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1．総肺静脈還流異常を伴った無脾症候群の胎児診
断例
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胎児期に総肺静脈還流異常の診断は難しく，今まで
にも報告は少ない．今回我々は胎児期より総肺静脈還
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流異常を診断でき，経過を追った症例を経験したので
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報告する．症例は妊娠30週に複合心奇形を主訴に当院
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を紹介された．胎児エコーにてDextrocardia，｛A（S），
L，L｝，

胎児血行では肺循環血流が少ないため従来肺静脈還

complete

ECD，

DORV，

CA，

PSと診断した．

そのときの胎児エコーにてIVCへの異常血流が認め

流異常（TAPVC）の出生前診断は困難であったが，超

られたため，36週，38週に再検し，PVはcommon

音波断層装置の性能向上に伴い胎児の肺静脈血流の検

からvertical

出も可能となってきている．今同我々は在胎30週で胎

TAPVC

PV

veinを介してIVCへ還流している．

infracardiac

typeであると診断した．

flowのmax

PVO

児診断し得たTAPVCを伴った無脾症候群の2例を

は認めず，PV

経験したので報告する．症例1は在胎30週6日，四腔

週），0．74m／s（36週），0．89m／s（38週）であった．

velosityは0．691n／s（30

断面異常のため産科より紹介．levocardia，単心室，両

38週4口3，074gで出生．出生後の心エコーでも同様の

GA

大血管右室起始，肺動脈閉鎖，共通房室弁と診断され

所見を認め，日齢14TAPVC

胃泡が中央に位置することからheterotaxyが疑われ
た．31週再検時に無名静脈に還流している異常血管が

感染にて死亡した．胎児期でもSVCやIVcの血流を
留意してみることによりTAPVCの診断が可能であ

みられ，TAPVC（Darling分類1A）と診断し，生後の

ると思われた．

心エコーで確診した．肺静脈狭窄がないため（CPV
flow＝O．8m／s）外来経過観察とした．症例2は四腔断
面異常のため在胎24週で産科より紹介．心臓一胃泡位

置不一致よりheterotaxyおよび心奇形として

repairを行ったが，術後

3．胸腹結合体における心臓大血管診断について
兵庫県立こども病院循環器科1），産科2），新生
児科3｝，心臓血管外科4），麻酔科5），放射線科6），
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levocardia，心内膜床欠損，両大血管右室起始，肺動脈
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狭窄，左室低形成と診断され経過観察中38週再検時大
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動脈後方に異常血流が見られ総肺静脈還流異常を疑わ
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れた．生後肺静脈狭窄がないTAPVC（la）と確認し

津川

た．TAPVCの胎内診断にはColor

Doppler

Flow
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症例は在胎33週5日，結合双胎として母体紹介入院．

在胎34週2日及び6日に胎児心エコーを施行した．心

mappingが有用と思われた．

2．胎児期より総肺静脈還流異常が診断できた無脾

嚢は共有されるが，心臓はそれぞれ1個と判断した．

第1子は心房中隔孔が大きく心房中隔欠損を，第2子

症候群の1例

は四心腔が確認できず単心室様構造を疑った．両児の

東京女子医科大循環器小児科
別刷請求先：（〒891−01）鹿児島県鹿児島市谷lll中央5

20 10
総合病院鹿児島生協病院小児科
西畠

心室運動には時相のずれを認めた．出生は35週0日，
帝王切開，体重は（2体）4，062gであった．心エコー

にて第1子は心房中隔欠損，第2子は僧帽弁閉鎖，心
信

房中隔欠損，肺動脈狭窄，左上大静脈と診断したが，
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心室心筋の共有を疑った．第1子は生後45日より呼吸

疑った．児は32週OH，誘発にて娩出されたが死産と

管理を要し，そのため生後72日，分離手術を考慮した

なった．体重1，180g，身長31．Ocm，頭殿長26．Ocm，頭

カテーテル検査を施行した．第2子の診断を房室不一

囲31．4cm，胸囲19．6cmであった．上下肢の短縮およ

致，三尖弁閉鎖，心房中隔欠損，両大血管左室起始，

びX−P所見（太くリボン状の肋骨，長管骨の骨折）等

肺動脈狭窄，左上大静脈とした．また，心房間の交通

より，骨形成不全Ilbと診断された．心臓に関しては心

（血流方向第2→1子）および腹部大動脈間の交通（血

内構造異常は診断されなかった．肺動脈径は7mm，大

流方向第1→2子）を認めた．生後146日，分離手術を

動脈径は5mmであった．動脈管は外径4mm，長さ13

施行した．心臓は心室の共有はなく心房の交通のみで

1nmで蛇行しているものの，大動脈縮窄の診断とはな

あり，心臓分離は容易であった．また，腹部大動脈の

らなかった．

交通は腹腔動脈であった．

4．経皮的大動脈弁切開術を施行した重症大動脈弁

6．特異な走行を呈した動脈管の1例
社会保険広島市民病院小児循環器科1），産

狭窄症の1例
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今回，動脈管が特異な走行を示した症例を経験した

泰典

出生前超音波検査にて大動脈狭窄症と診断し，出生

ので報告する．動脈管は半日で血流が途絶えており，

後，経皮的バルーン大動脈弁切開術（BAV）を施行し

病的な動脈管開存症ではなかった．出生前日の胎児エ

た症例を供覧する．

コー検査では，動脈管は，左右肺動脈分岐部から分岐

症例：28歳2経妊1経産．妊娠31週時，近医にて胎

し，やや左側頭側に向かって走行して，大動脈弓より

り，僧帽弁閉鎖不全を伴う重症大動脈弁狭窄症による

やや高位で反転し，蛇行しながら下行大動脈へつな
がっていた．出生直後の心エコー検査では，太くて蛇

胎児水腫と診断された．膀帯血にて正常核型を確認後，

行する動脈管が胎児エコーで認めた通りに走行してい

妊娠33週0日に予定帝王切開術を施行した．BAVに

た．下行大動脈と動脈管との結合部は，通常の位置よ

より出生直後5％であった左室収縮率は18％まで改善

りもやや末梢と思われた．生後14時間後の心エコー検

したものの，その後左室機能の充分な改善はみられず，

査では，動脈管が肺動脈から分岐する部分はまだ太
かったが，下行部分は細くなり，カラードプラ法で血

児水腫と診断され当院受診となった．超音波検査によ

生後20日目に心不全にて死亡した．

まとめ：本症例では残念ながら児を救命できなかっ

流シグナルを認めなかった．また，主肺動脈内には短

たが，重症大動脈弁狭窄症の周産期管理を考える上で

絡血流を認めなくなっていた．その後，動脈管は肺動

貴重な症例と思われる．本症例を含めて出生前診断さ

脈からの分岐部で嚢を形成して，完全に閉鎖していた．

れた重症大動脈弁狭窄症の周産期管理について検討し

7．羊水過多症に対するインドメサシン投与の胎児
循環に及ぼす影響について

たい．

5．胎児期大動脈縮窄を疑った死産児について

社会保険広島市民病院産婦人科
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症例は在胎30週3日，胎児奇形を疑われ精査の為母

信隆

インドメサシンは胎児の尿量を減少させる作用を有

体紹介入院．妊婦は22歳，初回妊娠であった．入院時

し，羊水過多の治療に用いられる．一方インドメサシ

胎児エコーにて頭蓋骨の変形，小脳の低形成，1二下肢

ンの副作用として胎児期の動脈管閉塞，三尖弁逆流，

骨の短縮，胸郭のベル型変形が疑われた．また，心臓

新生児期の胎児循環遺残，一過性腎不全などが報告さ

に関しては四心腔を認めるが，右室および肺動脈の拡

れている．我々は胎児消化管閉鎖のため羊水過多を認

大が疑われた．心内構造には異常は無いと判断したが，

めた症例に対し，妊娠29週〜31週までインドメサシン

動脈管からは大動脈近位部方向への血流を認めた．こ

100mg／dayを投与し，胎児血流ならびに羊水量（am−

のことから大動脈弓は確認でき，形態的にも大動脈縮

niotic

窄は診断できないが，出生後の大動脈縮窄の発症を

動脈，下行大動脈，腎動脈の血流，動脈管径には変化

fiuid
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を認めず，三尖弁逆流，心拡大も認めなかった．下大

変化と直静脈洞の拡大が認められた．以上の所見より

静脈preload

ガレン静脈瘤と診断した．当院では治療が困難と判断

index（PLI）は投与前0．365から投与中

に最高O．481までヒ昇し，動脈管の最高血流速度は投与

し，順天堂大学病院へ母体搬送とした．在胎37週0日，

前149．4cm／sから投与中に114．5cm／sまで低下した．

帝王切開術にて出生した．出生体重は2，998gで，アプ

AFIは投与前27．2cmから投与開始後18．5cmまで低

ガースコアは3／6点で，同院NICUにて全身管理を開
始した．口齢1に塞栓療法を施行したが，効果なく心

ドしたが，その後再び増加傾向を示した．

一

8．極低出生体重児PDAに対する予防的静注用イ
ンドメサシン投与の検討（prospective，

randomized

不全徴候は増悪していき，日齢3に永眠された．

10．胎児・胎盤腫瘍と胎児心不全
筑波大学小児科1｝，産婦人科2）

study）
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大きな胎盤血管腫や胎児の奇形腫では，腫瘍内の動
静脈短絡による容量負荷などにより，胎児心不全を来

克2）

合併症のない1，500以下のRDS児を対象とし，予防
的にインドメサシン（lndo）投与を行う予防群と症候

すことがある．出生前診断された胎盤絨毛血管腫2例
と胎児の奇形腫2例について報告した．

性となったら投与する治療群とにわけ，症候性動脈管

症例1：妊娠23週に胎盤の血管腫を発見された時点

開存症（PDA）に対する予防的Indo投与の有用性と安

で既に胎児水腫が進行していた．貧血に対する胎児輸

全性について検討した．予防群では1例も症候性PDA

血などを試みたが救命できなかった．剖検で心筋肥大

とならなかったのに対し，治療群では50％に症候性

が認められた．

PDAを認めた．予防群では尿量の減少はみられるもの

症例2：妊娠31週に胎盤の血管腫を発見された．経

の，furosemideの積極的投与にて1mg／kg／日は確保す

時的胎児心エコーで心拡大が進行したため在胎34週に

ることができた．volume

分娩誘発した．児は心不全とDICを伴ったが治療によ

expallderの使用量には差は

認められず，catecholamineの使用量は予防群のほう
が少ないにもかかわらず，血圧，とくに拡張期血圧が

り軽快した．

症例3，4はそれぞれ妊娠27，33週に奇形腫を発見

予防群は有意に高く推移しており，動脈管の積極的閉

された．前者は胎児水腫を伴い救命できなかったが，

鎖を計ったためと考えられた．Indoの予防投与は，症

後者は経時的胎児心エコーで心拡大の進行はなく，満

候性PDAの発症予防に有用で，重篤な副作用も認め

期で分娩後，外科治療を行った．これらの症例では，

ず，また，その予防投与は生後早期の児の循環を安定

分娩時期の決定に胎児心負荷の評価が重要である．

11．胎内より観察しえた胎盤・皮膚・肝血管腫の1

例

化する可能性が示唆された．

9．胎児診断されたガレン静脈瘤の1例
神奈川県立こども医療センター新生児科1），

聖隷三方原病院新生児科1），産婦人科2｝，聖隷

産科2），放射線科3）

浜松病院小児循環器科3），放射線科4）
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元良1）松井
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和志1）三木
聡

）大木

真1）渡辺めぐみ1）
茂1）和田

力也1）

正二2）

症例：在胎36週5日，胎児の水頭症・心拡大にて母

岡田

眞人1）芹沢麻里子2）宇津

体紹介受診となる．胎児超音波検査にて頭蓋内に直径

瀬口

正史3）影山

2．5cln大のcystic

lesionと心拡大があり，子宮収縮が

貴一4）

小児の肝血管腫は比較的稀な腫瘍であるが，新生児

頻同に認められたため緊急入院となった．入院時の超

期・乳児期早期に発症することが多く，肝動静脈痩を

音波所見としては，三尖弁逆流，右心系の拡大があっ

伴う例などでは心不全を呈し，予後が悪い．今回我々

たが先天性心奇形は認められなかった．上大静脈が下

は，胎児エコーで胎盤血管腫によると思われる心拡大

大静脈に比して有意に直径が大きく，頭部正中部にカ

を認め，出生後，皮膚血管腫が多発，肝血管内皮腫に

ラードップラー一法にて血流が内部に確認できるcyst

より心不全を呈したが，肝動脈及び内胸動脈塞栓術，

が認められた．胎児MRIにては，ガレン大静脈の瘤状

ステロイドパルス療法を施行し救命しえた症例を経験
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したので報告する．

症例は在胎32週の胎児．胎児エコーで心拡大がみら
これによる心拡大と判断した．在胎37週1日，2，334g，

score

9点（1分）を出生，胎盤には4．5cm×

紹1）矢守

後藤

芳充2）田中

信昭1）岩佐

充二

壮一2）可世木

）

博3）

下須賀洋一3）

れたが，在胎34週に胎盤腫瘤内の動静脈吻合を確認し，

Apgar

武田

（61）

母体は26歳初産で妊娠経過は順調であった．先行感
染ははっきりしたものはなかったが，在胎29週，胎児

3cmの血管腫が認められた．出生後，胸部X線で心拡

エコーにて著明な左心室の拡大と腹水・皮下の浮腫を

大が認められるものの全身状態良好で，日齢6に退院．

認めた．当科紹介となり心エコーにて左室・左房の著

日齢10より皮膚血管腫が出現し始め，口齢12に，右胸

明な拡大と収縮力低下（SFO．22）が認められた．児は

部から上腹部にかけて連続性雑音を聴取，エコー上肝

母体の中毒症の適応から33週3日帝王切開となった．

静脈の拡張を確認し，多呼吸，哺乳障害もみられたた

アプガーは1分心拍のみですぐ挿管されNICUに収

め入院．肝動静脈痩を疑いMRIを施行し，肝血管内皮

容された．入室時のレントゲンでは著明な心拡大と浮

腫と診断した．日齢16に肝動脈塞栓術を施行し，心不

腫・胸腹水を認め，心エコーでは心奇形はないものの

全は一且軽快したが，生後2カ月で再び増悪し，肝動

著明な左房・左室の拡大と収縮力の低下（SFO．08）を

脈及び内胸動脈塞栓術，ステロイドパルス療法も施行

認め，拡張型心筋症の所見であった．出生時のIgMが

した．以後心不全は軽快し，皮膚血管腫も軽減した．

胎盤に血管腫像を見つけた場合には，胎児の血管腫
の存在を念頭に置き，検索をすすめる必要があると思

15．7と高値なことから何らかのウイルスによる心筋炎

が疑われたが，TORCHやパルボウイルスに対する抗
体価や児の便・尿のウイルス分離は陰性であった．児
は日齢36抜管に成功し日齢86退院となった．退院時の

われた．

12．胎児エコーで右室内の石灰化を認め，出生後特

異な経過をとった新生児ループスの1例

CTR

64％であり左室のSF

O．18であった．

14．胎児期より心不全を示したendocardial
fibroelastosisの兄弟例

九州大学小児科

肘井
井上

孝之，五十嵐久二
和彦，福重淳一・郎

大阪府立母子保健総合医療センター検査
科1），新生児科2），産科3），小児循環器科4）

母体は抗SS−A抗体陽性のSLE罹患者．プレドニゾ

竹内

ロン5mg／dayで症状は寛解期にあった．妊娠29週時，

胎児エコー上胎児の右室心筋に石灰化を認めた．その
後胎児の心機能低下，心嚢液貯留が出現し，抗SS−A抗

真1）荒井

小池

麻子2）飯谷

稲村

昇4）中島

過をたどったEndocardial

心機能改善を認めていた．妊娠33週時，帝王切開で出

弟例を経験したので報告する．

はFS

33％であったが生後8時間頃より皮膚色の悪化

を認めFS

17％と著明に低下．強心剤，血管拡張剤，

及びプレドニゾロン投与を開始し，翌日より心機能は

雅弘D
光英3）

徹4）

胎児期より心不全のため胎児水腫が生じ，同様の経

体除去目的で計4回，母体の血漿交換を施行し胎児の
生．新生児の抗SS・A抗体は256倍であった．出生直後

洋1）中山
秀美2）永田

fibroelastosis（EFE）の兄

症例：0日男児．母；21歳，1回経産婦．兄；生後
6時間で原因不明の胎児水腫・心不全で死亡．在胎28
週に胎児水腫・羊水過少を指摘され，胎児心エコーに
て形態的には異常はないが両房室弁の逆流が強く心室

徐々に改善した．］2生日より左室後壁のエコー輝度の

の拡大と動きの低下を認めた．急激に心不全が進行し

上昇，心嚢液の貯留が出現，増悪傾向にあったため児

たと判断し，在胎29週に帝王切開にてApgar

の交換輸血を施行した．交換輸血後徐々に心エコー，

2，606gで出生した．しかし，各種治療に抵抗し，生後

1／3，

及び心電図所見は改善した．尚，交換輸血前後で抗

8時間で死亡した．剖検では心臓は心内膜は乳白色で，

SS−A抗体は256倍から64倍へと低下した．その後症状

肥厚し弾性線維が増生していた．また肺は低形成で

の再増悪はみられず，交換輸血が有効であったと考え

あった．兄も再検討したところ同様の所見であった．

まとめ：心不全・羊水過少を伴う胎児水腫の中には

られる．

13．在胎29週6日より左心系の拡大を示した心原1生

15．硫酸マグネシウム（MgSO、）投与下における胎

と思われる胎児水腫の1例
名古屋第二赤十字病院小児科1），小牧市民病
院小児科2），産婦人科3）

EFEを示す例があり留意すべきことと考えられた．
児心循環系の変化
鹿児島市立病院産婦人科1），鹿児島生協病院
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正人1）松田

西畠

義雄

信2）鮫島

）波多江正紀1）

浩3）池ノ上

克3）

17．胎児心臓腫瘍の5例
東北大学医学部小児科

マグネシウムが胎児心循環系に与える影響を検討し
た．MgSO，，を使用した切迫早産ユ3症例（Mg群）で，

房室弁拡張期血流量（BF），

fractional

shortening

（FS），また，中大脳動脈（MCA），下行大動脈（r）Ao），

縢帯動脈（UA）のpulsatility

第4号

指標として有用なものと考えられる．

小児科2），宮崎医科大学産婦人科3）
上塘

第13巻

index（PI）を測定した．

正常胎児15例を対照群とした．Mg群のBFは左心で
対照群より47％多く，右心では18％少なかった．Mg群
のFSは対照群より，左室で有意に高く（39．O±4．6，

柿澤

秀行，大野

小澤

晃，田中

忠行
高志

本院で経験した心臓腫瘍について報告した．

対象：1987年4月から1997年2月までに胎児診断し
た心疾患患児（心奇形のない胎児水腫と不整脈を除く）

54例のうち心臓腫瘍を認めた5例．

症例：母が結節性硬化症（TS）のもの1例，不整脈
で紹介されたもの1例，他はスクリーニングで腫瘍を

33．4＋4．4），右室で有意に低かった（27．6±6．6，34．5＋

指摘され紹介．腫瘍の出現時期を確認できたものでは

3．8）．PIはMCAで有意に低値（1．86±O．31，2．19＋

24週から32週と幅があり，当科診断時期は28〜39週で

0．19）を示したが，DAo，

あった．3例で胎児不整脈を認めた．腫瘍は多発性で

UAにおいては両群間で差

を認めなかった．MgSO、投与により，胎児左心機能の

輝度が高く均一で，横紋筋腫と診断した．胎児期に大

上昇，右心機能の低下が見られた．また，MCAPIの低

きさが問題となったものが3例（1例は径40mmと生

下より，脳循環の変化が示唆された．

存例の報告では最大）で，部位が問題となったものが

16．胎児期における心収縮と拡張能を統合させた新

2例であったが，全例胎児浮腫等の所見はなかった．

しい心機能評価法（Tei・lndex）における左室心筋per−

出生後，腫瘍の大きさは不変か縮小傾向を示し無治療

formanceの経時的推移の検討

で経過している．全例がTSと診断された．

18．胎児期より観察された心臓横紋筋腫の1例

久留米大学小児科
石井

正浩，堤

三宅

巧，衛藤

赤木

禎治，加藤

隆博，清松

由美

豊橋市民病院小児科1｝，産婦人科2），心臓血管

元寿，家村

素史

呼吸器外科3）

裕久

心収縮能および拡張能を複合した新しいドプラ心エ
コー図の指標（Tei

Index）を用いて20週から38週の正

常胎児35例およびハイリスク胎児20例における胎生期

の左室心筋パフォーマンスの推移を検討した．ドプ

白谷

尚之

山口

幸子D大呂陽一郎1）小山

）大林

鈴木

賀巳り西村

有井吉太郎2）小林

幹尚り藤田

直也D

典久

豊1）若原

）

靖典2）

淳剛3｝

在胎35週に某市民病院産婦人科にて施行された胎児

ラー心エコー図法で得られた等容収縮期時間（ICT），

超音波検査で左室内の腫瘤に気付かれ当院産婦人科に

等容拡張期時間（IRT）および駆出時間（ET）を用い

母胎搬送された．当院で行った胎児心臓超音波検査で

て以下に示す式にてTei Indexを算出した． Tei
Tei Indexは週数が増すに従

左室心尖部より起始する腫瘤を認めたが，両心室の拍

Index＝ICT＋IRT／ET

出量は経膣分娩に耐え得る範囲と考えた．在胎38週6

い低くなり正常値へ近づいた．正常胎児とハイリスク

口，3，474gで経膣分娩にて出生し，

APGAR

SCORE

胎児問には（0．48±0．1vsO．71±0．1p＜0．05）と有

9点であった．頭部CTでの脳室範囲の石灰化や皮膚

意な差を認めた．Tei

の脱色素斑は認めず結節性硬化症は否定的であった．

Indexは胎児期の心機能評価の

腫瘤の消退傾向が無いことや歩行開始と共に易疲労性
o．9

が目立っ様になったこと，また家族が長期にわたる抗

0．8

血小板剤の内服に抵抗を示したことより，1歳時に腫

三゜・7

瘤摘出術を行った．結果的には横紋筋腫であったが，

9・．・
き。．。

腫瘍の周囲は著明な線維化を伴い硬くなっていた．術

20．4

Contro‖

後3カ月間抗血小板剤の内服を行ったが，現在は無投

H．lgb．即sb
0．3

2021

22232425262728293031323334353637383940
GA｛Weeks｝
図

薬で経過観察中である．

19．胎児心臓腫瘍の2例
松山赤十字病院小児科1），産婦人科2）
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順也1）広瀬

大村

勉

本田

修1〕荻野

竜也1）

信行1）梅津

隆2）

）小谷

黒嵜

健一，斉藤

彰博

症例1：29歳，初産婦．妊娠33週，心臓腫瘍疑いで
当院紹介．胎児左室と右室内に心室中隔に付着した腫

直利2）

症例1：妊娠41週，胎児エコー検査で心室中隔の肥
厚を指摘され紹介入院した．胎児心エコー検査で心室

瘍を認めた．妊娠36週のエコーでは右室内の腫瘍はみ
られず，左室，右房内に腫瘍が存在した．房室弁の流

中隔に粗いエコーの腫瘍を認めた．生後の脳CTで脳

入，ド大静脈のパルスドプラ法では異常なく，胎児不

内の石灰像と脳波異常を認め結節性硬化症に合併する

整脈や心不全徴候もみられなかった．

心臓横紋筋腫と診断した．また心室性頻拍が出現した

症例2：29歳，初産婦．妊娠29週，胎児心室内異常

が，メキシレチンが有効であった．一年後には腫瘍の

エコーのため当院紹介．右室自由壁，左室自由壁に腫

著しい縮小をみ，8歳時には消失したが，不整脈は続

瘍を認めた．房室弁流入パターンに異常なく，胎児不

いている．

整脈，心不全徴候もなかった．2度の三尖弁逆流を認

症例2：妊娠32週，胎児心臓腫瘍を指摘され紹介さ
れ39週で誘発分娩した．胎児心エコー検査で心室中隔
と左室後壁に腫瘍エコーを認めたが，経過中サイズの

めた．

出生後の経過：症例1は新生児一過性多呼吸と思わ
れる呼吸障害がみられ2日間の呼吸管理を要したがそ

変化や心不全は来さなかった．生後のカラードプラで

の後は心不全，不整脈はなく順調に経過．腫瘍は左室，

腫瘍による収縮期左室内閉塞所見を認め，β一プロッ

右室，右房に存在した．症例2も軽度の右室流出路狭

カーを使用した．生後の頭部CTで脳内の石灰化像を

窄と三尖弁逆流がみられたが，心不全，不整脈はなく

認め，症例1と同診断で経過観察中である．

退院．2例とも頭部CTで側脳室周囲に石灰化がみら

20．両心室腔内に多発した心臓腫瘍の1例
熊本市民病院小児循環器科

れ結節性硬化症と診断し腫瘍は横紋筋腫と思われた．

），産婦人科2），鹿

22．非典型的超音波所見を呈した横紋筋腫の1例
慶応大学産婦人科

児島生協病院小児科3），鹿児島市立病院産婦
人科4）

中村

紳二

西畠

）八浪

信3｝松田

浩一）石松

順嗣2）

義雄4）

宮越

敬，田中

小林

俊文，吉村

守，宮崎

豊彦

泰典

症例：27歳，0経妊0経産．既往歴，家族歴に特記

胎児期に診断された多発心臓腫瘍の1例を報告す

すべきことはなし．妊娠32週時，近医にて心臓周囲の
腫瘍を指摘され当院を紹介受診した．超音波検査上，

る．

症例：在胎38週4日，出生体重3，144g，男児．在胎

高輝度均一な超音波像を呈する腫瘍が右心系を包み込

35週3日，性器出血で近医受診し胎児異常を指摘され，

む様に心嚢内に存在していた．その後，心不全・腫瘤

紹介医での胎児超音波検査により心臓腫瘍の診断を受

の増大傾向はなく妊娠38週3日に正常分娩にて男児を

けた．在胎36週5日，新生児管理目的で当院産婦人科

分娩した．MRIを含めた画像検査では横紋筋腫が考え

に母体搬送となった．胎児超音波検査で推定体重2，733

られたが，消退傾向もないことから日齢28日目に確定

g，心臓腫瘍は左心室内に（1個の腫瘍が分岐して）4

診断日的で開胸術を施行し，生検にて横紋筋腫を確認

〜 5個，右心室内の三尖弁直下に1個あった．TCD 47
mm，大動脈径7mm， peak flovvT 1．15m／s，肺動脈径8

した．

mm，

異なり，外向性に発育し心臓を包み込むように位置す

peak

flow

1．02m／s，三尖弁・僧帽弁閉鎖不全な

まとめ：本症例の特徴としては，従来の横紋筋腫と

し．卵円孔の血流異常なし．在胎38週4日，妊娠中毒

る単一の腫瘤であること，超音波検査上は柔らかい腫

症の為に分娩誘導され，小児科医の立ち会いの下，頭

瘤と考えられ腫瘤の大きさの割には心房および心室へ

位経膣で出生し，Apgar

の圧排が軽度であったことがあげられる．

score

9／9．泣きながらNICU

に入院となった．頭部CTで上衣下の石灰化，頭部
MRIでcortical

tuberを認め結節性硬化症と考えた．

左室流出路狭窄は起こさず，口齢10に退院出来た．

21．胎児エコーで発見された心臓腫瘍の2例

23．胎児診断されたEbstein奇形の2例一胎児診
断は予後改善に有効か？一
神奈川県立こども医療センター循環器科1），
新生児科2）

山田進一1）林

静岡県立こども病院循環器科
田中

靖彦，金

成海，河崎

知子
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憲一1）岩堀
元良2）豊島
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胎児診断されたEbstein奇形の2例を経験した．1

第4号

目的：重症Ebsteinの胎児循環動態を明らかにす

例は29週に異常を指摘され来院．三尖弁閉鎖不全，肺
動脈狭窄があり，心臓は著明に拡大していた．すでに

第13巻

る．

対象：胎内および生後1日以内に死亡したEbstein

胎児水腫をきたしており，まもなく胎内死亡した．ユ

奇形で病理解剖の行われた7例で2例が

例は29週で異常指摘され来院．三尖弁閉鎖不全は高度

IUFD，5例が生後2〜24hr（平均14hr）に死

で肺動脈は閉鎖もしくは狭窄と考えられた．心臓は著
明な拡大を示した．36週より胎児水腫となり，39週自

亡した．

方法：上下大動脈周径，左室長軸径と心臓，肺，肝

然分娩にて出生したが日齢／に失った．胎児期に診断

臓，胎盤の重量を，胎盤は在胎週数から求め

されたEbstein奇形の予後は悪く，その多くは胎内死

た正常値，他は足長より求めた正常値で除し

亡もしくは新生児期に死亡する．今回経験した2例と

た％比を検討した．

ともに最近15年間に経験した新生児早期発症のEb−
stein奇形の8例を対象として，

Ebstein奇形の予後改

善に対する胎児診断の可能性について検討し報告す

結果

上行大動脈

下行大動脈

左室長軸

mean＋SD

88±43

88±16

99±19

心臓

肺

肝臓

胎盤

53±23

83±29

145±39

る．

24．胎児エコーにて診断したエプシュタイン奇形，

180＋
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（1）重症Ebsteinの左心系は正常またはそれ以下の

肺動脈閉鎖
社会保険中京病院小児循環器科1），心臓血管

大きさである．（2）心拡大は著明で肺は小さ
い．（3）肝臓は正常より小さく，胎盤は正常

外科2）

より大きい．

小川

貴久1）後藤

雅彦1）松島

正氣1）

石田

秀樹2）竹村

春起2）櫻井

一2）

考察：重症Ebsteinは右心機能が悪いことを考慮す

岩瀬

仁一2）佐井

昇2）前田

正信2）

ると左心系の大きさは小さく胎児期から

エプシュタイン奇形に肺動脈閉鎖を合併した症例は
予後が悪く，胎児期に発見される症例では重症例が多
いといわれている．今回，胎児期より心エコーにて経

LOSであると思われる．このLOSが胎盤機
能を悪化させ胎児水腫やIUFDの原因にな
る可能性があると考える．

26．胎児期に診断された機能的肺動脈閉鎖に対しジ

過を観察しえた症例を経験したので報告する．

症例：他医にて在胎22週で胎児不整脈，心拡大を認
め，在胎28週の胎児エコーにて右心系の拡大を認めた．

在胎33週の時，当科初診し，胎児心エコーにて右心系

ゴキシンの母体投与が有効であった1例

口本赤十字社医療センター新生児未熟児
科1），小児科2），産婦人科3）

拡大，三尖弁閉鎖不全を認めエプシュタイン奇形を

与田

仁志

疑った．一・方，三尖弁逆流の流速は2m／s程度であり，

赤松

洋

薗部

右室圧の上昇は認められなかった．また順行性の肺動
脈血流は検出できず，肺動脈閉鎖の合併も疑われた．

〉中島やよひ1）島

義雄】｝

）土屋

恵司2）稲毛

章郎2）

友良2）池谷

美樹3）杉本

充弘3｝

症例は在胎34週に紹介された胎児水腫で，胎児エ

その後，経過中に胎児水腫，不整脈は認めず在胎40週

コーでは右房右室が著明に拡大し，三尖弁異形成と

2日正常分娩にて出生．出生後，右室のUh1化を伴う

TRを認め，肺動脈内の順行血流が確認できないもの

エプシュタイン奇形，肺動脈閉鎖と診断し，生後1カ

のPRが検出されるため機能的肺動脈閉鎖と診断し

月で短絡手術，2カ月で三尖弁閉鎖術を施行し，術後

た．母体の入院安静とともにジゴキシン投与を開始し

経過は良好である．

たところ胎児腹水の減少がみられた．患児は経膣分娩

25．胎内および生後早期に死亡するEbstein奇形

は順行性の肺血流を認めたが，PDAが狭小化するにつ

（重症Ebstein）の胎児循環動態

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環
昇

）中島

高田

慶応

中山

雅弘2）

）北

れ低酸素血症が進行し，PGE1の持続静注が一時的に
心要であった．動脈管の閉鎖は［齢13に確認した．退

器科1），病理検査科2）

稲村

にて在胎36週5日，体重2，874gで出生し，心エコーで

徹1）萱谷
知子1）竹内

太1）

院前の心臓カテーテル検査では右室は心尖部のみ肉柱

真2）

形成があり，流入部と流出部は伸展拡大しUHL病を
疑わせる所見であった．本症例にみられた胎児水腫は
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三尖弁形成に伴う機能的肺動脈閉鎖，およびTR，

PR

による心不全が原因と思われ，ジゴキシンが奏功した

（65）

して4年前に開設され，胎児医療への取り組みは緒に
ついたばかりであるが，今後の方向性を模索する目的

ものと考えられる．出生後の血行動態の変化も興味深

で，当院における胎児医療の現状を検討してみた．胎

い1例であった．

児異常症例の入院から治療までの流れは，以下のよう

例

27．胎児期に肺の低形成を伴った先天性心疾患の3
長野県こども病院循環器科

），心臓血管外

に要約できる．①周産期カンファランス（産科，新生

児科，産科NS，新生児科NS，指導課）：入院および
外来の胎児症例の報告，検討．②胎児診断確定のため
の精査：複数の検査医によるエコー検査，胎児採血，

科2），新生児科3）

元義1）安河内

聡1＞

MRIなど．③胎児カンファランス（産科，新生児科，

岩崎

康1）里見

汲田

善宏1）今井

寿郎1）原田

順和2）

循環器科，放射線科，遺伝科，産科NS，新生児科NS，

竹内

敬昌2）森嶋

克昌2）太田

敬三2）

指導課）：胎児診断された症例の診断，および予後の予

田村

正徳3｝

測，治療方針の検討，告知内容の打ち合わせ．④両親

胎児期の心拡大が原因で肺の低形成を生じ予後が不

への告知（産科主治医，新生児科主治医，循環器科主

良となる一群の先天性心疾患（CHD）がある．自験例

治医，産科NS，新生児科NS，指導課）．⑤出生直前

3例を報告し，分娩方法や娩出時期，生後の治療戦略

の打ち合わせ（産科主治医，新生児科主治医，循環器

について検討した．

科主治医，蘇生室担当の産科NS，新生児科受け持ち
NS）：蘇生室における出生直後の役割分担の打ち合わ

症例1：三尖弁異形成．在胎31週IUGR，34週心奇形
を指摘，35週に胎児水腫のため帝切．2，250g，

出生したがCTR

Ap1／で

100％で著しい肺の低形成のため5

せ．⑥出生後の治療：原則的にNICUに一旦入院して
初期治療を行い，心カテ，手術直前に循環器病棟へ転
棟転科する．この様な流れで治療が行われた症例を呈

時間で死亡．

症例2：両大血管右室起始，肺動脈弁欠損．34週心

示しながら，当院のチーム医療の現状を報告し，問題

奇形を疑われ，36週胎児診断．38週帝切．RPAが径33

点を明らかにしながら望ましいシステムについて，特

mmと拡大し肺を圧迫し，循環動態が安定しないため

にその中で新生児科医の果たすべき役割を中心に議論

日齢2に心内修復術兼肺動脈縫縮術を施行．低酸素血

していきたい．

29．先天性心疾患の管理における胎児心エコー検査

症のため人工心肺から離脱不能であった．

症例3：Ebstein奇形兼肺動脈閉鎖．38週2，710gで
出生後チアノーゼと心雑音で気づかれ，CTR

の有用性
岡山大学小児科1），産婦人科2）

75％で右

房・右室の拡大が著明で肺を圧迫．日齢12でStarnes手

荒木

徹1）鎌田

政博1）石原

陽子1）

術施行したが，術後4日不整脈のため死亡．肺の低形

片岡

功一1）大月

審一1）清野

佳紀1）

多田

克彦2）

成を伴うCHDの予後は不良であるが，症例1＆3の
例ではStarnes手術と右房縫縮を行い肺の成熟を待つ

を受けた1，137例中，41例（3．6％）に心奇形を認め17

方法も今後検討する用意がある．

28．先天性心疾患の胎児診断とチーム医療一新生児
科医の果たす役割を中心に一

神奈川県立こども医療センター周産期医療部
新生児未熟児科1），産科2），循環器科3）

安

ひろみ1）豊島

後藤

彰子1）是澤

山田

進一3）

過去5年間に当院産科・小児科で胎児心エコー検査

勝昭1）川滝

元良1）

光彦2）康井

制洋3）

例が胎児診断された．羊水細胞診を8例で行い，5例
で異常を認めた．心奇形のため人工妊娠中絶・帝王切
開を行った症例はなかった．胎児診断された症例中14
例が出生し，8例（57％：HLHS2，
Giant

LV

diverticulum，

PPA2，

Critical

あったが，全例術前を安全に管理できた．同時期に経

験し，胎児診断ができていなかったHLHS

胎児診断症例が数多く集積されるようになってきた

TGA2，

AS1）が危急例で

62％，Critical

AS

13例中

2例中2例が，術前ショックに陥っ

が，診断情報をその後の医療に最大限に生かしていく

ていた．一方，胎児診断できなかった24例（ASD4，

ためには，関連する多くの診療科，職種が緊密に連携

PDA2を含む）では，大動脈縮窄複合の1例以外，緊急

し，機能的なチーム医療を確立することが重要である．

治療を要した症例はなかった．胎児心エコー検査にお

当院周産期医療郎はハイリスク妊娠のみを扱う施設と

ける，先天性心疾患診断の感度は41．4％（17／41），特
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異性は99

9％（1，095／1，096）であったが，危急例にお

ける感度は88。9％（8／9）であり，その管理上胎児心エ

第13巻

第4号

の1例
北里大学小児科1），産婦人科2）

コー検査は非常に有用であった．

30．胎児診断された先天性心疾患症例における家族

石川

義人1）平石

聰1）三沢

武田

信裕1）天野

完2）

仁司1｝

26週の胎児に頻拍症を認め当院に母体搬送となる．

の支援

神奈川県立こども医療センター周産期医療部
指導課1｝，新生児未熟児科L

胎児エコーにて心奇形を認めず，心拍数240BPSの上

），産科3），循環器科4）

室性頻拍症と診断した．母親にジギタリス剤の投与を

酒井

紀子1）川滝

元良2）豊島

勝昭2）

試みるも効果なく，胎児水腫所見を呈する．フレカナ

後藤

彰子2）是澤

光彦3〕康井

制洋4｝

イド（400mg，分2）に変更1日後に一過性の心拍数の

山田

進一

低下（160BPS），2日後より120〜140BPSの心拍数と

）

当センターの周産期部門が開設されて，4年半が経

なる．その時期に測定された母親および膀帯血中濃度

過した．その中で多くの胎児診断の症例を経験するよ

は453，292ng／mlであった．投与開始20日後には胎児

うになってきた．高い胎児診断精度が何より優先する

エコー上，心不全所見および腹水の消失を見た．39週，

が，家族に対して慎重な告知，その後の支援が大切な

3，610gにて出生．心エコー上，異常なく心拍数は140

ことはいうまでもない．しかしながら，わが国におい

BPSであった．出生後もフレカナイド（5mg／kg）を継

ては未だbioethicsへの配慮が乏しく，家族への支援

続しており，5カ月の現在，体重7，820gと順調に発育

体制は確立していない．各施設，各医療従事者が悩み

している．

ながら，試行錯誤を繰り返しているのが現状である．

今回，我々は，当センターにおける家族の支援体制を
紹介しながら，指導課の役割と，今後の課題点を上げ，

33．双胎の一児の頻脈に経胎盤的ジギタリス投与を

行った1症例
大分医科大学産婦人科

望ましい家族支援の在り方について，考えていきたい．

田中雄一一郎，吉松

31．当センターにおける胎児心エコー検査の現状と
動向

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環
器科1），産科2）

北

萱谷

知子1）稲村

太1）高田

昇1）中島

慶応1）末原

楢原

久司，穴井

淳，松木

俊二

孝信，宮川

勇生

双胎の一児のみに心房細動を認め，経胎盤的に
digoxin投与を行い良好な結果を得た症例を経験し
た．症例は32歳．1回経妊1回経産．前回CPDのため

）

帝王切開術を施行されている．最終月経を平成7年6

則幸2）

月7日として自然妊娠，双胎妊娠であった．妊娠32週

徹

最近5年間の胎児心エコー検査施行例を対象に紹介
理由・診断・予後・合併奇形について現状と動向を検

3日，切迫早産のため近医に母体搬送され胎児心拍モ
ニタリングで一児の頻脈を認め，当科へ再搬送された．

討した．我々は胎児心エコー検査を産科からの紹介に

入院時，一児の心拍数は220〜260bpm，心房収縮は400

より施行している．症例は359例で紹介時の在胎週数は

以上で心房細動と診断，心不全兆候は認められなかっ

平均29週だった．紹介理由はIUGRが最も多かった．

た．母体血中濃度2．Ong／mbを目標として経胎盤的

心疾患診断例は62例（17．5％）で増加傾向にあった．

digoxin投与を行った．投与2日目に患児の心房細動

診断は単心室の疾患が30例で最も多く，その中の22例

は消失．心拍数150bpm台となった．その後も維持量投

は紹介時から心疾患が疑われていた．また16例に染色

与を続けたが妊娠33週5日．前期破水となり帝王切開

体異常があり，その内］0例がDORVであった．心疾患

術にて分娩となった．患児は1，7］9g，男児，

と診断された例で生後1カ月以内に死亡した例は30例

scoreは1分後8点，5分後9点であった．患児月齊帯血

で，その中の14例は他臓器疾患を合併していた．1年

中digoxin濃度は0．49ng／mlであった．

毎の動向を見ると胎児スクリーニング的な症例が減少
し，産科から心疾患が疑われて紹介された症例の割合

Apgar

34．経過中，心原性胎児水腫を発症し無治療にて治

癒した1症例

が増加していた．しかし，胎児心エコー検査で心疾患

大阪府立母子保健総合医療センター産科1），

が診断される症例は重篤な心奇形例や他の問題が大き

循環内科2）

く影響する例が多いのが現状である．

32．Flecanideが秦功した上室性頻拍症，胎児水腫
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荻田

和秀1）光田

信明1）緒方

功1）

別宮

史朗

光英1）早田

憲司1）

）永田

平成9年7月1日
信永
稲村

573−（67）

敏克

｝清水

郁也

）末原

則幸D

海老原肇2）林

和彦2）

症例S．F年齢31歳，4経妊，3経産．第1子（22歳：

昇2｝

はじめに：先天性心奇形のない胎児不整脈のうち，

人工中絶），第2子（25歳：在胎39週，2，716g成熟児），

心不全を来し非免疫性胎児水腫（NIHF）を発症するも

第3子（27歳：在胎27週IUFD），第4子（29歳：在胎

のがある．今回我々は胎児不整脈発見後にNIHFを発

33週で胎児水腫，胎児仮死で帝王切開（2，636g），1週

症し，整脈への復帰の後NIHFの消失を認めた症例を

間後に死亡）．今回は14週より小児用バファリン投与，

経験した．

20週で胎児不整脈出現し在胎24週6日入院．膠原病を

症例：症例は妊娠31週にて高度胎児水頭症および胎

示唆する症状は認められなかった．胎児心拍は心房レ

児頻脈（220bpm）のため緊急搬送されてきた．当院で

ベルで120から130／分，心室レベルで50から60／分，心

は心房粗動（AF）と診断されたが，家人と相談の上無

奇形は認められなかった．在胎26週2日より母体に胎

治療にて経過観察した．初診時は持続的な胎児頻脈が

児心拍数増加目的でウテメリンの段階的増量法を行う

存在したが，胎児水腫の所見を認めなかった．妊娠32

が，母体の副作用（心悸充進）出現のため減量，在胎

週より胎児腹水の貯留及び胎児全身浮腫を来し約2週

27週に胎児にラシックスの大量療法を試みた．在胎28

間の間増悪した．その後妊娠34週で胎児不整脈が改善，

週2日心拍数50以下となり皮下浮腫増強を認めペース

胎児腹水は消失し，妊娠36週にて2，788gの男児を経膣

メーカー挿入目的で緊急帝王切開術施行．出生体重

分娩した．児は水頭症に対する治療中であるが，出生

1，574g，

後も不整脈を認めなかった．今回の症例は心原性
NIHF発生と消失を胎児心エコーにて務測し得たの

た．

Apgar

1（1分）．蘇生行うも救命できなかっ

37．当院で経験した胎児徐脈の6例

でその経過を報告する．

浜松医科大学小児科

35．SQUII）磁束計を用いた胎児心磁図計測

伊熊

筑波大学小児科1），産婦人科2），循環器外科3），

），産婦人科2）

正光1）小林

隆夫2）西口

富三2）

1．目的：胎児徐脈の頻度，成因，予後を検討する．

2．対象：1978年より1997年2月までの18年間に浜

日立製作所中央研究所4｝
堀米

仁志1｝田中

淳子1）高橋

重光

貞彦2）安積

端博2）二井

神鳥

明彦4）塚田

啓二4）

実穂

｝

利夫3｝

松医科大学付属病院産婦人科にて管理された胎児
8，739イijiJ．

3．症例：①39週男．母27歳妊娠38週で胎児不整脈．

心磁図計測に用いているSQUID磁束計のセンサコ

正常分娩3，430g．生後診断II

AVB．②39週男．母31歳

イルを胎児用に改良し，胎児心磁図計測を試みた．使

SLE．38週胎児不整脈．正常分娩3，140g．生後診断

用したSQUIDシステムは日立製作所で開発されたも

SVPC．③40週女．母31歳．38週心音不整，39週70〜80／

ので，筑波大学付属病院検査棟の磁気シールドルーム

分，40週HR50／分以下で帝切3，505g．生後診断AVD．

内に設置されている．深い電流源からの微弱な磁場を

HR

検出できるように，コイルのループ径とべ一スライン

9カ月でHR

距離は大きめに設定した．始めに胎児心エコーによっ

64％．2歳HR

て胎児心とセンサとの距離が最短となる位置を確認し

ブロック，H−V延長，

た上で，センサを母体腹壁に近付けて測定した．その

MI．④32週女．母27歳．19週胎児徐脈．心エコーCAVB

結果，在胎36週以降の胎児では母体心磁図の影響をほ

複雑心奇形．帝切1，662g．生後診断，

とんど受けず，11nsecの時間分解能でbeat−to−beatの

SA，

QRS波形を記録することができた．

34週男．母22歳SS．21週胎児徐脈，2，232g死産（胎内

QRSの幅は

50〜60msec，振幅はおよそ1pTであった．

R波トリ

ガーによる加算平均によってp波も同定する事が出

50〜60／分，蹄泣HR

110〜120／分，

55〜60／分Af．1歳HR

CTR

56％．

40／分，

CTR

35／分．3歳電気生理検査（A−H完全
Af波700〜900／分）．4歳VVIP−
CAVB，

cECD，

AVVR．生後1日PM縫着．生後4日los死．⑤

死亡）．⑥40歳女．母28歳．20週胎児徐脈，心エコーで

CAVB，その後消失．帝切3，324g洞調律．
4．結果：①頻度8，739例中6例（6．9／1万）．②男女

来た．

36．2：1完全房室ブロックの胎児治療の試みの1例
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院周産期
達記1）鈴木

胎児診断CAVB

4例，

l例．⑤胎児疾患CHD

センター新生児部門1），産婦人科2）

豊川

比3：3．③母の基礎疾患2／6，膠原病（SLE，

啓二1）堀内

勤u

cECD，

SA，
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RAA，

II

AVB

1例，

1例（多脾症候群｛1，
PDA，

SS）．④

SVPCwith

IVC欠損），

EFE

D，

block

N｝

1例．⑥

日本小児循環器学会雑誌第13巻第4号

574−（68）

予後，胎内死亡1例，新生児死亡1例，PMI／例，正

た（在胎32〜39週，体重1，600〜3，360g，内2，500g以下

常1例，詳細不明（SVPC

3例）．全例で直ちにPGE1投与を開始，

with

block，

II

AVB）2

ductal

shock

例はなく，僧帽弁逆流例は動脈管により体循環を維持

例．

5．結語：①胎児徐脈（6．9／1万），CAVB（4．6／1万）

した．5例で生後1〜35日に手術を行い，（Norwood

で，従来報告（1／2万）より多かった．②基礎疾患に膠

手術2，PA／IVS修復，肺動脈弁切開一トBT短絡，大動

原病（SLE，

SS）を認めた．胎内死亡1例（母SS），

新生児死亡1例（多脾症候群）．膠原病，CHDにとも

脈弁切開＋縮窄解除各1），左室憩室＋僧帽弁逆流例は
駆出改善後，5カ月で僧帽弁／弁輪形成術を行った．

なったCAVBの予後が悪かった．（死亡率2／3対0／3）．

Norwood手術例を除く4例で良好な結果を得た．

④PMI 1例（Af＋CAVB）であった．⑤一過性の
CAVBを1例に認めた．

以上，6例の成績は概ね良好であった．胎児心エコー

特別発言

診断の向上は母体搬送を含む出生前後の治療体系の計
画を可能にし，重症心疾患の成績向上に寄与する．

胎児心エコー検査により診断された重症先天性心疾

特別講演

実験からみた心血管形態形成と胎生早期の血行動態

患の外科治療経験

岡山大学心臓血管外科
佐野

俊二，河田

青木

淳，入江

東京女子医大循環器小児科教授

政明，紀

幸一

中澤

誠

教育講演

博之

1991．1〜1996．3に胎児心エコー検査で診断した心疾

Ductus

Arteriosus

in

Fetus

患25例中，当院にて計画分娩，引き続き外科治療を行っ

and

newborn

Peter

た重症疾患6例の診断は左心低形成2，左室憩室ヰ僧

Professor

帽弁逆流1，大動脈弁狭窄斗大動脈縮窄＋僧帽弁狭窄

Pediatrics，

兼逆流1，PA／IVS2で，在胎29〜37週で心疾患診断後，

monton，

母体搬送4例を含む全例が計画的経膣分娩にて出生し
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