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　1．主要大血管に多発性狭窄病変を認めた神経線維

腫症の1例

　　　　市立釧路総合病院小児科

　　　　　　横沢　正人，堀　　　司，吉田　雅喜

　　　　　　横沢真喜子，五十嵐千春，藤田　　繁

　　　　札幌医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　布施　茂登，富田　　英

　症例は5歳，女児．肺動脈弁兼大動脈弁狭窄症の診

断で近医に通院していたが心肥大の進行を指摘され当

科へ紹介された．全身皮膚のcaf6　au　lait　spot，右後

頭部の神経鞘腫，左虹彩のLisch結節，軽度の精神発

達遅滞に加えて父親にcaf6　au　lait　spotを認めたこと

から神経線維腫症1型と診断した．心エコーならびに

心血管造影にて肺動脈狭窄，大動脈弓部の縮窄に加え

無名動脈，左総頸動脈起始部の狭窄，左鎖骨下動脈の

閉塞を認めた．さらに右冠動脈起始部の閉塞を認め，

同領域は左前下行枝からの側副血行路により灌流され

ていた．脳動脈，腹部大動脈系の血管には異常を認め

なかった．無名動脈，左総頸動脈の狭窄部に対してバ

ルーン拡大術を試みたが無効であった．血管病変を

伴った神経線維腫症はvascular　neurofibromatosisと

呼ばれ報告が散見されるが，本症例のように多数の主

要動脈に狭窄病変がみられた例は稀であるので報告す

る．

　2．Helical　CTによる動脈管の形態診断一2DEに

よる動脈管の形態診断との比較一

　　　　札幌医科大学医学部小児科，同　放射線科＊，

　　　　市立釧路総合病院小児科＊＊

　　　　　　布施　茂登，富田　　英，玉川　光春＊

　　　　　　横沢　正人＊＊千葉　峻三

　Helical　CT（hCT）および2DEにより動脈管の形態

診断を行なった．

　対象と方法：6例（1カ月～8歳，平均3歳）のPDA

症例に対してhCTにより動脈管を撮像し，形態およ

び最小径，最大径，長径を測定した．2DEおよび大動

脈造影側面像も同様の方法で測定した．hCTおよび2

DEによる測定値は，大動脈造影による測定値で除し，

最小径比，最大径比，長径比を求め，それぞれ比較検

討した．

　結果：動脈管の形態はE－type　4例，　A－type　2例で

あったが，hCTでは全例がこれと一致した．2DEでは

6例中3例のみの一致であった．測定値は「hCT；2

DE」（M±SD）最小径比［1．00±0．46；1．29±0．29］，

最大径比［0．93±0．14；0．79±0．03］，長径比［0．84±

0．07；O．58±0．05］であった．

　3．漏斗部中隔欠損症の自然歴と手術適応の検討

　　　　国立函館病院小児科

　　　　　　間　　峡介，佐々木　康，衣川　佳数

　1985年から1995年まで当科を受診し，現在確認がと

れている漏斗部中隔欠損症，東京女子医大分類の1型

30例，2型15例の計45例（0歳～21歳）を対象とした．

その内，肺血流増加により心不全で乳幼児期に心内修

復術を行った患者は1型30例中5例，2型15例中1例

であった．のこる1型25例中RCCPは21例（84％），AR

は13例（52％）に，2型では14例中RCCPは7例
（50％），ARは3例（21．4％）にみられ，1型に多かっ

た．しかし，10歳以上の年長児についてみると，1型

17例中，RCCPは15例（88．2％），　ARは9例（52．9％），

2型7例中，RCCPは6例（85．7％），　ARは3例

（42．9％）と有意な差はなかった．RCCP，　ARいずれ

も2歳から出現し，20歳で出現した症例もあった．AR

出現後3年以上経過観察された5例（1型4例，2型

1例）では，2度以上に進行していた．

　漏斗部中隔欠損症では高率にRCCPを合併しその

半数にARを伴っていた．2型は1型に比べRCCP，

ARの進行は遅いが，年長児では合併率に差はなかっ

た．1型，2型ともRCCPが出現したらARが進行す

るまえに心内修復術の適応と考えられる．

　4．ファロー四徴症根治術後の肺動脈狭窄に対する

ステントの使用経験

　　　　聖母会天使病院小児科

　　　　　　三浦　正次，太田八千雄，南部　春生

　　　　東京女子医科大学日本心臓血圧研究所循環器

　　　　小児科　　　　　　　　　　　中西　敏雄

　　　　北海道大学医学部小児科　　　小田川泰久

　近年，末梢性肺動脈狭窄の経皮的バルーン血管形成

Presented by Medical*Online



日小循誌　　12　（3），　1996

術の無効例に対してステントを留置する試みがなされ

ている．症例はファロー四徴症，肺動脈閉鎖症の根治

手術後に両側性末梢性肺動脈狭窄をきたし，二度の再

手術およびバルーン血管拡張術を施行したが効果が得

られず心不全が進行していた．この6歳，体重14kgの

男児にPalmaz　stent（長さ3cm，直径3．4mm）を両側

肺動脈に留置し狭窄の解除を得た．術中，心房粗動を

生じたり，重症狭窄のためバルーン血管形成術を要し，

造影でステントの位置を微調整するなど，本法は熟練

した術者の元で行われる必要がある．

　5．Rastelli型手術後の心外導管狭窄に対して，バ

ルーン拡大術を施行した2例

　　　　旭川医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　梶野　浩樹，岡　　隆治

　　　　　　　　　　　　梶野　真弓，津田　尚也

　　　　市立旭川病院胸部外科　　　　青木　秀俊

　心室中隔欠損，肺動脈閉鎖の2例において，Rastelli

型手術（異種心膜三弁付き心外導管）後の導管狭窄に

対しバルーン拡大術（BD）を施行した．

　患者1：9歳2カ月女子．術後4年3カ月のBD．右

室一肺動脈問圧差が53mmHgから19mmHgに減少．

　患者2：11歳8カ月女子．術後5年のBD．弁周囲の

石灰化が強く，右室一肺動脈間圧差100mmHg．バルー

ンが破裂，圧差は解除されず，導管置換術となる．導

管狭窄に対するBDは，弁輪が狭小化していず，石灰

化はあっても弁の形態が保たれている場合に有効であ

り，その時期のうちに施行することによって導管置換

術の時期を遅らせる可能性をもつ．

　6．先天性左冠動脈～左室痩の1例

　　　　北海道大学医学部小児科

　　　　　　南雲　　淳，武田宏一郎，小田川泰久

　　　　　　信太　　知，清水　　隆

　　　　国立札幌病院心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　俣野　　順，宮崎　慶子

　症例は日齢43，男児．日齢2に心雑音を指摘され，

心エコーにより冠動脈左室痩と診断され，経過を観察

していたが次第に左室の容量負荷によると思われる左

室拡張期径の増加（最大42mm）が認められたため日齢

106にSymbus手術を施行された．手術直後はエコー

上，左室駆出率が27％と低値を示し，血管拡張剤投与

下に経過を観察しているが，次第に心機能の回復を認

めている．

　考察：冠動静脈痩のなかでも冠動脈～左室痩は頻度

は少なく，Loweらによると冠動静脈痩のわずか2％

465－（75）

と報告されている．本症例は冠動脈～左室痩のため重

症の大動脈弁閉鎖不全と同様な血行動態による左室へ

の容量負荷により，乳児期早期に急速に左心不全が進

行したと思われた．

　7．乳児期における左冠動脈左室痩の手術経験

　　　　国立札幌病院心臓血管外科，北海道大学医学

　　　　部小児科＊

　　　　　　宮崎　慶子，明神　一宏，俣野　　順

　　　　　　村上　達哉，国原　　孝，岡　　潤一

　　　　　　清水　　隆＊

　症例は左冠動脈左室痩と診断された3カ月の男児．

内科治療に抵抗し心不全症状が出現してきたため，手

術を行った．手術所見では左冠動脈は主幹部より拡張

し，回旋枝はφ7mmに瘤化していた．回旋枝の瘤に約

1．5cmの切開を加えると痩孔はφ6mmであり，痩孔

にゾンデを入れ左室につながる事を確認した．

Symbas法により冠動脈内腔より痩孔を連続縫合で閉

鎖した．術後明らかな梗塞は見られなかった．乳児に

もかかわらず瘤が大きかったためSymbas法を行い

痩孔を確実に閉鎖することができた．本疾患の乳児期

における外科的治療例の報告は少ないため貴重な1例

と思われた．

　8．成人例，左冠状動脈肺動脈起始症に対する修復

術の経験

　　　　北海道大学循環器外科，循環器内科’

　　　　　　村下十志文，瀧上　　剛，金岡　　健

　　　　　　石井　浩二，椎谷　紀彦，松居　喜郎

　　　　　　安田　慶秀，金野　正典＊，佐久間一郎’

　　　　　　北畠　　顕＊

　38歳，女性．1年前より労作時胸痛を自覚．ECG，

心筋シンチにて左室前側壁に虚血所見を認め，CAGで

はLCAは造影されず，　RCAからLCAついでPAに

流入する血流を認めた．手術所見では左冠動脈が大動

脈より最も離れた肺動脈のnon－facing　sinusより起始

していた．手術は，左冠状動脈口に連続する肺動脈壁

を利用して導管を作成し，主幹部を延長させ大動脈壁

にimplantationした．欠損した肺動脈は自己心膜にて

形成した．術後，胸痛は消失し，左心室機能も改善し

た．

　9．離断し2枚のパッチによる修復を行った乳児期

A・PWindowの1例
　　　　国立函館病院心臓血管外科，小児科＊，国立札

　　　　幌病院心臓血管外科＊＊

　　　　　　松浦　弘司，町田　政久，清野　隆吉
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　　　　　　太田　里美，間　　峡介＊，衣川　佳数＊

　　　　　　俣野　　順＊＊

　症例は9カ月の男児，森の分類1型proximal
defectでQP／Qs＝4．0・Rp＝4．2であった．上下大静脈

脱血・上行大動脈送血・心筋保護液による大動脈遮断

下にWindowを切開離断し，大動脈側の欠損部をパッ

チ閉鎖した後，大動脈遮断を解除し拍動下に肺動脈側

の欠損部をパッチ閉鎖した．パッチには大動脈側は二

重，肺動脈側はそのままの馬心膜を用いた．大動脈遮

断時間は29分であった．術後経過は良好で26日目に自

宅退院した．この方法は，①大動脈遮断時間が短縮で

きる，②遺残短絡が絶対に起きない，等の利点を有し，

大動脈切開によるアプローチに較べ有利な方法である

と考える．

　10．生後1日のTAPVC手術例（当科における新生

児症例の検討）

　　　　市立旭川病院胸部外科

　　　　　　上久保康弘，青木　秀俊，石橋　義光

　　　　　　大場　淳一，森本　清貴

　　　　同　小児科　　　　　　　　　小西　貴幸

　　　　旭川医大小児科　　　　　　　岡　　隆治

　　　　旭川厚生病院小児科　　　　　竹田津未生

　総肺静脈還流異常症は発症が早く，多くは新生児期

から乳児期に死亡する重篤な疾患である．今回われわ

れは生後1口のTAPVC手術例を経験したが経過は

きわめて良好であった．その要因として心エコー検査

により迅速にして正確な診断が可能であったこと，補

助手段を循環停止から心拍動下における心内修復に切

り替えたことにより，血行動態が改善したことが挙げ

られる．また吻合に吸収糸を用い一部結節縫合とし，

吻合口の形成に際しては肺静脈の分枝に切り込まない

よう留意したことにより，肺静脈の閉塞が予防できた

と考えられた．

　11．上心臓型総肺静脈還流異常症に対するsupe・

rior　approachによる修復術の経験

　　　　北海道大学循環器外科，＊循環器内科，＊＊小児

　　　　科

　　　　　　金岡　　健，村下十志文，瀧上　　剛

　　　　　　山内　英智，椎谷　紀彦，松居　喜部

　　　　　　安田　慶秀，高木　千佳＊，佐久間一郎＊

　　　　　　北畠　　顕㌔南雲　　淳＊＊武田宏一郎＊＊

　　　　　　信太　　知＊＊小田川泰久＊＊清水　　隆＊＊

　2例のTAPVC（Darling　Ia型）にsuperior
approachによる根治術を施行した．症例は1歳6カ

日本小児循環器学会雑誌　第12巻　第3号

月男児と42歳女性である．両症例とも，肺静脈と左房

の吻合の際，上行大動脈，上大静脈，右肺動脈をテー

ピングして展開することにより，過度の心房切開と心

臓の脱転をしなくとも良好な視野が得られた．術後造

影で吻合部の狭窄は認められなかった．とくに成人で

は心臓の脱転が困難であり，また術後の不整脈が問題

となるため，本方法が有効であると思われた．

　12．三心房心の1治験例

　　　　札幌医科大学医学部第二外科，＊同　小児科

　　　　　　池田　勝哉，安喰　　弘，佐藤　真司

　　　　　　高木　伸之，小松　作蔵＊，布施　茂登＊

　　　　　　富田　　英

　三心房心は先天性心疾患の0．1％前後を占める比較

的稀な心奇形であるが，その分類や術前診断及び外科

手技上いまだ多くの問題点がある．今回我々は術前三

心房心と診断し完全体外循環下に異常隔壁を切除した

症例を経験したので報告する．症例は1歳6カ月の男

児．生後1カ月時に心雑音を指摘され，8カ月頃より

肺炎のため入退院を繰り返し本年9月肺炎で人院時，

胸部写真上肺うっ血を認めたため心エコーを施行し三

心房心と診断された．手術は胸骨正中切開，完全体外

循環下に右側左房を縦切開し異常隔壁に達した．隔壁

の交通孔は多孔性で主たる交通孔はスリット状を呈し

同部より隔壁を切除した．摘出した隔壁は22×12mm

大で病理組織学的には心筋成分を伴った線維性結合織

であった．

　13．三心房心の外科解剖，鑑別診断と外科治療

　　　　札幌医科大学医学部第二外科，＊小児科

　　　　　　高木　伸之，安喰　　弘，池田　勝哉

　　　　　　佐藤　真司，小松　作蔵，富田　　英＊

　　　　　　布施　茂登＊

　三心房心は，発生率0．1～0．4％と稀な心奇形である

が，新生児期，乳児期に緊急手術を必要とする重篤な

疾患である．しかし，その稀さもあり，分類，鑑別診

断等不明な点が多い．今回はL－S分類とTAPVC関係

に焦点をあて，三心房心とは肺静脈の発生異常による

一連の疾患群の総称であるという認識のもとに再考察

を加えたので報告する．

　14．総肺静脈還流異常異常症，完全型心内膜床欠損

症，unroofed　coronary　sinus，　PLSVCを合併した

Ellis　van　Creveld症候群の手術経験

　　　　市立旭川病院胸部外科

　　　　　　大場　淳一，青木　秀俊，石橋　義光

　　　　　　上久保康弘，森本　清貴
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　　　　旭川医科大学小児科　　　　　岡　　隆治

　Chondroectodermal　dysplasiaを主徴とするEllis－

van　Creveld症候群はまれな疾患であるが半数に心奇

形を合併する．その多くは単心房，心房中隔欠損など

であり，本症例のようにTAPVC（IIb），compIete　ECD

（Rastelli　A）を合併した例は報告がない．本症例はこ

のほかにdouble　mitral　ori　ficeも有していた．手術は

two　patch　methodで行ったが，心房中隔パッチを大

きくし，肺静脈を左房側に落とし，かつPVOをおこさ

ないように縫合ラインを決めた．結果的にパッチが右

房側に張り出す形となったが右房容積が大きかったの

でこのような修復が可能であった．PLSVCは結紮し

たが，術中術後は問題に生じなかった．

　15．右室低形成を伴うEbstein奇形に対する

Bidirectional　Glenn　Shuntを併用した
biventricular　repairの経験

　　　　北海道大学医学部循環器外科，＊循環器内

　　　　科，＊＊小児科

　　　　　　瀧上　　剛，村下十志文，金岡　　健

　　　　　　山内　英智，椎谷　紀彦，松居　喜郎

　　　　　　安田　慶秀，熊本　秀樹＊，中野　紀嗣＊

　　　　　　佐久間一郎㌔北畠　　顕＊，南雲　　淳＊＊

　　　　　　武田宏一郎＊＊信太　　知＊＊小田川泰久＊＊

　　　　　　清水　　隆＊＊

　高度多血症とチアノーゼ，心不全を呈した右室低形

成を伴うEbstein奇形の成人例に対しbidirectional

Glenn　shuntを併用し，biventricular　repairを行った．

症例は24歳，男性．軽労作時息切れ，高度チアノーゼ，

高度多血症（Hb　23．3g／dDを認めた．手術はBidir－

ectional　Glenn　shunt，及び心房中隔欠損孔のパッチ閉

鎖術を施行した．術後経過は良好で，心不全及びチア

ノーゼの改善を認めた．

　16．右室異形成，肺動脈弁欠損，左室右房交通症を

伴った三尖弁閉鎖症に対するFontan型手術（Bj6rk

法）の1例

　　　　北海道立小児総合保健センター胸部心臓血管

　　　　外科

　　　　　　　　　　　菊地　誠哉，樫野　隆二

　　　　同　小児科　　　　　　　　　東舘　義仁

　　　　東京女子医科大学循環器小児外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　高梨　吉則

　　　　旭川医科大学小児科

　　　　　　岡　　隆治，梶野　浩樹，境野　環樹

　症例は，3歳，女児．診断は，膜性三尖弁閉鎖（Ib），

右室異形成（Uhl病），肺動脈弁欠損，左室右房交通症，

狭小VSD，　ASD，　MR．11カ月時左室右房交通閉鎖，

ASD拡大，左modified　BT　shullt施行．術後，　shunt

による高肺血流及びMRに起因する心不全が持続し

た．3歳時，Bj6rk法，僧帽弁輪形成術を施行．右室は，

羊皮紙様に菲薄化し全く機能していなかった．術後経

過は良好であった．膜性三尖弁閉鎖，右室・肺動脈弁

異形成の合併は，HorizOn　XX以後の右室，肺動脈の

精錬過程障害によるdevelopmental　complexと考え

られる．

　17．pVC多発を伴った先天性僧帽弁閉鎖不全の1

治験

　　　　旭川医科大学第1外科

　　　　　　郷　　一知，久保　良彦，笹嶋　唯博

　　　　　　稲葉　雅史，山本　浩史，東　　信良

　　　　　　浅田　秀典

　　　　同　小児科　　　岡　　隆治，梶野　浩樹

　PVC多発と左室拡張を伴った先天性僧帽弁閉鎖不

全に対し，僧帽弁置換術を行ったので報告する．症例

は19歳の男性で，手術の2年程前からpVcが多発す

るようになり，心拡大も進行してきた．術前のEFは

60％，LVEDVI＞180，　LVESVI＞60であった．術後も

PVCの管理に難渋し，　EFは30％以下に低下し，不整

脈治療を含む術後管理に注意を要した．僧帽弁閉鎖不

全症においては自覚症状が軽度で，EFが保たれてい

る症例でも，左室の拡張が著しい場合には，心筋の機

質的障害が進行している例もあり，手術時期，術後管

理に留意が必要である．
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