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〈研究会抄録〉

第19回北海道小児循環器研究会

日　時　平成4年11月14日

場所札幌市山之内製薬大通ビル

　1．出生後Torsade　de　pointes型心室頻拍を呈し

た新生児例

　　　　釧路赤十字病院小児科

　　　　　　村上　智明，田原　泰夫，永島　哲郎

　Torsade　de　pointesはQRSの形が基線を中心に捻

れ反転する形状を呈する心室頻拍で心室細動や突然死

を生じるリスクが高いことで知られている．

　我々は出生後Torsade　de　pointesを呈し，イソプP

テレノール持続静注，およびペーシングが有効であっ

た症例を経験したので報告する．

　2．新生児期および乳児期早期の不整脈症例につい

ての検討

　　　　札幌医科大学小児科

　　　　　　池田　和男，富田　　英，長田　伸夫

　　　　　　浅沼　秀臣，東舘　義仁，澤田　陽子

　　　　　　千葉　峻三

　新生児および乳児期早期に発症し，入院加療を必要

とした12例の不整脈児についてその基礎疾患・治療・

経過などについて検討を行った．ll例が頻脈性不整脈

であり，基礎疾患が明らかとなった6例の内訳は，特

発性心筋炎・WPW症候群・Donohue症候群に合併し

たHOCM・孤立性右室低形成・結節性硬化症による心

臓腫瘍・Becker型筋ジストロフィーであった．新生児

期・乳児期早期に見られる不整脈は予後良好の事が多

いが，十分な原因の検索や適切なフォローアップが肝

要である．

　3．重症型マルファン症候群の3例

　　　　北海道大学小児科

　　　　　　吉岡　幹朗，清水　　隆，三浦　正次

　　　　　　衣川　佳数，信太　　知，梅津　暁子

　　　　　　原口　文彦

　マルファン症候群における心血管系病変の合併は多

くの症例で見られ，中でもMVP，　MR，　AAEは本疾

患の予後を左右する上で重要である．今回我々は，乳

幼児期より高度のMRを呈し，又，脊柱側蛮症・漏斗

胸の進行により著明な胸郭変形を呈した重症マルファ

ン症候群の3例を経験した．1例は3歳11ヵ月時に

MVRを施行されたが，脊柱側弩症・漏斗胸の進行によ

り呼吸状態が悪化し，現在酸素投与を必要としている．

1例は4歳9ヵ月時にMVRを施行，現在術後経過良

好である．1例は現在，内科的治療により経過見てい

るが，近々MVRが必要と思われる．マルファン症候群

において，脊柱側蛮症・漏斗胸の合併は，その著明な

胸郭変形ゆえに，心機能・呼吸機能に与える影響も大

きく，本症候群の予後を左右する一因子と考えられた．

　4．肺炎球菌感染症を繰り返した無脾症候群の1乳

児例

　　　　旭川医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　境野　環樹，藤保　洋明

　　　　　　　　　　　　岡　　隆治，藤田　晃三

　肺炎球菌敗血症を繰り返し死亡した無脾症候群の乳

児例を経験した．

　症例は8ヵ月男児，心内奇形は，単心房，共通房室

弁，単心室，肺動脈閉鎖，動脈管開存，総肺静脈還流

異常で1ヵ月時に左Blalock　Taussig術変法が施行

された．1992年7月，8月に2回の肺炎球－菌敗血症に

罹患し，2回目は劇症化し死亡した．しかも，反復し

た肺炎球菌感染症の血清型は同一（6群）であった．

　肺炎球菌による重症感染では，大量の抗原暴露によ

り，多糖体抗原への免疫寛容が生じうることが知られ

てきた．本症例では，原疾患にあいまって，劇症化し

たものと考えられた．治療にあたっては，長期の抗生

物質の投与と，その後の予防投与が必要である．

　5．87年から5年間の道内における細菌性心内膜炎

の実態調査

　　　　北海道大学小児科医会

　　　　　　清水　　隆，大津　　真，林田　治美

　　　　　　浜田　　勇，川上　　聡，高橋　　豊

　　　　　　山岡　貢二，外岡　立人，小西　貴幸

　　　　　　古賀　康嗣，渋谷　好孝，太田八千雄

　過去5年間に感染性心内膜炎に罹患した先天性心疾

患患児25例（27回）につきアンケート調査を行った結

果，診断は静脈血培養による菌の同定と心エコーによ

る涜贅の確認が半数つつで過半数の例において口腔内
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に誘因があると考えられた．原因菌としては緑道菌が

35％，ブドウ球菌が30％をしめた．涜贅は73．7％にお

いてペニシリン系（＋アミノグリコシド）抗生剤が有

効であった．ファロー四徴症で脳膿瘍，塞栓症状を併

発して開心術に踏み切った1例以外は内科的管理で治

癒した．

　6．著明な右心室冠動脈交通を伴った，純型肺動脈

閉鎖症の1例．その，アンジオと心エコー所見

　　　　北海道立小児総合保健センター循環器科

　　　　　　　　　　　　東舘　義仁，津田　哲哉

　　　　同　胸部外科

　　　　　　田宮　幸彦，菊地　誠哉，樫野隆二

　生後1週のカテでRVp／LVp＝1．85から，7週で

1．15まで右室圧の低下した症例を経験した，経時的に

パルスドップラーにより観察した冠動脈の血流パター

ンは，病初期，収縮前期にピークを持つ右室からの血

流が優位であったものが，収縮後期から拡張期の大動

脈からの血流が優位となった．冠動脈全体の評価のた

めには，選択的冠動脈造影が必要であったが，心エコー

も重要な情報をもたらした．

　7．新生児critical　PSの外科治療経験

　　　　北海道大学循環器外科

　　　　　　今村　道明，大場　淳一・，合田　俊宏

　　　　　　佐久間まこと，安田　慶秀

　　　　同　小児科

　　　　　　小田川泰久，山岡　貢二，三浦　正次

　　　　　　衣川　佳数，清水　　隆

　症例は26日の男児，生後1日目に心雑音と哺乳時チ

アノーゼより検査にて肺動脈狭窄症，心房中隔欠損症

の診断を得る．生後21日目にBalloon　Pulmonary

Valvoplasty施行．　BPV前後の肺動脈弁での圧較差は

120から35に低下した．BPV後頻脈を認めPSVTなど

の上室性の不整脈やAV－block，血圧低下を認めその

後，BPV後一時軽減していた収縮期の雑音が再度設め

られ8月12日，open　Brock手術を施行した肺動脈弁

の形態はdysplasticであった．術後50から70mmHg

の圧較差を認めたが術後経過は良好であった．

　8．当科における大動脈縮窄症の経験

　　　　国立札幌病院心臓血管外科

　　　　　　村上　達哉，中谷　敦幾，竹内恵理保

　　　　　　北城　秀司，俣野　　順，明神　一宏

　当科において過去7年間に経験した大動脈縮窄症お

よび大動脈縮窄を伴う心奇形23例の外科治療成績につ

いて検討した，心内奇形を伴わないPrimary　CoAに

日小循誌　8（5），1993

対しては，幼小児にはsubclavian廿ap　aortoplasty

（SFA）を，年長児にはpatch　angioplastyを標準術式

とした．CoA　complexのうち肺高血圧を伴う症例には

まずSFA，肺動脈絞拒術（PAB）を施行し，二期的に

心内修復を行なうことで良好な成績が得られた．SFA

後再狭窄をきたした1例にはBalloon　angioplastyカミ

有効であった．他の複雑心奇形合併例に対しSFA，

PABを施行したが，その成績は不良であった．

　9．塩酸ブナゾシン投与下に手術した肺高血圧症を

有するVSDの治療経験

　　　　旭川医大第1外科

赤坂　伸之，

八柳　英治，

和泉　裕一，

笹嶋　唯博，
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　　　　同　　　　　　　　　　　　　　野　環樹

　症例は3歳の男児．心エコーにて，VSD（perimem－

branous），　PHの診断．心カテーテル検査では，肺体

血流比es　1．71，肺体血圧比は1．0，肺血管抵抗は，9．33

で100％酸素負荷，トラゾリン負荷にても8．39と，なお

高値であった．検討した結果，左右短縮のないこと，

肺血管抵抗が10以下であることから，手術適応と判断

し，約2ヵ月間塩酸ブナゾシン0．7mg／kgを投与した

のち手術施行しました．術中特に問題なく経過し，体

外循環離脱後の圧測定では肺体血圧比が0．7に低下し

た．術後経過も良好で翌日には塩酸ブナゾシソの投与

を再開した．術後1ヵ月の心カテーテル検査では肺体

血圧比は0．53，肺血管抵抗は7．53に低下した．

　10．術前病型診断に苦慮した完全型心内膜床欠損症

（Rastelli　type　C）の1例

　　　　札幌医科大学第2外科

　　　　　　中村　雅則，坂田　純一，森川　雅之

　　　　　　安喰　　弘，小松　作蔵

　　　　同　小児科　　　池田　和男，富田　　英

　通常，CAVCとVSDの鑑別は，心エコーにより比較

的容易である．今回我々は，術前診断に苦慮した3カ

月男児のCAVC症例を経験した．術前心エコー四腔断

面像の収縮期において，1次口欠損が小さいため，1

次口欠損と2次口欠損の間の心房中隔と房室弁が，直

交するように接しており，共通前尖の心室側への落込

みが認められなかった．このため，膜様部型VSD＋2

次口欠損型ASDとの鑑別に苦慮した．

　術中所見は2次口欠損型ASDを伴うCAVC（Ras－

telli　type　C）で，　two　patch法にて修復し，術後経過
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も良好であった．retrospectiveには，術前心エコーを

心時相毎特に拡張期の形態を注意深く観察することに

より，本症例の鑑別は可能であった．

　11．単心室に対するpalliative　bidirectional

cavopulmonary　shuntの2例

　　　　札幌医科大学第2外科

　　　　　　坂田　純一，中村　雅則，森川　雅之

　　　　　　安喰　　弘，小松　作蔵

　　　　同　小児科　　　池田　和男，富田　　英

　Fontan型機能的心修復術の適応と考えられた，左

プレロック短絡術施行後の，無脾症，単心室（II－C

type），共通房室弁，両側上大静脈，肺動脈狭窄，　PA

index　133の6歳男児と，無脾症，単心室（III－B　type），

2度の共通房室弁逆流，両側上大静脈，左下大静脈，

肺動脈狭窄の5歳女児に対し，staged　operationとし

てpalliative　bidirectional　cavopulmonary　shunt術

を施行し良好な結果を得た．本術式は，Fontan型機能

的心修復術に対するhigh　risk症例に対して段階的ア

プローチとして有用と考えられる．
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