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　1．非常に細い動脈管開存症に対するコイル塞栓術の経験

社会保険中京病院小児循環器科
牛田　　肇，松島　正氣，西川　　浩

加藤　太一，池山　明子

名古屋大学大学院小児科学

大橋　直樹

岡崎市民病院小児科

瀧本　洋一

　当院では非常に細いPDA（Qp/Qs 1.05未満かつ最狭部径

1.3mm未満）の 8 例にコイル塞栓術を施行した．このうち 2

例がガイドワイヤーのみしか通過しなかったが，工夫によ
りコイル塞栓が可能であった．全例完全閉塞し合併症はみ

られなかった．

　2．動脈弁肥厚，過剰な三尖弁組織を伴うVSDを合併した

TGAに対する治療方針

三重大学胸部外科

三宅陽一郎，高林　　新，新保　秀人

矢田　　公

同　小児科

佐々木直哉，三谷　義英，駒田　美弘
　症例は生後24日の男児．当初大血管転位症 I 型の診断で

紹介され，BASを施行したが，その直後からPDAの閉塞が

みられた．超音波にて経過をみていると，左室圧の低下に

伴い，そこを横切る組織にてrestrictiveであるがVSD shuntが

はっきりしてきた．

　また，左室→肺動脈の血流に乱流が出現し，大動脈側の

弁尖の輝度が高く可動制限がみられた．左室圧は徐々に低

下して右室圧の約60％となったため，肺動脈弁とのかね合
いで術式を検討し，training PAB + SP shuntを施行した．数
カ月後に十分左室圧が上がった時点で肺動脈弁の狭窄病変

に進行がみられなかった場合動脈スイッチ手術を行う予定

であるが，その妥当性について検討していただきたい．
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日　時：2002年 6 月15日（土）14：30～
会　場：社会保険中京病院中央診療棟 6 階大会議室
世話人：松島　正氣（社会保険中京病院小児循環器科）

　3．当院で経験した大血管転位症に対してJatene手術を

行った 8 例の検討

聖隷浜松病院心臓血管外科

打田　俊司，小出　昌秋，初音　俊樹

同　小児循環器科

武田　　紹，水上　愛弓

　1995年 9 月より現在までのJatene手術を行ったTGA 8 例

が対象．IAAを合併した 1 例は二期的に，それ以外の 7 例

は新生児期にJatene手術を行った．2 例をそれぞれ急性期，

遠隔期に失った．急性期死亡の 1 例は単冠動脈であり，冠

動脈移植に際してさらなる工夫が必要であると考えられ
た．慢性期死亡の 1 例は低出生体重児で，低形成冠動脈・

低冠血流による心筋梗塞が原因であった．半数を占める

2,500g症例やIAA合併例を含め良好な成績を得た．

　4．肺動脈弁狭窄を合併したRothmund-Thomson症候群

の 1 例

岡崎市民病院小児科

永田　佳絵，辺見　勇人，山本　康人

福本由紀子，鈴木　基正，近藤　　勝

瀧本　洋一，糸洲　朝久，長井　典子
早川　文雄

　症例は 2 歳男児．出生時より疎な毛髪や眉毛，乳児期よ

り露光部に難治性の網状紅斑，水疱を認めた．心雑音を聴

取し，心エコーにて肺動脈弁狭窄と左室心尖部の瘤状変化

を認めた．診断に苦慮したが，皮膚症状等より本症例は

Rothmund-Thomson症候群と診断された．次第に圧較差が増

大し，肺動脈弁狭窄に対してバルーン肺動脈弁形成術を施

行し良好な結果を得た．本症候群の心奇形合併は報告例が
なく，今回報告した．
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　5．重度共通房室弁逆流および左肺静脈閉鎖症を伴ったrt.

isomerismに対し，人工弁置換およびステント挿入術を施行

した 1 治験例

名古屋第一赤十字病院心臓血管外科

中山　智尋，中山　雅人，矢野　　洋

伊藤　敏明，増本　　弘，山崎　武則
櫻井　浩司

同　小児循環器科

羽田野為夫，生駒　雅信，長野　美子

河合　　悟

　症例は 2 歳女児．rt. isomerism heart．severe CAVVRおよ

びsevere PVOの残存のため重症心不全を呈していた．共通

房室弁の人工弁置換およびステント挿入によるPVO repairを

施行，心不全は軽快し退院となった．術後55日目の造影で

はステントの開存は良好であった．
　6．先天性心疾患に対する血管内ステント留置術

静岡県立こども病院循環器科

金　　成海，横山　宏和，青山　愛子

石川　貴充，大崎　真樹，満下　紀恵

田中　靖彦，斎藤　彰博

　当科では2001年 7 月より，先天性心疾患術後の狭窄・閉

塞病変に対して血管内ステント留置術を導入している．現

在までに 8 例（肺動脈 6 例，肺静脈 2 例）に対して15個のス

テントを留置した．肺動脈の分岐に近接した狭窄に対して
は 2 個のステントの同時留置（Yステント）を行った．肺静

脈への効果は不十分なことが多いが，1 例はその後Fontan型

手術に到達し，他例も待機中である．全例経過良好であ

り，本法は安全かつ有効と思われる．

　7．Arch anomalyに対する造影CTの有用性

聖隷浜松病院小児循環器科

杉浦　　弘，水上　愛弓，武田　　紹

同　心臓血管外科
小出　昌秋，打田　俊司，初音　俊樹

同　放射線科

片山　元之，増井　孝之

　造影CTは新生児期においても比較的低侵襲な検査であ

る．近年，ヘリカルCTの開発やMIP法等の画像処理の向上

により診断精度が著しく向上している．われわれはarch

anomalyをもつ新生児心疾患 5 例に対し造影CTを施行した．

特に合併症は認められなかった．2.02kgの症例では画像が

不鮮明であり，検査の限界と考えられた．他の例では大血
管の位置関係や鎖骨下動脈の起始異常等の診断に有用で

あったので報告した．

　8．Starnes手術を行った新生児重症Ebstein奇形の 1 例

静岡県立こども病院循環器科

横山　宏和，青山　愛子，石川　貴充

大崎　真樹，満下　紀恵，金　　成海

田中　靖彦，斎藤　彰博

同　心臓血管外科
坂本喜三郎

　在胎36週，胎児エコーで心拡大を指摘，Ebstein奇形と診

断された．39週 3 日，2,582g，Apgar 7/8，帝王切開にて出

生．生直後よりチアノーゼ，混合性アシドーシスを認め，

家族の希望により，日齢 9，千葉県よりヘリコプターで搬送

された．胸部X線上wall-to-wall．機能的肺動脈閉鎖．N2等

による呼吸管理，amiodaroneによる不整脈治療で安定を図

り，日齢13にStarnes手術施行，術後27日目に抜管し，入院

後約 2 カ月で軽快退院となった．
　9．Brugada症候群 / QT延長症候群におけるNaチャンネ

ル阻害薬の診断的意義

名古屋大学大学院小児科学

辻　　健史，木下　知子，大橋　直樹

安田東始哲

名古屋掖済会病院小児科

二村　昌樹，伊藤　和江，西川　和夫

東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所循環器小児

科
松岡瑠美子

　5 歳女児．けいれんと腹痛のため，救急受診．突然の心室

頻拍（240/分），心停止を来し，人工心肺を装着した．失

神，突然死，不整脈の家族歴なし．心電図は不完全右脚ブ

ロック，右側胸部誘導のST上昇を認め，プロカインアミド

で増強．QTc 449msec．SCN5A遺伝子異常を認め，Brugada

症候群と診断した．後日の心電図では，QT延長を認め，

Bezzinaらの複合タイプ（Circ. Res. 1206）と考えられた．
　10．MS，AS，CoAに対し段階的治療を行い 2 歳で僧帽

弁置換術を施行した 1 例

名古屋市立大学小児科

山口　幸子，水野寛太郎，長谷川泰三

同　心臓血管外科

三島　　晃，浅野　實樹，斉藤　隆之

鵜飼　知彦，野村　則和，佐々木　滋

石田　理子

　症例はMS（狭小弁輪，hammock mitral valve )，AS（valve，
supra），CoA，small LV．日齢23，CoA repair，大動脈弁交

連切開術を施行．1 歳時，supra ASによる左室収縮低下を認

めこれに対しballoon angioplastyを施行した．2 歳時，肺血管

抵抗 5unit/mm2の肺高血圧を有し，僧帽弁置換術を施行し

た．手術治療に加え，supra ASに対するballoon angioplastyを

有効に行いえた症例であり報告する．
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　11．神経芽細胞腫切除後 2 カ月で心筋炎を発症した 3 歳

女児例

愛知医科大学小児科

川合　紀子，馬場　礼三，杉本　和優

榊原　吉峰，堀　　壽成，鶴澤　正仁

　症例は 3 歳女児．入院 2 カ月前に神経芽細胞腫（stage I）
による腫瘍摘出術を受けたが，このときの心電図には異常

を認めなかった．感冒症状に引き続き腹痛，咳，呼吸困難

などの心不全症状が出現し入院となった．治療開始後，臨

床症状は速やかに改善したが，エコー上は十分な心機能の

改善がみられなかった．入院12週目よりcarvedilolを追加し

現在増量中である．

　12．インフルエンザウイルスBによる心筋炎に対して

PCPSを施行した15歳男子例

名古屋第二赤十字病院小児科
福田　　革，平林　靖高，佐野　洋史

岩佐　充二

同　心臓血管外科

岩瀬　仁一

　インフルエンザBによる急性心筋炎の15歳男児にPCPSを

施行した．

　細い大腿動脈・横紋筋融解と急性腎不全・感染・血管床

の漏出があり管理に難渋し，左右グラフト送血・CHFと

HD・抗菌剤・ステロイド投与等を施行した．
　オセルタミビル・�グロブリンも使用し115時間37分で離

脱に成功した．

　心機能・腎機能は順調に回復し循環不全による皮膚病変

あり尿道狭窄も疑われるが脳神経学的・下肢阻血の後遺症

は認めなかった．

　13．肺動脈banding，形成不成功例でのTCPC手術

名古屋第二赤十字病院心臓血管外科

岩瀬　仁一，土岐　幸枝，田中　啓介
加藤　　亙，宋　　敏鎬，田嶋　一喜

井尾　昭典

　症例は 4 歳女児，TA（IIc），CoAで，生後EAAA，PABを

受けた．この初回手術のbanding migrationにより右肺動脈狭

窄，左肺高血圧を来した．以後Fontan completionのため 4 度

のPAB，plastyを要し最終的に中心肺動脈の狭窄を危惧し

IVC－左右PA間Y字型人工血管によるTCPCとDKS手術を行

い良好な結果を得た．

　14．乳児期早期にTAPVC repair，central shuntを行い最

終手術としてTCPCを行いえたaspleniaの 1 例

社会保険中京病院心臓血管外科

酒井　喜正，前田　正信，櫻井　　一

村山　弘臣，長谷川広樹，河村　朱美

同　小児循環器科
松島　正氣，西川　　浩，加藤　太一

牛田　　肇

　出生時にチアノーゼを認め，asplenia，SA，SV，PA，

PDA，TAPVC（1b）と診断される．2 カ月時TAPVC repair，

central shuntを受け，1 歳 3 カ月時LITA-PA吻合 + MAPCA

結紮を受け，3 歳時にTCPCを施行した．当院でのasplenia，

TAPVC症例を含め検討した．

　15．右室低形成を伴った孤立性心室逆位（isolated ventri-

cular inversion）の 1 例

県立岐阜病院小児循環器科

桑原　直樹，後藤　浩子，山田桂太郎

桑原　尚志

同　小児心臓外科

村上　栄司，八島　正文，竹内　敬昌

　右室低形成を伴った孤立性心室逆位（isolated ventricular

inversion）の 1 例を経験した．

　3 回のBASおよび心臓カテーテル検査の後，biventricular

repair可能と判断しASD拡大術を施行した．術後 9 日，心房
粗動が出現し，DC，ペーシング，抗不整脈薬の投与を必要

とした．将来，心房レベルでのスイッチ術を予定してい

る．

　16．心電図同期3D-CTによる川崎病後冠動脈病変の評価

あいち小児保健医療総合センター循環器科

小島奈美子，長嶋　正實

　川崎病は約半数に一過性冠動脈病変を来し，急性期以降

にも病変が残存し虚血性心疾患へ進展するのは 1％ほどとい
われている．従来われわれは，冠動脈病変を認める患児に

対し数年ごとのカテーテル検査でフォローしてきた．しか

しカテーテルには被曝や苦痛などいくつかの問題点があ

る．今回われわれは外来で簡便に行える心電図同期CTを用

いて，冠動脈病変を評価した．心電図同期を併用すること

によって冠動脈などの細かい病変の評価にも適用できると

思われた．
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　17．両方向性グレン手術を施行した，Uhl化右室を有する

肺動脈弁欠如を伴う三尖弁膜性閉鎖症の 1 例

県立岐阜病院小児心臓外科

村上　栄司，竹内　敬昌，八島　正文

同　小児循環器科

桑原　直樹，後藤　浩子，山田桂太郎
桑原　尚志

東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所心臓血管外

科

長津　正芳

　Uhl化右室を有し肺動脈弁欠如を伴う三尖弁膜性閉鎖症に

対し，両方向性グレン手術および主肺動脈結紮術を施行し

たところUhl化右室は縮小傾向，良好な結果が得られた．

　18．超低出生体重児におけるCoA repairの 1 治験例

名古屋市立大学心臓血管外科
佐々木　滋，浅野　實樹，斉藤　隆之

鵜飼　知彦，野村　則和，石田　理子

三島　　晃

同　小児科

水野寛太郎，山口　幸子，長谷川泰三

　在胎33週，出生児体重1,092gの未熟児大動脈縮窄症で著

しい左心不全状態の患児にmodified direct anastomosisを施行

した．術直後より循環呼吸状態の大幅な改善がみられ，体

重も順調に増加．術後 5 カ月目に吻合部狭窄でBAPの必要
が生じたが容易に施行できた．本術式は低出生体重児や未

熟児に対しても，手術操作・術後のBAPを考慮して，ほぼ

満足すべき有効な術式と考える．


