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尾内善四郎（京都府立医科大学）

近畿大学心臓小児科内

　1．乳児期早期に発症し急激な転帰をとった原発性

肺高血圧症の1例

　　　　大阪大学小児科

　　　　　　三輪谷隆史，萱谷　　太，稲村　　昇

　　　　　　佐野　哲也，岡田伸太郎

　新生児期に呼吸器症状を認めず，生後40日ころから

哺乳量低下，陥没呼吸が出現した．原発性肺高血圧症

を疑い，02投与・血管拡張剤を投与したが，生後65日

目に呼吸不全で失った．剖検で小肺動脈から中型肺動

脈におよぶ中膜と内膜の肥厚がみられHeath－
Edward分類III度と診断した．本症例は臨床経過，病理

所見から原発性肺高血圧症と考えられ，又，剖検での

不均一な肺胞の未熟性と壁の著しい肥厚，気管支攣縮

が急激な増悪因子の1つと考えられる．

　2．敗血症に起因すると思われる心筋内膿瘍から仮

性心室瘤を形成し，心タンポナーデを来たし死亡した

黄色ブドウ球菌性感染性心内膜炎の1例

　　　　京都府立医科大学小児科学教室

　　　　　　　　　　　　小松　博史，沢田

　　　　同　小児疾患研究施設内科部門

　　　　　　　　　　　　　　林　　鐘声

同　病理学教室　南川　哲寛，松下　弘二

　感染性心内膜炎の起炎菌として，黄色ブドウ球菌は，

基礎心疾患の有無に関わらず発症し，急激な経過を示

すことも多く，また弁輪部膿瘍など重篤な合併症を持

つことから，重要視されている．今回我々は，一見良

好な経過を示していた黄色ブ菌性IE例で突然心タン

ポナーデで死亡し，病理所見からは弁輪部膿瘍を持た

ず，敗血症により形成された心筋内膿瘍に起因する心

室瘤と考えられた1例を経験したので若干の文献的考

察を加え報告した．

　3．心筋病変を合併したBecker型筋ジストロ

フィーの1例

　　　　滋賀医科大学小児科

　　　　　　相坂　　明，藤関　義樹，島田　司巳

　症例は15歳男児，6歳児に進行性筋dystrophyを疑

われ，筋生検の結果Becker型と診断された．昨年，検

診でV5，　V6にdeep　Q，　V1，　V2にhigh　voltage　R等

のECG異常を指摘された．心エコー検査で，左室後壁

に高輝度領域を認めた．また，僧帽弁逸脱と心室中隔

奇異性運動があり，駆出率は49％であった．T1心筋シ

ンチで同部位のRI集積の低下を認めた．　Becker型

も，本例の様に心筋障害の合併例があり，定期的な心

機能評価が必要と思われた．

　4．右肺動脈上行大動脈起始に大動脈肺動脈中隔欠

損を合併した1手術例

　　　　徳島大学医学部小児科

　　　　　　秋田　裕司，松岡　　優，田口　義行

　　　　　　久保　雅宏，黒田　泰弘

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　北川　哲也，三木　　理

　　　　　　　　　　　　江川　善康，加藤　逸夫

　症例は日齢20日の男児で，心雑音および呼吸不全を

認めた．心エコー検査により右肺動脈上行大動脈起始，

大動脈肺動脈中隔欠損および心房中隔欠損と診断し，

日齢26日に手術に成功した．手術には大動脈肺動脈欠

損孔が新しい右肺動脈入口部となるように直接吻合す

る新しい術式を用いた．この術式は術後の吻合部狭窄

の危険性が少なく，このタイプの右肺動脈上行大動脈

起始および大動脈肺動脈中隔欠損の合併例に有用であ

ると思われた，

　5．新生児の心エコー検診一IAS　shuntにっいて

　　　　倉敷中央病院小児科

　　　　　　脇　　研自，豊原　啓子，水戸守寿洋

　　　　　　馬場　　清，吉光　　一，亀山　順治

　　　　　　田中　陸男

　当院産科で出生した成熟新生児2，625例に対し，生後

2日目に心エコー図・カラードップラー検査を施行し，

今回は心房間短絡について検討した．心房間短絡を認
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めたものは395例で，そのうち73例について経過を追っ

た．生後1ヵ月では89．0％と高率に心房間短絡の残存

を認めたが，1歳時には7．7％と，そのほとんどが一過

性であり，心房中隔欠損の自然閉鎖などとの鑑別が必

要と思われた．

　6．小児期における大動脈脈波速度の意義について

　　　　国立呉病院小児科・新生児科

　　　　　　渡辺　弘司，津田　悦子，田中　丈夫

　　　　　　荒光　義美，中森美津子，豊岳　正彦

　　　　　　高田　和夫

　小児80名を対象として小児期における大動脈脈波速

度（PWV）に影響を与える因子について検討した．

PWVは収縮期血圧，肥満度，左室短縮率，僧帽弁血流

比（A／R比），年齢，総コレステロール値と有意な単相

関関係を示したが，動脈硬化指数（LDL／HDL），拡張

期血圧，体重，身長とは有意な関係を示さなかった．

多変量解析では収縮期血圧，総コレステロール値，A／

R比の組み合わせがもっともPWVと良い相関を示
した．

　7．健常小児における血中エンドセリン濃度

　　　　京都大学小児科　吉林　宗夫，松村　正彦

　　　　　　　　　　　　西岡　研哉，三河　春樹

　　　　三菱京都病院小児科

　　　　　　　　　　　　天満　真二，上田　　忠

　　　　京都大学第2内科

　　　　　　　　　　　　中尾　一一和，斎藤　能彦

　　　　　　　　　　　　白神豪太郎，井村　裕夫

　目的：小児における血中エンドセリン様免疫活性

（ET－1－LI）濃度の正常値を定める．方法：対象は生後

5日から15歳までの健常児70例（男37，女33）および

健常成人11例（男6，女5）．既報のラジオイムノアッ

セイ（BBRC　1989；161：320）により血中ET－1－LI濃

度を測定した．結果・結論：健常人の血中ET－1－L1濃

度は，生後3ヵ月までは高値（約2倍）であり，以後

は成人までほぼ一定である．男女差はない．

　8．川崎病による冠動脈障害におけるACバイパス

術前後の左室パフォーマンスー心プールイメージング

による検討一

　　　　国立循環器病センター小児科

　　津幡　眞一，

　　脇　　千明，

　　鈴木　淳子，

同　放射線科

中村　　浩渡辺

小野　安生，木幡

神谷　哲郎

西村　恒彦，高宮

健

達

誠

重症冠動脈障害のためACバイパス術を施行された

577－（75）

川崎病既往児6例にTc－99m運動負荷心プールイメー

ジングを行い，術前後の安静時および運動負荷時の左

室収縮能，拡張能を評価した．収縮期指標として

LVEFを，拡張期指標として1／3FF，1／3FRmを算出

した．ACバイパス術前後でLVEFは変化しなかった

が，1／3FF，1／3FRmは術後全例増加した．

　9．肺動脈閉鎖を伴うファロー四徴における肺血流

シンチグラムー主として“統合的肺動脈再建術”前後

の評価一

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　渡辺　　健，中村　　浩，小野　安生

　　　　　　木幡　　達，津幡　眞一，脇　　千明

　　　　　　神谷　哲郎

　　　　同　心臓外科　　　　　　　　八木原俊克

　　　　同　放射線科　　西村　恒彦，高宮　　誠

　目的，対象，方法：主要体肺側副血行路（MAPCA）

を有するファP一四徴，肺動脈閉鎖（TOF－PA）に施

行された“統合的肺動脈再建術”（UF）による肺血流

再建を，その前後における99mTc－MAA肺血流シソチ

グラフィー（以下LPS）によりDSA所見と対比検討し

た．肺血流の評価は視覚的に行った．まとめ：TOF－

PA－MAPCAに施行されたUFによる肺血流再建を

評価するにあたり，LPSは有用と考えた．

　10．MRIが診断に有用であった肺分画症の2幼児

例

　　　　和歌山県立医科大学小児科

　　　　　　神波　信次，上村　　茂，鈴木　啓之

　　　　　　南　　頼彰，小池　通夫

　　　　同　循環器内科　　　　　　　吉田　　茂

　　　　同　胸部外科　　横井　秀樹，内藤　泰顯

　肺分画症の2症例（2歳3ヵ月女児，左ILS，2歳2

ヵ月女児，右ILS）に対してCT，血管造影及びMRI

を施行した．2症例ともに分画肺に流入する異常血管

をMRIで明瞭に描出でき診断に有用であった．又

MRIでは前額断，矢状断像により病変範囲を正確に評

価できその性状においてもCTより詳細な所見が得ら

れた．小児肺疾患の診断においてもMRIは非侵襲的

検査法であり積極的に行う価値があると思われた．

　11．MRIによる組織性状にっいて検討したTuber・

ous　sclerosisに伴う心内腫瘍を有する1乳児例

　　　　和歌山県立医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　上村　　茂，南　　頼彰

　　　　　　　　　　　　鈴木　啓之，小池　通夫

　　　　同　循環器内科　　　　　　　吉田　　茂
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　　　　日高総合病院小児科

　　　　　　堀江　延和，山家　宏宣，家永　信彦

　1歳1ヵ月の女児．生後4ヵ月，無熱時に痒i李出現，

頭部CTで石灰化を有するcortical　tubersを認め結

節性硬化症と診断した．心断層エコー法では，左室心

尖部側に1個，右室自由壁に1個の心内腫瘍を認めた．

7ヵ月時，MRIを実施した．　T1強調像は，　Modified

spinecho法でTR時間を150msec，380msec，500msec

と3種撮像し，T2強調像も撮像した．腫瘍はT1時間が

短く，T2時間が延長していた．　Cine　MRI法では腫瘍

に伴う狭窄は認めなかった．MRIは，心内腫瘍の形態

のみならず，組織性状を知る有用な検査法である．

　12．Congenital　cystic　adenomatoid　malforma－

tion左上葉切除術後の左右肺動脈血流のfollow・up

の1例

　　　　国立呉病院新生児科

　　　　　　　　　　　　津田　悦子，高田　和夫

　　　　同　小児科　　　　　　　　　渡辺　弘司

　　　　同　小児外科　　山東　勤弥，八木　　誠

　生後0口にCCAM（type　l）のため，左上葉切除術

を施行した症例の左右肺動脈血流の変化をパルスドプ

ラーで術後1ヵ月間follow・upした．（1／2×左または

右肺動脈径）2×π×駆出時間×平均血流速度×HRか

ら左右肺血流量を算出した．左肺血流量は術後10日か

ら増加し，右肺血流量は術後4日最大となり，術後14

日で左右肺血流量はほぼ一定となった．術後32日でR／

Lは2．23であった．胸部X－P，肺血流シンチの所見と

一
致した．

　13．血栓形成を認めた川崎病による巨大冠動脈瘤の

2例

　　　　愛媛大学小児科

　　　　　　檜垣　高史，石川　純一，向田　隆通

　　　　　　松本　修平，青井　　努，後藤　悟志

　　　　　　宮崎　正章，松田　　博

　川崎病後遺症として巨大冠動脈瘤を残した2症例に

対し抗血小板療法を行っていたが，瘤内に血栓形成が

認められた．MRIによる血栓の描出はT1強調像のみ

では不可能であり，T2強調像と比較すれぽ瘤内血流が

血栓より高信号領域であることより描出可能であっ

た．巨大冠動脈瘤を残した症例には抗血小板療法のみ

では不十分であり，絶対に抗凝固療法の併用が必要で

あると考えられた．

　14．心室中隔欠損を伴わない末梢性肺動脈狭窄の検

討一特にその自然歴にっいて一
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　　　　天理ようつ相談所病院小児循環器科

　　　　　　田村　真通，三谷　義英，田村　時緒

　他の心疾患を伴わない末梢性肺動脈狭窄17例につい

て，特にその自然経過歴を検討した．聴診所見で全例

背部でも前胸部と同様に2ないし3度の収縮期雑音を

聴取しているのが特徴的であった．血行動態の推移を

検討し得た12例中8例が，2年10ヵ月から11年11ヵ月

の経過で主肺動脈圧が正常化した．正常化確認年齢は

3歳3ヵ月から16歳11ヵ月であった．末梢性肺動脈狭

窄は自然寛解する例が多く，自然経過をふまえた診療

方針が重要と思われた．

　15．Subaortic　ridgeを合併した心室中隔欠損の臨

床的検討

　　　　岡山大学小児科

　　　　　　鎌田　政博，森　　一博，土肥　嗣明

　　　　　　山本　裕子，野村　博昭，大月　審一

　　　　　　清野　佳紀

　　　　社会保険広島市民病院小児科　西　　　猛

　　　　同　心臓外科　　　　　　　　大庭　　治

　24例（VSDの6．1％）のSubaortic　ridge（SAR）．

VSD合併例を経験した．男児に多く（19：5），54％で

漏斗部中隔のmalalignment（Mal）を認めた．　Malは

VSD上方にSARを認めた例では後方偏位，　VSD下

方にSARを認めた例では前方偏位であった．　SAR合

併例ではARの合併率が高く，SARによる乱流の影響

と考えられた．SARにはfibrous，丘bromuscular，

muscularの3種がみられ，　fibrousが83％と最多で，

丘brous例では形状，圧較差の変化は緩徐であった．

　16．脳症を合併したファロー四徴症の臨床的検討

一βプロッカーとの関連性について一

　　　　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，大持　　寛

　　　　　　林　　鐘声，浜岡　建城，尾内善四郎

　　　　大津市民病院心臓血管センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　糸井　利幸

　脳症を合併したファロー四徴症の6例（3例に重度

心身障害が残存）を経験した．全例βプロッカーの塩

酸carteolol（0．1～0．2mg／kg／day）が投与されてい

た．うち5例が前日，感冒や絶食状態にあった．脳炎，

電解質異常などを示唆させる検査所見はなく，無酸素

発作の重積でもなかった．しかし15～51mg／dl（平均

35）と低血糖症例が多く，βプロッカーが関与していた

可能性が示唆された．

　17．経皮的肺動脈弁形成術後の右室肺動脈間圧較差
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と使用バルーン径の関係

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　小笹　　浩，布施　茂登，黒江　兼司

　　　　　　越後　茂之，小野　安生，新垣　義夫

　　　　　　神谷　哲郎

　　　　同　放射線科　　木村　晃二，高宮　　誠

　　　　武田病院心臓外科　　　　　　井上　寛治

　経皮的肺動脈弁形成術における使用バルーン径と

PTPV　1年後の圧較差との関連を検討した．PTPV前

の圧較差に対して1年後の圧較差の減少率をとるとバ

ルーン径／肺動脈弁輪径比が0．9～1．2症例は1．2以上の

症例より有意に大きかった，結果から至適バルーン径

は100～120％の間にあると考えた．径の大きなバルー

ソ径は拡大時のスピードが遅く狭窄部を切るという点

で不利な可能性がある．

　18．乳児期発症の潜在性WPW症候群の1例

　　　　滋賀医科大学小児科

　　　　　　山崎　裕通，奥野　昌彦，西島　節子

　　　　　　藤関　義樹，島田　司巳

　　　　同　第2外科

　　　　　　野島　武久，尾上　雅彦，森　　渥視

　　　　関西医科大学小児科　　　　　荻野廣太郎

　症例は6ヵ月の女児．上室性頻拍症に対する治療方

針の決定及び管理目的で当科に入院となった．電気生

理学的検査などにより，右側前壁に副伝導路を持つ潜

在性WPW症候群と診断した．薬物治療に抵抗性を示

したため，副伝導路切断術を施行した．潜在性副伝導

路を持つ上室性頻拍症では大部分の症例で副伝導路は

左側にあるといわれているが，本症例はこの点でまれ

なケースであった，

　19．異所性心房性頻拍により心不全を呈したASD，

VSDの新生児例

　　　　大阪大学小児科　稲村　　昇，萱谷　　太

　　　　　　　　　　　　佐野　哲也，岡田伸太郎

　　　　同　第1外科　　光野　正孝，松田　　暉

　ASD，　VSD，　PHに合併した異所性心房性頻拍と思

われる1新生児例を経験した．多彩な心電図を呈した

が，ATPを静注した心電図と経過中の心電図より異

所性心房性頻拍と考えた．各種抗不整脈薬に抵抗し心

不全の改善は見られず，外科治療を前提に心臓カテー

テル検査を行った．検査後洞調律に復し心不全は劇的

に改善し，不整脈の再発なく経過順調である．治癒の

機序はジゴキシン，プロプラノロールの薬剤，Seda－

tionの影響そして自然治癒も考えられた．
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　20．Disopyramide静注時に高度房室ブロックをみ

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

　　　　　　坂田　耕一，大持　　寛，白石　　公

　　　　　　浜岡　建城，尾内善四郎

　症例は5歳の時にファロー四徴の開心術をうけ，2

枝ブロックとなり，11歳の時に運動誘発性の房室ブ

ロックのため，発作時の息切れ，動悸が出現した．安

静時H－V時間＝50msec，ヒス・プルキソエ系（HPS）

有効不応期く410msec，140／分以上の心房ペーシソグ

でH－Vブロックを示した．disopyramide（1．2mg／kg）

の静注では，9分後に3：1H－Vブロックとなり，1：1

伝導に戻るのに，約1時間要した．HPSの予備能評価

の1検査法としての有用性と，2枝ブロック例への使

用には，慎重な配慮のいることを報告した．

　21．小児期の心室性頻拍の診断と治療

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　川出麻由美，松田　雅弘，大内　秀雄

　　　　　　広田　浜夫，中島　　徹，新垣　義夫

　　　　　　神谷　哲郎

　小児期のVT50例について検討した．持続性（S）25

例，非持続性（NS）25例．起源はSのうち単源性21例

（LV　9例，　RVI2例），多源性3例，　NSでは単源性22

例（LV　6例，　RV16例），多源性2例．治療後VTを2

年以上みない症例はS13例中6例，　NS11例中6例．タ

リウム心筋イメージングで潅流欠損を認めたのはS

4例，NS　1例であった．運動により誘発され症状を伴

うVTは要注意と考えられた．

　22．ファロー四徴症根治術後の不整脈についての検

討

　　　　和歌山県立医科大学胸部外科

　　　　　　西岡　武彦，藤原　慶一，高垣　有作

　　　　　　関井　浩義，駒井　宏好，内藤　泰顕

　　　　同　小児科

　　　　　　上村　　茂，南　　頼彰，鈴木　啓之

　近年ファロー四徴術後遠隔期の不整脈，心不全など

が問題となっている．今回我々は不整脈を中心に検討

した．＜対象及び方法＞28例のファロー四徴根治術症

例を対象とした．年齢は1～36，平均6．0歳，成人例は

2例であった．これらに対し，12誘導及びHolter心電

図により，不整脈，伝導障害につき検討した．〈結果〉

全例房室ブロック及び左脚ブロックは認めなかった．

完全右脚ブロックを6例（21．4％）に認めた．心室性
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不整脈はLown　O度13例（52．4％），　Lown　1度10例

（41．6％），Lown　4　A度1例（4．2％）であった．　Lown

4Aの1例はcouplet　2／日と重篤なものではなかっ

た．心室性不整脈と，手術時年齢，心停止時間，術後

血行動態，完全右脚ブロックとの間に関係は認めな

かった．

　＜結語＞28例のファロー四徴根治術後の不整脈につ

いて検討した．Lown　3度以上の不整脈は1例で，重篤

なものではなかった．完全右脚ブロック合併は2L4％

と著しく減少し，右脚温存の努力の効果が得られた．

　23．先天性完全房室ブロックのペースメーカー植え

込み術の適応についての検討

　　　　近畿大学心臓小児科

　　　　　　中村　好秀，横山　達郎，砂川　晶生

　　　　　　篠原　　徹，三宅　俊治，久保田佳伸

　　　　　　福原　仁雄

　先天性心疾患の合併しない完全房室ブPック9症例

について，ペースメーカー適応を考慮すべき時期や適

応基準を検討したので報告した．運動誘発性心室性期

外収縮を9例中4例に認めた．すべて10歳以上であっ

た．術前・術後の最大酸素摂取量では，心室上限レー

ト175／分の症例は，運動能は改善したが，125／分の症

例は，術後の運動能は低下していた．治療は救命を目

的とするものから今後，生活状況の充実を目的として

決定される必要がある．

　24．単心室に対するtotal　cavopulmonary　con－

nectionによるFontan型手術の2治験例

　　　　大阪大学第1外科

　　　　　　飯尾　雅彦，松田　　暉，島崎　靖久

　　　　　　門場　啓司，金香　充範，宮本　裕治

　　　　　　井川誠一郎，笠井由美子，松宮　護郎

　　　　同　小児科

　　　　　　萱谷　　太，稲村　　昇，佐野　哲也

　単心室症2例に対し右房機能を完全に除外した

total　cavopulmonary　connectionによるFontan型手

術を施行した結果，術後早期において比較的良好な結

果を得た．

　25．Fontan型手術後の胸水貯留に難渋した1例

　　　　京都府立医科大学小児疾患研究施設

　　　　外科第2部門

　　　　　　永島　　計，春藤　啓介，足立　省三

　　　　　　佐和　貞治，河合　隆寛，和田　行雄

　　　　　　岡　　隆宏

　　　　内科部門　　　　　　　　　　尾内善四郎
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　7歳男児の単心室症Van　Praagh　III　Aに対し

Molina法によるFontan型手術を行った．術直後から

CVPI5～22mmHgの上昇を認めた．術後1日目から
両側胸水の貯留を認め持続低圧ドレナージを行った．

胸水量の軽減を認めないため術後14日目からプレドニ

ゾロソ20mg／日の投与を行い，以後胸水は軽減，術後47

日目に消失した．胸水は漏出性であり，心不全下にお

けるプレドニゾロソの利尿作用，肝細胞賦活作用が功

を奏したものと考えられる．

　26．Fontan手術後6年目に蛋白漏出性胃腸症を合

併した三尖弁閉鎖症の1例

　　　　兵庫県立尼崎病院心臓センター小児部

　　　　　　武知　哲久，村上　洋介，槙野征一郎

　　　　同　外科部　　　池田　　義，岡本　文雄

　　　　　　　　　　　　安藤　史隆，横田　祥夫

　Fontan手術後遠隔期（術後6年）に蛋白漏出性胃腸

症（PLE）を合併した三尖弁閉鎖症1－bの1例を経験

した．原因として術後の右房，中心静脈の圧変化によ

り腸管リンパ管拡張を来たしたことが推測された．

PLE発症1年前の術後カテーテル検査では左心機能

正常で狭窄病変もなく，発症後蛋白製剤投与や食餌療

法を行ったが症状改善なく進行性に悪化した．Fontan

型手術後合併症としてPLEの発症に注意すべきと考

えた．

　27．フォンタン型手術後症例の検討

　　　　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

　6例中生存4例（TA　3例，　SV　1例）の術後長期予

後を検討した．平均手術年齢13y3m，平均経過観察期間

4y8m．　NYHA　I度2例，　II度2例．3例は利尿剤が不

可欠．平均PaO270．5mmHg．　Glenn手術後の1例で

PaO、58．6mmHgで，右肺内短絡を認めた．エコーで3

例に肝静脈拡大，1例が肝硬変様であった．CIは平均

2．21／min／BSA．全例運動負荷時STが低下し，2例で

陰性T波，3例で立位でST低下．成長期の1例で術

後体重増加不良である．

　28．内臓逆位を伴った右胸心に合併した心奇形

（VSD＋coronary　sinus　ASD，　TGA　II）の2治験例

　　　　国立療養所香川小児病院外科

　　　　　　松村　長生，大塩　猛人，西村　哲也

　　　　　　桐野　有成，武久　良央

　　　　同　小児科　　　太田　　明，高橋　芳夫

　症例1，11ヵ月女児，出生体重3，070g，3ヵ月から

体重増加悪く，5ヵ月のとき体重5，160g，右胸心，心
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室中隔欠損，全内臓逆位の診断．生後11ヵ月，左右シャ

ソト47．4％，肺高血圧症の診断で手術．術後PaO2の上

昇悪く，再カテでcoronary　sinus　ASDの診断を得手

術し治癒．

　症例2，生後9日，チアノーゼ，多呼吸で紹介され

る．体重3，144g，右胸心，　TGA　II．生後4ヵ月目に

Senning手術施行した．術後経過良好．

　29．共通房室口遺残を伴う臓器錯位症候群の二期的

根治手術の1例

　　　　兵庫県立こども病院心臓血管胸部外科

　　　　　　大橋　秀隆，山口　眞弘，今井　雅尚

　　　　　　大嶋　義博，芳村　直樹，植松　正久

　　　　同　循環器科

　　　　　　三戸　壽，鄭　輝男，許　永龍
　左胸心・腹部内臓逆位（isolated　levocardia），　IVC

欠損，半奇静脈結合で，単心房，共通房室口遺残の1

例に対し，生後1ヵ月時に肺動脈絞拒術，3歳時に根

治術を行い良好な結果を得た．本例は両側左気管支形

態を有するが，腹部エコー及びCTで正常大の脾臓が

1個確認された．手術時，右側心耳形態は特定困難で

あった．左SVCは心房左側でしかもPV還流部の尾

側に開口していたため，新右房への通路として人工血

管を用いる新方法で対処した．

　30．小児再弁置換症例の検討

　　　　近畿大学心臓外科

　　　　　　北山　仁士，奥　　秀喬，西岡　孝純

　　　　　　皐弘志中本進，上田正生
　　　　　　城谷　　均

　72例の15歳未満人工弁置換症例中systemic　A－V

valve　1例，　PVR　1例，　ECR　5例に再弁置換を要し

た．再弁置換の原因は，機械弁は成長による相対的狭

窄，偽内膜増殖．生体弁では石灰化，退行変化による

弁機能不全であった．房室弁は再手術時に弁輪の2

size　upが可能であった．5歳未満の生体弁症例に早期

弁破壊が認められた．

　31．新生児期に発症したcoronary　fistula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

　　　　　　松下　　享，土谷　之紀，前野　敏也

　　　　同　心臓外科

　　　　　　加藤　　寛，明渡　　寛，福田　宏嗣

　　　　　　田中　知徳，中田　　健

　生後2週間で心不全症状を認めた左冠動脈右室痩の

新生児例を経験した．内科的管理にもかかわらず症状
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の悪化を認め生後49日目に冠動脈痩閉鎖術を行った

が，術後心筋虚血から心室性不整脈をきたし失った．

術前の超音波検査から本症の診断は可能であったが，

拡大した左主冠動脈と他の冠動脈及び右室内sinusoid

との関係を術前に明かにしえず，術中判断に苦慮した

ことなどから冠動脈造影など術前からの積極的な解剖

学的診断が望まれた．

　32．右胸心に合併した（S，L，　L）修生大血管転換

症の1乳児例

　　　　国立療養所香川小児病院小児科

　　　　　　高橋　芳夫，太田　　明，古川　正強

　　　　同　心臓血管外科　　　　　　松村　長生

　右胸心に（S，L，　L）型の修正大血管転換と心室中

隔欠損を合併した生後2ヵ月の男児に根治手術を施行

したが，術後にLOSのため失った．術前に心室性期外

収縮，発作性上室性頻拍，房室解離などの多彩な不整

脈をきたし，これらの不整脈が急速な心不全の増悪に

つながったと考えられた．（S，L，　L）型は，解剖学的

に伝導障害をきたしやすい構造をしており，不整脈を

有する本症例では早期の手術が必要と思われた．

　33．Ebstein奇形を伴った修正大血管転位症の1乳

児例

　　　　兵庫県立こども病院循環器科

　　　　　　許　　永龍，鄭　　輝男，三戸　　壽

　　　　同　心臓血管胸部外科

　　　　　　山口　眞弘，大橋　秀隆，今井　雅尚

　　　　　　大嶋　義博，芳村　直樹，植松　正久

　生後52日目の男児が多呼吸，チアノーゼ，肝腫大，

心雑音のため精査の結果，修正大血管転位症にEb－

stein奇形を合併した症例を経験した．　Ebstein奇形は

心血管造影からの確診が難しく，心エコー法により房

室弁の形態異常の検索で診断できる．Ebstein奇形に

よる動脈側房室弁閉鎖不全は，その解剖学的右室と三

尖弁の構造が左心系の高圧に耐えられず，心不全の症

状が認められれぽ，弁置換が必要である．

　34．Two　VentriclesでCriss・Cross　Heartを呈し

たAortic　Atresiaの1例

　　　　大阪大学小児科　萱谷　　太，稲村　　昇

　　　　　　　　　　　佐野　哲也，岡田伸太郎

　　　　同　第1外科　　島崎　靖久，松田　　暉

　症例は1，724gで出生．　Xp，　UCGからvisceroatrial

situs　inversus，1evocardia，　criss－cross　heart，　VSD，

DORV，　aortic　atresia，　well　developed　LV，　PDAと診

断された．生後5ヵ月時の心カテでは高度の肺血管病変
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が疑われ，左室拡張末期容積は正常の200％，右室は正

常の150％であった．患児は生後6ヵ月時，3．2kgで両側

肺動脈絞拒術を受け経過は順調である．将来two

ventricular　repairかFontan型手術かの検討を要す

る極めてまれな病態である．

　35．三尖弁閉鎖に大動脈弁閉鎖を伴った1例

　　　　紀南綜合病院小児科

　　　　　　武内　　崇，平野　仁美，大石　　興

　　　　　　根来　博之，上原　俊宏，月野　隆一

　　　　和歌山県立医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　鈴木　啓之，南　　頼彰

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第4号

　　　　　　　　　　　　上村　　茂，小池　通夫

　　　　和歌山県立医科大学胸部外科

　　　　　　後藤　融平，藤原　慶一，内藤　泰顕

　大動脈弁閉鎖を伴った三尖弁閉鎖の1例を経験した

ので報告する．症例は生後16日男児で，出生体重は

3，248g，受診時3，610gであった．心不全徴候を主訴に

紹介され，心エコー法で三尖弁閉鎖，大動脈弁閉鎖，

大血管転換，動脈管開存，心室中隔欠損，心房中隔欠

損と診断し，右梼骨動脈からの逆行性動脈撮影及び手

術で診断を確定した．複雑心奇形の診断においても心

エコー 法は有用であると考えられた．
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