今回我々が経験した症例は，末梢性

ブロックを呈し従来と異なる機序の可能性がある．こ

れまでVSDに合併したCRBBBに関する電気生理学

的検査の報告は少なく，今後このような症例に対して

は積極的に行い解明してゆくべきである．

　6．単一膀帯動脈と心房中隔欠損・肺高血圧の1例

　　　　愛媛大学医学部小児科

　　　　　　向田　隆通，石川　純一，松本　修平

　　　　　　松浦　俊人，青井　　努，後藤　悟志

　　　　　　檜垣　高史，松田　　博
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　胎児期に胎盤機能不全，子宮内発育不全があり，単

一膀帯動脈であった11か月女児に，心臓カテーテル検

査を行い，心房中隔欠損症，原発性肺高血圧症と診断

した．単一膀帯動脈では，心血管系の奇形の合併が報

告されているが，原発性肺高血圧症の報告はない．し

かし，本症例では単一膀帯動脈のために，胎児期に慢

性的に低酸素状態になり，肺血管が収縮し肺血管床の

発育が障害され，原発性肺高血圧症が発症したと推察

された．

　7．三尖弁閉鎖・狭窄に肺動脈弁欠損，右室低形成

を伴った2例

　　　　大阪府立母子保健セソター小児循環器科

　　前野　敏也，広瀬

同　心臓外科

　　中田　　健，加藤

　　明渡　　寛福田

修，土谷　之紀

　寛，三浦　拓也

宏嗣

　本複合心奇形はきわめてまれなものであり，その心

エコー上の特徴は，1）心房中隔と心室中隔とは正常に

並列している．2）右房右室間は膜様物により閉鎖ある

いは小さな交通を認めるのみ．3）右室流出路は砂時計

状になっていて，肺動脈弁を認めない．4）右室は小さ

く，不規則な形（クローバー状）をしていてほとんど

収縮を認めない．などである，心血管造影では，動脈

管やBT　shuntを通して，肺動脈右室の順に造影さ

れる．

　8．極めてまれな大動脈弓離断を呈したDiGeorge

症候群の1剖検例

　　　　大阪市立小児保健センター循環器科

　　　　　　稲村　　昇，中川　　正，小川　　實

　今回我々は右鎖骨下動脈の起始異常と大動脈離断

（以下IAA）を合併したDiGeorge症候群を経験した．

右梼骨動脈からの逆行性大動脈造影でIAA　type　Bと

診断し，病理解剖で同症候群の診断を得た．DiGeorge

症候群の本邦での報告は少なく，IAAの報告も少な

い．しかし発生学的に見れぽ第3，第4鯉弓の発生異

常である本症群に第4鯉弓動脈の発生異常である

IAA　Type　Bの合併は多いと考えられた．

　9．VSD，　ASD，　CoAを合併したKabuki　make－up

症候群の1例

　　　　関西医科大学小児科

　　　　　　鈴川　純子，武部　充子，荻野　伸子

　　　　　　萬　　　満，荻野廣太郎，小林陽之助

　ASD，　VSD，　CoAを合併したKabuki　make－up症

候群の1例を報告した．生後25日の心カテーテル検査

日小循誌　7（3），1991

で，ASD（II），　small　VSD（II），　CoAを認め，　Pp／Ps

は0．46，Qp／Qsは2．82で，　CoAの圧較差は32mmHgで

あった．生後10か月でVSDは自然閉鎖した．1歳5か

月時の心カテーテル検査では，ASDのみ残存し，　Pp／

Psは0．3，　Qp／Qsは1．95であった．現在5歳11か月で

あるが，ASDは自然閉鎖の傾向にある．本症候群の心

奇形合併頻度は約30％と高率であり，注意深い心精査

が必要であろう．

　10．大動脈弁閉鎖不全症兼狭窄症を伴った
Galactosialidosisの姉妹例

　　　　徳島大学医学部小児科

　　　　　　高橋　芳夫，松岡　　優，秋田　裕司

　　　　　　武田　英二，黒田　泰弘

　心病変を合併した．Galactosialidosisの15歳と12歳

の姉妹例を経験した．姉は大動脈弁閉鎖不全（AR）

（Seller分類II度），大動脈弁狭窄（AS）（圧較差16

mmHg），心室中隔の肥厚（11mm）を認め，妹にはAR

（Seller分類II度），　AS（圧較差10mmHg），左室拡張

期径の増大（50mm）を認めた．本症はライソゾーム病

の1つであり，高分子物質が蓄積するために諸臓器障

害をきたすとされる．本症の生活管理上，心病変にも

注意を要する．

　11．狭心症様発作をきたした冠動脈病変を伴わない

1男児例

　　　　島根医科大学小児科

　　　　　　渡辺　弘司＊，羽根田紀幸，岸田　憲二

　　　　　　林　由利香，岩谷　　一，森　　忠三

　　　　広島大学小児科　　　　　　上田　一博

　　　　　　　　　　　（＊現，府中総合病院小児科）

　胸痛発作を主訴に来院し，一過性のST低下（心電図

所見）を呈した10歳男児例を経験した．本症は，校庭

マラソン時，登校時の2回の発作を認めたが，Tread－

mill　test，　Ergometer　test，　Ergonovin負荷試験のい

ずれにおいても発作は誘発されなかった．又，選択的

冠動脈造影所見にも異常を認めなかったことからcor－

onary　spasmによる一過性心虚血発作と考えた．

　12．一過性の好酸球増多および右片麻痺と心筋陰影

欠損（T1心筋シンチ）を示した心外膜心筋炎の1例

　　　　紀南綜合病院小児科

　　　　　　奥田真珠美，根来　博之，番　　　浩

　　　　　　岩橋　誠司，上原　俊宏，月野　隆一

　　　　同　心臓血管外科野村　文一，平中　俊行

　　　　和歌山県立医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　上村　　茂，小池　通夫
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　症例は13歳女児．胸内苦悶，発熱を主訴に受診した．

心エコー法で多量の心嚢液を認め，心嚢ドレナージを

施行．性状は白血球2，300／mm3，好酸球が21％と増加．

また4病日から30病日まで血中好酸球の増多を認め

た．5病日に，胸痛，V2～V5のST上昇，　T1心筋シン

チで心尖部，中隔の陰影欠損，心カテーテル検査では

冠動脈病変はなかったが，心尖部のakinesisを認め

た．本症例の病態に好酸球増多が関与していることが

示唆された．

　13．心筋梗塞パターンの心電図を呈した劇症心筋炎

の1剖検例

　　　　和歌山県立医科大学小児科

　　　　　　鈴木　啓之，南　　頼彰，平山　健二

　　　　　　上村　　茂，小池　通夫

　　　同　検査診断学

　　　同　第1病理

　　　同　第2病理

　　　和歌山労災病院小児科

症例は6歳男児．嘔吐，

前田　次郎

大島　　章

楠山　洋司

宮代　英吉

　　　　　　　　　　　　下痢で発症し全身倦怠感を

主訴に来院．血圧100／60mmHg，脈拍数88／分，整で心

雑音もなかったが，GOT　543U〃，　CPK　7，065U〃，

LDH　2，838U／1と高値．心電図では1，　aVF，　V5，　V6

誘導でQSパターンを認め，入院3日目に突然心室細

動を来し，蘇生に反応せず死亡．剖検で左室心筋内に

単核球を主とする強い炎症性細胞浸潤を認め，出血，

壊死巣も広範にみられ心筋炎を確認した．剖検時心筋

でコラーゲンのモノクローナル抗体の検討からType

I，IIIの増加を認めた．

　14．パソコンを用いた心疾患の診断と説明支援の試

み

　　　　滋賀医科大学小児科

　　　　　　西島　節子，藤関　義樹，梅村　典靖

　　　　　　服部　政憲，奥野　昌彦

　ハイパーテキストを用いて心疾患の診断や説明支援

のプログラムを作成した．このうち家族への説明プロ

グラムを実際に試みた．これは説明者側からの一方向

的な説明だけでなく家族の側かも積極的に参加するこ

とができる．また，画像だけでなく音声やアニメーショ

ンなども利用できる．

　今後，このようなマルチメディアを用いた方法がよ

り有用になると思われる．そのためにも情報交換の場

が持たれることが望まれる．

　15．チアノーゼ心疾患児の運動処方

　　　　国立療養所香川小児病院小児科

493－（139）

　　　　　　太田　　明，石原　哲也，古川　正強

　チアノーゼ心疾患児の運動処方を作成するために，

定量的運動負荷が可能なトレッドミル運動負荷を行

い，心拍数，血圧，酸素摂取量Vo2，乳酸，ピルビン

酸を測定した．チアノーゼ群はBruceのstage　IIまで

しかできず，Max　HR，　Vo2の上昇がコントロール群

に比べて悪かった．さらに同一酸素摂取量を得るのに

より多くの心拍数を必要とし，仕事効率が悪かった．

チアノーゼ群の運動強度もやはり，心拍数の増減でお

おむね推測できると思われた．

　16．胸骨右縁からの心断層エコーによる三尖弁の観

察

　　　　紀南綜合病院小児科

　　　　　　根来　博之，奥田真珠美，岩橋　誠司

　　　　　　番浩上原俊宏，月野隆一
　30例について胸骨右縁からの三尖弁短軸像の描出を

試み，前尖・後尖・中隔尖の三尖が同時に描出できる

か，また本法が有用であるかを検討した．胸骨右縁か

らの三尖弁短軸像は30例中25例で三尖を同時に描出す

ることが可能であった．弁尖は拡張期半閉鎖以降に明

瞭に観察された．胸骨右縁からの三尖短軸像によるカ

ラードップラー上の逆流は健常人では各弁尖の合致す

る中央部からであり，本法は三尖弁逆流の部位決定に

有用である．

　17．ファロー四徴症の肺動脈弁輪径について

　　　　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

　ファロー四徴症術前例76例の肺動脈弁輪径を計測

し，他の術前指標（肺動脈指数，左室拡張末期容積，

動脈血酸素飽和度，β遮断剤の使用の有無，チアノーゼ

発作の有無）との関連を検討した．肺動脈弁輪径は，

34％から122％（対正常）で，平均71．3±16．4％であっ

た．動脈血酸素飽和度と肺動脈指数及び左室拡張末期

容積の間には，それぞれr＝O．44，r＝0．39の相関を認

めたが，肺動脈弁輪径の間には，有意の関係を認めな

かった．

　18．MRIによる右室容積の評価にっいて

　　　　京都大学小児科

　　　　　　　　　　　　松村　正彦，吉林　宗夫

　　　　　　　　　　　　西岡　研哉，三河　春樹
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　　　　　　西島　節子，藤関　義樹，梅村　典靖

　　　　　　服部　政憲，奥野　昌彦

　ハイパーテキストを用いて心疾患の診断や説明支援

のプログラムを作成した．このうち家族への説明プロ

グラムを実際に試みた．これは説明者側からの一方向

的な説明だけでなく家族の側かも積極的に参加するこ

とができる．また，画像だけでなく音声やアニメーショ

ンなども利用できる．

　今後，このようなマルチメディアを用いた方法がよ

り有用になると思われる．そのためにも情報交換の場

が持たれることが望まれる．

　15．チアノーゼ心疾患児の運動処方

　　　　国立療養所香川小児病院小児科
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　　　　　　太田　　明，石原　哲也，古川　正強

　チアノーゼ心疾患児の運動処方を作成するために，

定量的運動負荷が可能なトレッドミル運動負荷を行

い，心拍数，血圧，酸素摂取量Vo2，乳酸，ピルビン

酸を測定した．チアノーゼ群はBruceのstage　IIまで

しかできず，Max　HR，　Vo2の上昇がコントロール群

に比べて悪かった．さらに同一酸素摂取量を得るのに

より多くの心拍数を必要とし，仕事効率が悪かった．

チアノーゼ群の運動強度もやはり，心拍数の増減でお

おむね推測できると思われた．

　16．胸骨右縁からの心断層エコーによる三尖弁の観

察

　　　　紀南綜合病院小児科

　　　　　　根来　博之，奥田真珠美，岩橋　誠司

　　　　　　番浩上原俊宏，月野隆一
　30例について胸骨右縁からの三尖弁短軸像の描出を

試み，前尖・後尖・中隔尖の三尖が同時に描出できる

か，また本法が有用であるかを検討した．胸骨右縁か

らの三尖弁短軸像は30例中25例で三尖を同時に描出す

ることが可能であった．弁尖は拡張期半閉鎖以降に明

瞭に観察された．胸骨右縁からの三尖短軸像によるカ

ラードップラー上の逆流は健常人では各弁尖の合致す

る中央部からであり，本法は三尖弁逆流の部位決定に

有用である．

　17．ファロー四徴症の肺動脈弁輪径について

　　　　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

　ファロー四徴症術前例76例の肺動脈弁輪径を計測

し，他の術前指標（肺動脈指数，左室拡張末期容積，

動脈血酸素飽和度，β遮断剤の使用の有無，チアノーゼ

発作の有無）との関連を検討した．肺動脈弁輪径は，

34％から122％（対正常）で，平均71．3±16．4％であっ

た．動脈血酸素飽和度と肺動脈指数及び左室拡張末期

容積の間には，それぞれr＝O．44，r＝0．39の相関を認

めたが，肺動脈弁輪径の間には，有意の関係を認めな

かった．

　18．MRIによる右室容積の評価にっいて

　　　　京都大学小児科

　　　　　　　　　　　　松村　正彦，吉林　宗夫

　　　　　　　　　　　　西岡　研哉，三河　春樹
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　同　放射線科　　　　　山下　敬司，小西　淳二

　　　　三菱京都病院小児科

　　　　　　　　　　　　天満　真二，上田　　忠

　　　　国立京都病院小児科　　　　　林寺　　忠

　先天性心疾患児11例にMRIによる右室容積の計測

を試みた．右室を楕円柱の集合とみなし，横断像での

トレースから断面像を得て，（断面積）×（スライス幅」一

スライス間隔）＝（1個の楕円柱の体積）を求めその総

和をもって右室容積とした．心血管造影法との比較で

は，拡張末期容積（r＝0．95），収縮末期容積（r＝0．94），

駆出率（r＝0．80）とも良好な相関を得た．MRI法は断

層心エコー図法よりも簡便で有用と思われた．

　19．新生児期Jatene手術後2例の肺内換気・血流

分布

　　　　大阪大学小児科

　　　　　　松下　　享，佐野　哲也，中島　　徹

　　　　　　萱谷　　太，岡田伸太郎

　　　　同　第1外科　　松田　　暉，川島　康生

　新生児期にLecompte法によりASOを施行した

TGA　2例に対し，　Xeを用いた局所肺機能検査を施行

した．症例1では左肺の換気不全と血流減少を，症例

2では右肺の血流減少のみを認めた．両症例とも前方

に移した肺動脈と共に左主気管支も前方に偏位してい

た．さらに症例1では後方に移された拡張した上行大

動脈がこれを圧迫し換気不全を呈したものと考えられ

た．本法では肺動脈系だけでなく気管支系への影響に

ついても注意する必要がある．

　20．川崎病による冠動脈内血栓の診断；超高速CT

（UFCT）による

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　黒江　兼司，木幡　　達，越後　茂之

　　　　　　寺口　正之，鈴木淳子，神谷哲郎

　　　　同　放射線科

　　　　　　内藤　博昭，斎藤　春夫，高宮　　誠

　川崎病既往児28例の冠動脈障害を，UFCTを用いて

評価した．UFCTにより冠動脈瘤が13例に認められた

が，冠動脈造影（CAG）では8例の瘤診断であった．

UFCTではCAGで描出できない閉塞した瘤も診断で

きた．UFCT上瘤内血栓を認めたものは7例であっ

た．瘤内血栓は冠動脈狭窄，さらには心筋虚血に至る

過程に関与していると考える．瘤内血栓を診断するこ

とは川崎病既往者に重要であり，UFCTはその診断に

大きな役割を果たすものと考えた．

　21．BWG症候群の1例における冠動脈再建術前後
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での心筋局所の血流・糖代謝の検討；PETを用いて

　　　　京都大学小児科　吉林　宗夫，松村　正彦

　　　　　　　　　　　　西岡　研哉，三河　春樹

　　　　同　核医学科　　玉木　長良，山下　敬二

　　　　　　　　　　　　米倉　義晴，小西　淳二

　　　　同　心臓血管外科　　　　　　伴　　敏彦

　BWG症候群の1小児において，冠動脈再建術前後

で，ポジトロソCT（PET）により，心筋局所の血流と

糖代謝の評価を行った．術前，PET上血流低下とFDG

集積増加を認め，2°1Tl　SPECT上固定性欠損を認めた

部位において術後血流と壁運動の改善を認めた．この

結果は，PETによる心筋viabilityの判定が正しく，201

Tl　SPECTによる判定には限界があることを示す．

PETは心筋の虚血とviabilityの評価に有用であっ
た．

　22．流出路部中隔欠損における早期大動脈弁逸脱例

の検討

　　　　京都府立医科大学小児疾患研究施設内科部門

　　　　　　坂田　耕一，福持　　裕，早野　尚志

　　　　　　白石　　公，神谷　康隆，林　　鐘声

　　　　　　浜岡　建城，尾内善四郎

　対象・方法：過去9年間に本学において手術し，確

定診断がえられた流出路部中隔欠損21例を臨床経過

で，A群：生下時から心不全症状を認めなかった10

例，B群：生下時心不全症状を認めるも途中（5か月

未満2例，2歳前後2例）で軽快した4例，C群：心不

全症状が持続していた7例に分類した．各群で手術所

見，カテーテル，心エコー所見を比較し大動脈弁逸脱

時期について検討した．

　結果：生下時または乳児期早期に逸脱していたと考

えられたのは約67％と高率であった．A群の乳児期早

期のもので弁変形や欠損孔が明らかでなく，small

VSDとのみ診断されていたものがあった．

　23．右室二腔症に伴う膜様部心室中隔欠損症に生じ

た大動脈弁逸脱の2例

　　　　和歌山県立医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　南　　頼彰，鈴木　啓之

　　　　　　　　　　　　上村　　茂，小池　通夫

　　　　同　胸部外科　　川崎　貞夫，後藤　融平

　　　　　　　　　　　　藤原　慶一，内藤　泰顕

　膜様部心室中隔欠損を伴う右室二腔症2例に大動脈

弁右冠尖の逸脱を認め，このうち1例で大動脈弁閉鎖

不全を合併していた．症例1は手術時年齢7歳男児で

右側大動脈弓，大動脈弁右冠尖の逸脱，大動脈弁閉鎖
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不全を合併していた．症例2は手術時年齢3歳男児で，

大動脈弁右冠尖の前方偏位および一部に逸脱を認め

た．右室二腔症に伴う大動脈弁の変形や閉鎖不全は，

今まで注目されていない合併症であり，文献的考察を

加えて報告した．

　24．VSD，　PA，　MAPCA　11例の考察

　　　　天理ようつ相談所病院小児循環器科

　　　　　　三谷　義英，田村　真通，田村　時緒

　長期に経過観察したVSD，　PA，　MAPCA　11例（男

3例，女8例）の自然歴を検討した．初診は1m～27y，

平均9y4m．経過観察期間は5年以上が5例，内20年以

上は2例．20歳以上の生存例は6例で，最高齢は34歳．

死亡は3例（自然死1例，脳膿瘍合併1例，術後死亡

1例）．平均CTR　O．59，　SaO274％，　Qp／Qs　1．21で，

2例が1．5以上．RAA合併3例．5例のCTR，4例の

SaO2の5年以上の経過中，有意な変化なし．20歳以上

の5例は職業につきおおむね自立して生活している．

　25．乳児期左冠動脈肺動脈起始の1例

　　　　大阪大学小児科

　　　　　　楠本義雄，佐野哲也，中島徹
　　　　　　松下　　享，萱谷　　太，岡田伸太郎

　　　　同　第1外科　　松田　　暉，川島　康生

　　　　同　放射線科　　　　　　　　有澤　　淳

　一部僧帽弁のパラシュート弁様変化を伴った左冠動

脈肺動脈起始の1乳児例を経験した．症例は8か月の

男児．生下時から哺乳力不良あり，生後2か月時に当

科受診．先天性僧帽弁閉鎖不全と診断し，強心剤・利

尿剤投与で経過観察したが，哺乳力不良は改善せず．

生後8か月時の超音波検査で左冠動脈から肺動脈に向

かう左右シャント血流を描出し，心臓カテーテル検査

で左冠動脈肺動脈起始と確定診断した．乳児期の虚血

の症状は非典型なものであり，本疾患の診断には経過

を追って注意深く観察する必要があると思われた．

　26．多発性冠動脈痩を伴う「静脈管開存」の1例

　　　　岡山大学小児科　森　　一博，土肥　嗣明

　　　　　　　　　　　　鎌田　政博，山本　裕子

　　　　国立岡山病院小児医療センター立石　一馬

　　　　近畿大学心臓小児科　　　　　砂川　晶生

　多発性冠動脈痩を伴う門脈肝静脈痩の9歳男児例を

報告した．児は，冠動脈痩閉鎖術後も心拡大が持続す

るため再精査となった．拡大した肝静脈は右側に偏位

し，カテーテルは肝静脈経由で門脈に挿入された．上

腸間膜動脈造影の静脈相で，門脈は肝内門脈枝に乏し

く，造影剤は，門脈から直ちに肝静脈へ流入した．こ
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の門脈肝静脈痩は静脈管の開存によると考えられ，本

症例の肝静脈および心臓の拡大の原因の一つと考えら

れる．

　27．Shone症候群の所見を呈した三心房心の1幼

児例

　　　　和歌山県立医科大学胸部外科

　　　　　　後藤　融平，内藤　泰顕，藤原　慶一

　　　　　　東上　震一，高垣　有作，吉田　成彦

　　　　　　野口　保蔵，川崎　貞男

　　　　同　小児科

　　　　　　鈴木　啓之，南　　頼彰，上村　　茂

　症例は2歳の女児で，三心房心に大動脈縮窄を合併

していた．僧帽弁は，anterior　papillary　muscleが太

く，これに付着するchordaeが短縮していたために，

弁の開閉を障害し，狭窄兼閉鎖不全をきたしていた．

また，異常隔壁からposterior　comissure側の僧帽弁

に付着する索状物を認めた．その組織は，muscle　layer

を有していないfibroelastic　tissueから成っていた．

　28．術後心精検で検出した心室瘤3例

　　　　天理よろず相談所病院小児循環器科

　　　　　　田村　真通，三谷　義英，田村　時緒

　先天性心疾患の開心術後7年0か月から9年3か月

に施行した心精検で左心室瘤の3例を経験し，うち1

例は瘤切除術を施行した．心室瘤は開心術時の左室

Vent挿入に伴う心筋損傷に起因すると考えられ，左室

Vent挿入症例の術後経過観察では，心エコー検査など

で左室心尖部の心室瘤の検索にも留意を要する．心室

瘤の合併症としては血栓塞栓症，不整脈，突然死があ

り，症例によっては早期外科的治療が適切であると思

われた．

　29．乳児期早期に共通房室弁置換術を施行した完全

型心内膜床欠損兼両大血管右室起始症の1例

　　　　徳島大学小児科

　　　　　　　　　　　　秋田　裕司，松岡　　優

　　　　　　　　　　　　高橋　芳夫，黒田　泰弘

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　北川　哲也，滝　　浩樹，加藤　逸夫

　　　　同　第2外科

　　　　　　　　　　　　日野　直樹　江川　善康

　症例は1か月の男児で，心雑音，チアノーゼのため

入院した．心エコー検査などから，完全型心内膜床欠

損，両大血管右室起始，肺動脈狭窄，単心房，左上大

静脈，半奇静脈結合および高度の共通房室弁閉鎖不全

と診断した．内科的には心不全の改善が得られず，弁
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修復も難しいと判断し，3か月時に共通房室弁置換術

を施行した．術後102日目に肝不全のため失ったが，乳

児期早期の共通房室弁置換術例として貴重な症例であ

ると思われた．

　30．Hardy手術後にBidirectional　Glenn手術を

追加したEbstein病の1例

　　　　大阪大学第1外科

　　　　　　笠井由美子，松田　　暉，中埜　　粛

　　　　　　島崎　靖久，金香　充範，小林順二郎

　　　　　　川島　康生

　Ebstein病に対し，6歳時三尖弁挙上転位術＋弁輪

形成術及びASD閉鎖術を施行したが，術後も三尖弁

逆流が残存し，労作時呼吸困難，肝腫大，心拡大が進

行したため，再度の弁転形成術とBidirectional　Glenn

手術を行った．再手術後も三尖弁逆流は残存したが，

心胸郭比の縮小，臨床症状の改善を認め，右房圧は，

15mmHgから7mmHgへと低下した．本繊は，三尖

弁逆流を主とするEbstein病に対する自己弁温存術式

として有用と考えられる．

　会長要望演題

　InterVentiOnal　CatheteriZatiOn

　　　　国立循環器病センター小児科　神谷　哲郎

　Interventional　catheterization（IC）について，歴

史的経過と現状を概説した．昨年タイでおこなわれた

第3回世界小児心臓学会においては，全演題の7％が

ICに関するものであった．またわが国では，本年1月，

第1回日本Pediatric　interventional　cardiology研究

会が発足した．ICの技術，方法はなお進展しつつあり，

一層の進歩が望まれる．

　要望演題

　1．肺動脈弁狭窄症に対するBalloon　ValvUloplas・

ty一乳児期重症肺動脈弁狭窄例での試み一

　　　　京都府立医科大学小児疾患研究施設内科部門

　　　　　　浜岡　建城，坂田　耕一，福持　　裕

　　　　　　白石　　公，早野　尚志，神谷　康隆

　　　　　　林鐘声，尾内善四郎

　重症肺動脈弁狭窄の乳児6例に対してBalloon

Valvuloplastyを施行した．6例中4例で右室肺動脈

圧較差は110．3±6．9mmHg→26．7±5．3mmHgに改

善し持続した．乳児期重症例では年長児に比し右室流

出路・肺動脈弁口部・肺動脈の解剖学的位置関係およ

びガイドワイヤーとカテーテルとの“すべり”などの

点で操作が困難であった．また，Valvuloplasty終了後

での一過性の右室過剰運動・流出路狭窄が強かった．
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過剰運動にはβ・blockerが効果的であった．

　2．井上カテーテルによるPS・ASの治療経験

　　　　三菱京都病院小児循環器科

　　　　　　　　　　　　天満　真二，上田　　忠

　　　　京都大学小児科

　　　　　　吉林　宗夫，松村　正彦，西岡　研哉

　　　　医仁会武田病院心臓外科　　　井上　寛治

　肺動脈弁狭窄（以下PS）5例，大動脈弁狭窄（以下

AS）2例に対して，井上バルンカテーテルを用いて経

皮的弁形成術を行った．PSは，ファロー術後で吻合部

狭窄合併例を除く4例で有効であった．ASは1例が

有効で，1例は無効であった．PSは，井上バルーソカ

テーテルを治療の第1選択としてよいと考えられた

が，ASに対しては年齢，重症度等を考慮し適応を決定

して，症例を蓄積し，有効性を判断すべきと考えられ

た．

　3．乳児期にballoon　valvuloplastyを施行した大

動脈弁狭窄の1例

　　　　島根医科大学小児科

　　　　　　羽根田紀幸，岸田　憲二，岩谷　　一

　　　　　　坂口美奈子，森　　忠三

　生後3か月，体重6．6kgの大動脈弁狭窄の男児に経

皮的大動脈弁形成術を施行した．左大腿動脈を穿刺し，

シースは5．5Fを，バルンカテは5mmのドッターカ

テーテルを用いた．大動脈弁での圧較差は66mmHgか

ら55mmHgに低下し，術前に認められた不機嫌な哺泣

発作の頻度・程度が減少した．合併症は認めなかった．

患児の成長後，大きなサイズのバルンカテで，再度経

皮的大動脈弁形成術を施行する予定である，

　4．大動脈弁狭窄・大動脈弁上狭窄合併例のバルンに

よる弁狭窄裂開を試みた1例

　　　　国立療養所香川小児病院心血管外科

　　　　　　　　　　　　松村　長生，西村　哲也

　　　　同　小児科　　　　　　　　太田　　明

　患者は9歳男子．心雑音，胸痛

　大動脈弁上狭窄は手術適応外と思われたが，大動脈

弁狭窄の圧差90mmHg及び胸痛があるので，大動脈弁

狭窄をバルーンにて裂開した．しかし，大動脈弁上狭

窄を損傷しそうに思われ，圧較差がバルン裂開前，120

mmHgであったが・ミルソ裂開後70mmHgと十分に下

降せず，手術に移行した．手術時大動脈弁の弁尖に裂

開がみられ，交連部の裂開はみられなかった．弁交連

切開及び，Doty手術を行い，良好な経過を得，術前90

mmHgの圧較差が19．4mmHgとなった．
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　5．Rashkind法による経静脈的動脈管閉鎖術の経

験

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　津田　悦子，黒江　兼司，須田　憲治

　　　　　　野木　俊二，新垣　義夫，越後　茂之

　　　　　　神谷　哲郎

　Rashkind　Occluder　Systemによる経皮的動脈管閉

鎖術を12例に施行した．平均2か月の経過観察中動脈

管閉鎖は7例（58％），極めてわずかの短絡3例，軽度

の短絡2例であった．中等度以上の短絡2例であった．

中等度以上の短絡例はみられなかった．短絡は，全例

で少なくとも減少した．合併症はみられなかった．

　6．Blalock－Taussig吻合術後の狭窄に対する経皮

的血管形成術の経験

　　　　国立岡山病院心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　森田　照正，藤田　邦雄

　　　　　　　　　　　　岸　　淳彦，谷崎　真行

　　　　同　小児医療センター　　　　立石　一一馬

　3例のBlalock・Taussig吻合術後の狭窄に対し経

皮的血管形成術を試みた．手術後，経過観察中に症状

の悪化を認めたため，9歳　4歳，3歳時に，手術後

各5．3年，3．6年，2．4年に施行した．狭窄部位は，末梢

鎖骨下動脈，末梢肺動脈，人工血管内に認めた．この

3例では狭窄部位が特殊で十分な狭窄の改善は認めら

れなかったが，一般的な吻合部狭窄に対して，経皮的

血管形成術は有効な非手術的治療法であると考える．

　7．Blalock・Taussigシャントの狭窄に対するPTA

の経験

　　　　倉敷中央病院心臓病センター小児科

　　水戸守寿洋，馬場

　　脇　研自

同　心臓血管外科

同　小児科

清，大崎　　秀

　Blalock－Taussigシャソトの狭窄に対して，

延べ4回のPTA（Percutaneous　Transluminal　An－

gioplasty）を試みた．症例はいずれもBlalock－

Taussigシャント手術後2か月から2年の間にあっ

た．どの症例でもシャント手術後いったん改善したチ

アノーゼが再び増悪したり，シャント音が聴取しにく

くなった時点でPTAを施行した．

　PTA施行中は特に問題となる合併症は見られな

かった．Blalock－Taussigシャントの狭窄に対して

PTAを施行する上でのこつは，まず細いバルソから

順次太くして行くことと，バルン拡張時間もできる限

り順次延長していくことと考えられた．PTA施行後

は，全症例ともチアノーゼの改善や運動能力の改善

シャント音の増大などが見られ，PTAはBlalock－

Taussigシャントの狭窄が見られる症例にとって新た

な短絡手術を回避する上で有用な手段と考えられた．

神崎　義雄

田中　陸男

　　　3例に
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