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　L肺動脈絞拒術後に仮性肺動脈瘤を発生した無脾

症の1例

　　　　国立療養所香川小児病院心臓血管外科

　　　　　　江川　善康，松村　長生，川人　智久

　　　　同　外科　　　　大塩　猛人，桐野　有成

　　　　　　　　　　　　宮内　隆行，菊辻　　徹

　　　　同　小児科　　　太田　　明，高橋　芳夫

　症例は女児．無脾症候群，右胸心，TAPVR（III），

ECD，　C－TGA，　PDAで生後19日目に人工心肺下に

TAPVR根治・Ajustable　PA　banding・PDA結紮術

を行った．術後，創感染があり，　staphylococcus　aureus

を検出した．生後5か月目に，PA　banding部が切れ込

み，仮性肺動脈瘤を形成したため，表面冷却併用超低

体温体外循環下に肺動脈再建術を行った．肺動脈再建

部の直径は，大動脈の半分程に縫縮した．術後経過は

良好であった．

　2．乳児期に肺動脈絞拒術を施行した完全型心内膜

床欠損の1例

　　　　国立呉病院母子医療センター

　　　　　　　　　　　　津田　悦子，高田　和夫

　　　　同　小児科　　　　　　　　　渡辺　弘司

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　鍵崎　康治，井原　勝彦

　　　　大阪府立母子保健セソター心臓外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　岸本　英文

　SFD（2kg）で出生し，新生児期から90～100／minの

多呼吸，体重増加不良がみられた中等度のMRをもつ

CAVCの児に対して，高カロリー経腸栄養剤を併用し

効果がみられた．生後3か月時4kgで肺動脈絞拒術

（PLPA／Ps前0．92，後0．59）を施行した．術後右室，

右房の拡大，TRが軽度みられた．　MRはLV　to　RA

shuntが主体となった．　CTRはPAB前後とも70％で

あった，生後11か月6kgで心内修復術を施行した．

　3．新生児期Blalock－Taussig短絡手術の検討

　　　　大阪市立小児保健センター心臓外科

　　　　　　田山　雅雄，宮本　勝彦，黒田　　修

　　　　大阪市立小児保健センター循環器科

　　　　　　中川　　正，杉本　久和，竹内　　真

　新生児期Blalock・Taussig短絡術14例で，狭窄の起

こり方と開存率の経年変化を中心に検討した．新生児

期の径4mm　Modi丘ed法では，6例中4例の狭窄を認

めたが径5mmでは認めなかった．3か月未満症例で

も，径4mmグラフトの1年後の開存率は54．1％で径5

mmの93．2％より低く，PGE1無効例で新生児早期に

シャソトを施行する場合，可能な限り5mmのグラフト

を使用し，やむを得ず4mmのグラフトを使用する場合

は狭窄に対する注意を要する．

　4．16歳以上における体肺短絡術の経験

　　　　天理ようつ相談所病院心臓血管外科

　　　　　　酒井　哲郎，三木　成仁，楠原　健嗣

　　　　　　上田　裕一，大北　　裕，田畑　隆文

　　　　小児循環器科　　　　　　　　田村　時緒

　最近7年間の16歳以上のチアノーゼ性心疾患11症例

に対するA・P　shust　14例を検討した，疾患はSV　5例，

PA　3例，　TA　2例，　Hypo．　RV　1例，14手術の内訳は，

AseAo－mPA　5例，　AseAo－ltPA　3例，　AseAo－rtPA　1

例，DesAo－rtPA　2例，　DesAo－ltPA　1例，　LITA’ltPA

1例，Mod茄ed　B’T　1例．13例でEPTFE　tubeを使

用し，径は8mm，6mm各6例，5mm　1例，5mm及び

6mmを使用した3例に再手術が必要で，心機能等を考

慮したうえで8mmグラフトを使用することが望まし
し・

　5．Palliative　surgeryの選択と適応一過去1年間

の成績と反省

　　　　岡山大学心臓血管外科　　　　佐野　俊二

　　　　同　第2外科　　菅原　英次，中西　浩之

　　　　　　　　　　　　辻　　和宏，甲之　拓志

　　　　同　小児科　　　　　　　　　　鎌田　政博

　　　　国立岡山病院小児科　　　　　立石　一馬

　1990年11月から1年間に136例の心臓手術を行った．

姑息術は25例で内訳はCoA　complex　6，　MAPCA　7，

shunt　4，　shunt十valvotomy　1，　PAB　2，0pen　palliation

5であった．病院死を3例に認めた．3例とも
TAPVD，　PA，　DIVを伴う新生児無脾症で，いずれも
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TAPVD修復と4mm　PT　FE　shuntを行った，3例共

血行動態は安定していた．MAPCAは7例に行った．

原則として乳児期早期からのstaged　operationを考

えている．

　6．Bidirectional　cavopulmonary　shunt術後の肺

血行動態に関する検討一先行手術としてのBlalock－

Taussig　shunt術の影響一

　　　　大阪大学第一外科

　　井川誠一郎，中埜

　　門場　啓司，谷口

　　高橋　俊樹，植田

　　松田　　暉

同　小児科

　粛島崎　靖久

和博，飯尾　雅彦

隆司，高橋由美子

佐野　哲也

　先行手術としてのBlalock－Taussig　shunt術（BT

手術）のBidirectional　cavopulmonary　shunt術

（BCPS）に対する影響を肺血行動態，肺血管形態の点

から検討した．

　対象及び方法：BT手術後BCPSを施行し，　BCPS

術前後に心臓カテーテル検査を施行した6例を対象と

した．BCPS時年齢8か月～15歳（平均6．9歳），初回BT

手術年齢4か月～3歳（平均1．3歳）．原疾患はSV　5例

（rt．　isomerism　3），　MA　l例．　PA，　PSはそれぞれ3

例．これらの症例に対しBT手術後及びBCPS後の肺

動脈圧，肺動脈圧波形（pulsatile　or　nonpulsatile），

肺動脈断面積指数，末梢肺動脈断面積指数，順行性肺

区域数を求めた．

　結果：LBT　shuntもしくは肺動脈狭窄を介する

血流により肺動脈血流が拍動流となっていた3例で末

梢肺動脈断面積指数の増加がみられた．2．6例中4例

において順行性血流肺区域数がBT手術後に軽度減

少しており，この内1例では閉塞BT側の上中葉枝に

発達した側副血行路のためBCPS後さらに減少して

いた．

　7．PalliativeとしてのGlenn手術の問題点

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　　　　　　　渡辺　　健，小野　安生

　　　　　　　　　　　　木幡　　達，神谷　哲郎

　　　　同　心血管外科

　　　　　　　　　　　　八木原俊克，川島　康生

　グレン手術後15例の側副血行路について血管造影，

肺シンチを用いて検討した．グレン手術後に側副血行

路が発育し，全例でグレン側上葉に分布するMAPCA

が認められ，V・V　shuntは14例中6例で認められた．

下肢からの肺シンチにおけるグレソ側とグレン対側肺
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野のカウント比はBronchial　returnと有意な正の相

関関係が認められた．動脈血酸素飽和度は術後まもな

く有意に上昇し，その後も上昇する傾向がみられた．

　8．Bidirectional　Glenn手術後に広範囲肺動脈血

栓閉塞を来し死亡した複雑心奇形の1例

　　　　大阪大学第一外科

　　　　　　飯尾　雅彦，中埜　　粛，島崎　靖久

　　　　　　門場　啓司，阪越　信男，井川誠一郎

　　　　　　高橋由美子，松田　　暉

　　　　同　小児科　　　　　　　　　佐野　哲也

　複雑心奇形に対するbidirectional　cavopulmonary

shunt（BCPS）術後9か月時に広範囲肺動脈血栓閉塞

をきたし死亡した1例を経験した．症例は1歳，女児．

診断はasplenia，　SV（III），　SA，　CAVV，　PA，　PDA．

生後21日目にlt．　modified　Blalock手術，1歳時に

BCPSを施行．　BCPS術後9か月時に上記で死亡．術

前肺動脈の発育，抵抗は良好であった．剖検で吻合部

に狭窄なく，血栓は左肺全域と右肺の一部にあり，器

質化し，一部は再疎通していた．

　9．Total　Cavo－pulmonary　connection　2症例の

検討

　　　　神戸市立中央市民病院胸部外科

　　　　　　宮本　　覚，藤原　　洋，那須　寛通

　　　　　　薗潤，岡田行功，西内素
　　　　　　立道　　清，庄村　東洋

　Right　isomerism，　CAVC，　PA（6歳），右胸心，右

室型単心室，IVC欠損，奇静脈結合，　PA，　non　confluent

PA（6歳）ともに両側B－Tシャント後の2例に
Definitire　palliationとしてTCPCを施行した．前者

は16病日退院し元気であるが，術後肺血流シンチで分

布不均等がある．後者は肝静脈血を心外導管を用い，

人工血管で作成したconfluent　PAに導いたが人工血

管内血栓で10病日死亡した．TCPCの適応，問題点に

ついて検討した．

　10．Total　cavopulmonary　connection　4症例の検

討

　　　　兵庫県立こども病院心臓胸部外科

　　　　　　山下　輝夫，山口　眞弘，大橋　秀隆

　　　　　　今井　雅尚，大嶋　義博，豊田　吉哉

　　　　同　循環器科

　　　　　　三戸　壽，鄭　輝男，許　永龍

　心房内グラフト法によるtotal　cavopulmonary　con－

nection　4例に，　total　cavopulmonary　shunt（TCPS）

1例を加え検討した．全例右室型単心室で，5例中4
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例は臓器錯位症候群であった，このうち3例は，単心

房，共通房室弁を有し，共通房室弁逆流が2例に，

TAPVRの合併が2例に認められた．　TCPS症例では

三心房心，奇静脈結合の合併がみられた．先行手術は，

3例に行われていた．術後4か月から3年5か月の経

過で，全例良好である．

　11．当院におけるpalliative　surgery一特に体肺動

脈短絡とunifocalizationにっいて

　　　　倉敷中央病院心臓病センター小児科

　　　　　　水戸守寿洋，馬場　　清，豊原　啓子

　　　　　　奥村　光祥，脇　　研自

　　　　同　心臓血管外科　　　　　　神崎　義雄

　　　　同　小児科　　　　　　　　　田中　陸男

　今回は主にMAPCAとunifocalizationに関して考

察した．MAPCAを処理して，何らかの形にunifocal－

izationを試みた症例は5例あった．年長児では

MAPCAがより発達し，元来の肺動脈は低形成のこと

が多く，unifocalizationを試みても術後に狭窄や閉塞

をおこす部分がみられた．乳幼児期にみられた元来の

肺動脈は経過観察のみや，肺動脈へのBTシャントの

みでは発育しなかった．早い時期に肺動脈を成長させ

る手段が今後このような症例にとって必要と考えられ

た．

　12．PA　with　VSDに対するunifocalizationの検

討

　　　　兵庫県立こども病院心臓胸部外科

　　　　　　豊田　吉哉，山口　眞弘，大橋　秀隆

　　　　　　今井　雅尚，大嶋　義博，山下　輝夫

　　　　同　循環器科

　　　　　　三戸　壽，鄭　輝男，許　永龍

　PA　with　VSD症例13例に対し，計16回のunifocal－

izationを行った．肺動脈形態に即して，　MAPCA結

紮，直接吻合，パッチ形成，心膜ロールを用いた再建

が選択されたが，死亡例はなく，3例では根治手術も

行い良好な結果が得られた．心膜ロールを用いて再建

する場合，P一ルを適切な位置におくことが重要であ

る．根治手術へのstaged　operationとしてunifocal－

izationは非常に有効である．

　13．修復手術の準備手術としての肺動脈再建術

　　　　国立循環器病センター心臓血管外科

　　　　　　鬼頭　浩之，八木原俊克，山本　文雄

　　　　　　西垣　恭一，松木　　修，上村　秀樹

　　　　　　川島　康生

　修復手術の準備手術として施行した肺動脈再建33例
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の術式とその成績について検討した．中心肺動脈に限

局した狭窄にはパッチ再建を，中心肺動脈が無い，肺

動脈狭窄が肺門部に至る，末梢肺動脈が低形成，再手

術で癒着が強い，double　switch　operationなど修復手

術の侵襲が大きい等の症例には，まず準備手術として

異種心膜ロールを用いて肺内肺動脈で再建するロール

再建を行い，二期的に修復術を施行する方法が有用で

あると考えられた．

　14．MAPCAと肺分画症を伴わない肺底動脈体動

脈起始症

　　　　岡山大学小児科

　　　　　　　　　　　　鎌田　政博，竹内　恵子

　　　　　　　　　　　　土肥　嗣明，清野　佳紀

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　菅原　英次，佐野　俊二

　　　　国立岡山病院小児科　　　　　立石　一馬

　MAPCA類似の異常血管を合併した不完全型心内

膜床欠損症例，大血管転位症（1型）例を経験した．

同様の異常血管としては，肺底動脈体動脈起始症が挙

げられ，これはMAPCAに比較して，異常血管の本数

は少なく，下行大動脈のより低位から起始する．また

狭窄を行うことが少なく，肺高血圧にさらされるため，

早期診断治療が望まれる．これらの異常血管は形態も

類似し，発生学的に同一のスペクトラム上で捉えられ

る可能性がある．

　15．高度肺高血圧症を呈した先天性孤立性左側肺動

脈欠損の1幼児例

　　　　金沢医科大学小児科

　　　　　　徳田　成実，高　　永換，近藤　裕成

　　　　　　劉　亜黎，尤　高峰

　今回我々は，心内奇形を伴わない先天性孤立性左側

肺動脈欠損で幼児期から高度の肺高血圧を来した1例

を経験した．患児は，2歳6か月ごろから呼吸器感染

を反復罹患．胸部X線写真で左肺門陰影の狭小化と右

肺野の透過性の充進を認めていた．3歳5か月時に心

不全徴候認めたため，心臓カテーテル検査施行．PA圧

は86／57mmHgと充進し，造影で左側肺動脈欠損と診

断した．心内奇形はなく，大動脈造影で左肺への異常

血管も認められなかった．右側に比べ左側肺動脈欠損

は，肺高血圧を生じにくいとされているが，我々の経

験した例は，右肺動脈の上葉枝の低形成も合併してい

たためと考えられた．幼児期から呼吸器感染を繰り返

し，X線上，肺門陰影の左右差および肺野の透過性の

左右差を認める例では本症の可能性も考慮する必要が
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あると思われた．

　16．肺動脈弁欠損症の1例

　　　　愛媛大学小児科

　　　　　　福田　光成，石川　純一，山本　英一

　　　　　　向田　隆通，松田　　博

　　　　同第2外科　　　　　　　　　大須賀　洋

　今回我々は新生児期から症状を呈した肺動脈弁欠損

症候群の1例を経験した．本症例における肺動脈嚢腫

状拡張の主たる原因は狭窄後拡張であると考えられ，

また肺動脈弁逆流により右室内に嚢腫状拡大が認めら

れることから，手術では弁付きパッチや人工弁による

肺動脈弁形成術が必須であると考えられた．また心エ

コーで弁様組織と見えた肺動脈弁輪部狭窄にたいし

て，バルーンによる拡張術を施行したが無効であった．

　17．乳児期から高尿酸血症を呈したTaussig－Bing

奇形および大動脈弓離断の1例

　　　　徳島大学小児科

　　　　　　　　　　　　早渕康信，松岡優

　　　　　　　　　　　　秋田　裕司，黒田　泰弘

　乳児期早期から高尿酸血症を呈したTaussig－Bing

奇形および大動脈弓離断の1例を報告した．

　低酸素血症による赤血球増多症，腎臓における排泄

能低下および嫌気的解糖の充進が，原因として考えら

れた．Jatene手術後，赤血球増多症，高尿酸血症は徐々

に改善した．

　このような症例にも，アロプリノール，ベンズブロ

マロンは高尿酸血症に対して有効であった．

　18．僧帽弁形態異常を伴った三尖弁閉鎖の2例

　　　　大阪大学医学部小児科

　　黒飛　俊二，

　　稲村　　昇，

同　第1外科

同　放射線科

佐野　哲也，

岡田伸太郎

島崎　靖久，

萱谷　　太

松田　　暉

有沢　　淳

　今回僧帽弁形態異常により僧帽弁逆流を呈した三尖

弁閉鎖症2例を経験した．1例は僧帽弁後尖に付着す

る腱索，乳頭筋の異常であり，もう1例は僧帽弁前尖

のクレフトであった．いずれも重症な逆流を呈した．

三尖弁閉鎖症での僧帽弁形態異常についての報告は少

ない．若干の文献的考察を加え報告した．

　19．右室のUh1化を伴ったungarded　tricuspid

orifice　pulmonary　atresiaの1例

　　　　大阪大学小児科

　　　　　　川瀬　朋乃，佐野　哲也，萱谷　　太

　　　　　　稲村　　昇，黒飛　俊二，岡田伸太郎
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　　　　同　第1外科　　島崎　靖久，松田　　暉

　Uh1病・三尖弁欠如・肺動脈閉鎖の症例を経験した．

生後1日目からチアノーゼが出現し，生後2日目に心

臓カテーテル検査を施行し純型肺動脈閉鎖・三尖弁欠

如と診断し生後9日目modified　B－T　shuntを施行し

た．術後頻脈性不整脈のため急死した．剖検で右室前

壁に透光性のある非薄化した部位を認め，Uhl病の合

併と診断した．Uhl病の診断は困難で治療はシャント

術が中心であるが，予後は極めて不良で，死亡原因は

心不全が多く，診断・治療ともに今後の課題である．

　20．高度三尖弁閉鎖不全と右心機能不全を伴った肺

動脈閉鎖の1症例

　　　　和歌山県立医科大学胸部外科

　　　　　　桂長門，内藤泰顕，藤原慶一
　　　　　　高垣　有作，関井　浩義，岡本　光明

　　　　　　野口　保蔵，有本　潤司，森　　俊文

　　　　同　小児科

　　　　　　上村　　茂，根来　博之，鈴木　啓之

　症例は，三尖弁形成異常による高度三尖弁逆流と右

房，右室拡大を合併した純型肺動脈閉鎖の2か月女児

である．右房，右室の著明な拡大を認め，両肺が圧迫

され，循環器不全及び呼吸不全を呈していた．手術は，

体外循環下に，三尖弁ロパッチ閉鎖，心房中隔欠損口

拡大，3．5mm径Golaski人工血管によるcentral

shunt，右房壁縫縮，及び肺動脈弁切開術を行った．術

後，右房，右室が縮小し，肺の拡張がみられ，症状の

改善が認められた．

　21．心奇形を合併したKabuki　make－up症候群の

3例

　　　　兵庫県立尻崎病院心臓センター小児部

　　　　　　村上　洋介，武知　哲久，槙野征一郎

　心奇形を合併したKabuki　make－up症候群の3例

を報告した，症例1は11歳男児，心奇形は三尖弁閉鎖

であった．症例2は4歳女児，心房中隔欠損．症例3

は6歳女児，不完全型心内膜床欠損であった．症例2

は特異顔貌，骨格異常，指尖隆起および皮膚紋理異常，

精神発達遅延，成長障害の5主徴全てを有し，症例1，

3は成長障害を除く他の全ての主徴を有していた．全

例，心内修復術を受け術後経過は良好である．

　22．総肺静脈還流異常症を合併した無脾症候群に対

する開心姑息術の1乳児例

　　　　大阪府立母子保健総合医療センター心臓血管

外科

　　　　　　福田　宏嗣，岸本　英文，加藤　　寛
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　　　　　　明渡　　寛，久米　庸一，中田　　健

　　　　同　小児循環器科

　　　　　　松下　　亨，前野　敵也，土谷　之紀

　無症候群は種々の複雑心奇形を合併する頻度が高

く，新生児，乳児期早期に外科治療を必要とするもの

の予後は極めて不良である．最近総肺静脈還流異常を

合併した本症に開心姑息術を行ったので報告する．症

例は生後41日の男児．診断はSV，　SA，　CAVV，　TGA，

PS，　TAPVC（Ib）．生後1か月ごろから肺動脈閉塞が

進行し生後41日目に緊急手術を行った．手術は高度低

体温心停止下に共通肺静脈と心房の吻合を行った．体

外循環離脱時およびICU入室時のPao2は18．7
mmHg，35　．　3mmHg（Fio2＝1．0）であったが，血行動

態は安定していた．その後PSが進行したため術後73

日目にshust手術を追加した．術中肺静脈圧は8

mmHgであったが平均肺動脈圧は29mmHgと肺高血

圧であった．右上葉の組織像は著明なリンパ管拡張と

無気肺・過膨張の混在した状態を認めた．閉塞性肺血

管病変は認めなかった．本患児は将来Fontan型手術

が目標であり，肺動脈圧等の肺循環に対し注意深い経

過観察が必要と考えている．

　23．乳児期からPVobstructionを呈するTAPVD

合併の臓器錯位症候群の治療

　　　　兵庫県立こども病院循環器科

　　　　　　鄭　輝男，三戸　壽，許　永龍

　　　　同　心臓胸部外科

　　　　　　山口　眞弘，大橋　秀隆，今井　雅尚

　　　　　　大嶋　義博，山下　輝夫，豊田　吉哉

　乳児期からPV　obstructionを呈した臓器錯位症候

群の3症例に対し非開心術下にPVOの解除を試み

た．Lt．SVCを利用した2例は肺静脈と心房の吻合口

が十分に得られ救命できた．PVOの解除には肺動・静

脈形態の把掘に加えてLt．　SVCの走向とLt．　SVC閉

塞時の末梢側の圧測定が必要と考えられた．

　24．乳児期にinoperableと判断された心室中隔欠

損の3症例

　　　　京都大学小児科

　　　　　　松村　正彦，白石　一浩，吉林　宗夫

　　　　　　西岡　研哉，三河　春樹

　　　　三菱京都病院小児科

　　　　　　　　　　　　天満　真二，上田　　忠

　2例はVSD・PDA，1例はVSD・ASDだった．全
例染色体異常を有し，2例はDown症候群で，1例は

染色体転座があり発達遅延がみられた．全例心電図は

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第5号

RVHを認め，胸部レ線は末梢肺野の血管陰影がやや

減少していた．100％酸素負荷，Tolazoline負荷に反応

せず，PA圧は全例systemic　levelであった．　QP／QS

et　1．16，1．49，1．81，　RP／RSは0．81，0．71，0．49であっ

た．染色異常児では肺高血圧の進行が早いと思われた．

　25．心室中隔欠損1型・大動脈弁閉鎖不全一診断及

び外科治療

　　　　大阪市立小児保健セソター循環器科

　　　　　　竹内　　真，杉本　久和，中川　　正

　　　　同　心臓外科

　　　　　　田山　雅雄，黒田　　修，宮本　勝彦

　1971年3月から1991年8月までに当センターで経過

をおっている心室中隔欠損1型51例について検討し

た．

　大動脈弁右冠尖逸脱について，6歳から9歳までに

約半数の症例に生じていた．また大動脈閉鎖不全出現

後に手術を行った場合，aortic　valvuloplastyを行って

も遠隔期に完全に消失した症例はなかった．心臓エ

コー 検査による定期的な大動脈右冠尖逸脱の検索が必

要である，

　26．心室中隔形成を必要とする心奇形（単心室，共

通房室弁口，両大血管右室起始，大血管転位）の手術

計画一心室中隔欠損の位置と房室弁形態の診断

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　新垣　義夫，山田　　修，越後　茂之

　　　　　　高橋　長裕，神谷　哲郎

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　八木原俊克，川島　康生

　最近は先天性心疾患の診断および治療の初期計画が

特に重要となってきました．特異な心形態を持つ5例

について，弁や弁下組織の形態，心室中隔欠損の位置，

大きさと房室弁および半月弁との位置関係の情報の必

要性，および初期計画における超音波心臓検査の有用

性について，特に心室構造の診断を中心に検討した．

　27．肺動脈弁欠損術後遠隔期に肺内換気血流分布の

思常を認めた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

　　　　　　久米　庸一，加藤　　寛，岸本　英文

　　　　同　放射線科　　　　　　　　森本　静夫

　ファロー四徴・肺動脈弁欠損根治術後8年目に，仰

臥位時呼吸困難を訴えた症例を経験した．気管支ファ
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イバーと肺換気血流シンチグラフィーから，本症例の

呼吸困難の原因は拡大した左右肺動脈による気管・気

管支系への圧迫であることが示唆された．三尖付き心

膜ロールによる右室流出路形成術および左右肺動脈縫

縮術により，本症例の呼吸器症状は改善した．肺動脈

弁欠損症の呼吸器症状の原因を考える上で貴重な症例

であると思われた．

　28．高度肺高血圧を伴った先天性心疾患術後遠隔期

の肺換気血流シンチグラフィー

　　　　天理ようつ相談所病院小児循環器科

　　　　　　　　　　　　三谷　義英，田村　時緒

　　　　同　RIセンター　　　　　　比嘉　敏明

　術前Pp／Ps　O．8以上の肺高血圧比を伴った先天性心

疾患術後平均10y2m経過の38例に肺換気（Xe・133）血

流（Tc・99m　MAA）シンチを施行し，心カテ造影所見

と比較検討した．血流シンチのpatchy　Distributionは

5例で，高度遺残肺高血圧を伴い（syst．　PAp　76．2

mmHg，　p＜0．01），　Wedge　angioの高度肺血管床異常

を反映した（p＜0．0001）．重力依存性血流分布障害は

22例（58％）で，その有無で肺動脈圧に有意差はな

い，換気シンチ異常は3例（7．9％）のみで大多数正常．

　29．Jatene手術後の肺動脈狭窄について

　　　　近畿大学心臓外科

　　　　　　北山　仁士，奥　　秀喬，城谷　　均

　　　　同　心臓小児科　　　　　　　横山　達郎

　Jatene手術症例19例中3例に遠隔期肺動脈狭窄を

認め2例に再手術を施行した．1例は弁狭窄で術前の

ASが原因であった．2例は弁上狭窄で，肺動脈移植時

のtension，吻合径のdisclepancyの著明な例であっ

た．肺動脈移植時に十分な末梢肺動脈のmobilization

を行い過大なパッチ補填を避けるべきであると思われ

た．再手術は心拍動下に可能で，手術riskは低かった．

　30．演題名；単心室のseptation術後とFontan術

後の運動能評価一トレッドミル・ramp負荷を用いて

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　松田　雅弘，大内　秀雄，川出麻由美

　　　　　　中島　　徹，新垣　義夫，神谷　哲郎

　　　　同　心臓外科　　　　　　　　八木原俊克

　Fontan群12例（Fontan；11例，　total　cavopul－

monary　shunt；1例）とseptation群4例，計16例の

単心室の術後患者の運動耐容能を検討した．septation

群ではATレベルでの酸素摂取量がFontan群に比べ

高い傾向にあった，最高運動負荷時の酸素脈は
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Fontan群では12例中8例が対照の80％以下であり，

septation群では4例とも80％以上であった，

　31．完全大血管転位手術（Senning法）例の長期予後

　　　　天理ようつ相談所病院小児循環器科

　　　　　　　　　　　　田村　時緒，三谷　義英

　　　　同　心血管外科　三木　成仁，上田　裕一

　TGA　9例（1型8例，　II型1例）のSenning法手術

後4年10か月以上（平均7年7か月）の予後を検討し

た．全例に生後平均15日でBASを行い，　Senning法手

術は平均1歳1か月時に，術後精検は平均6歳2か月

時に行った．全例reglular　sirus　rhythm．　CTRは平

均0．49LVEFは平均0．70，1例を除き肺高血圧の遺残

はなく，SVC，　IVCと接続する新たな心房間に狭窄は

なかった．TRはカラードップラ法四腔断層図で2例

に認めたが，選択的右室造影では極めて軽度であった．

　32．先天性完全房室ブロックの胎児診断3症例

　　　　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，松下　　享，前野　敏也

　　　　同　心臓外科

　　　　　　岸本　英文，加藤　　寛，明渡　　寛

　　　　　　福田　宏嗣，久米　庸一

　最近経験した胎児完全房室プPックの3症例を報告

する．left　isomerism，母親の抗Sicca　Syndrome－A抗

体陽性がそれぞれ1例，原因不明が1例であった．い

ずれも妊娠経過中に心拍数は減少し他がleft　isomer－

ismの1例が胎児水腫となった．胎児エコー図は胎児

の経過観察と房室ブロックの診断と心機能の評価に有

用であった．我々の過去の症例もあわせて検討すると，

胎児の房室ブロックは進行性であり，徐脈にたいする

適応能力は心奇形を有する心臓の方が乏しいと考えら

れた．

　33．12誘導心電図から左側ケント束を利用した房室

回帰性頻拍潜在性WPW症候群と診断した1例

　　　　京都府立医科大学小児疾患研究施設内科部門

　　　　　　　　　　　　城戸佐知子，林　　鐘声

　　　　　　　　　　　　大持　　寛，尾内善四郎

　症例は2歳8か月の男児で，発熱を主訴に近医を受

診した際に，間欠性発作性上室性頻拍を指摘された．

発作時の心電図で，（1）P1波がQRS波の直後，（2）P’

波の極性は1，aVLで陰性，　II，　III，　aVFで陽性，（3）R－P’

で頻拍の停止，（4）R－P’時間が左脚ブロック時のみで

延長，が観察された．これによって，電気生理学的検

査を行わずに，表面心電図のみから左側ケトン束を利

Presented by Medical*Online


	0702-0702
	0702

	0703-0703
	0703

	0704-0704
	0704

	0705-0705
	0705

	0706-0706
	0706

	0707-0707
	0707




