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寄  稿 

⼩児の⼼臓病 
平成 3 年 3 ⽉ 27 ⽇    
当院地域医療研修センター 

 

国⽴⻑崎中央病院 ⼩児科医⻑ 
     今村 甲 先⽣ 
 

司会：今⽇は⼩児科の今村先⽣が 3 ⽉いっぱい
でお辞めになるということで、お別れ講演会とし
て「⼩児の⼼臓病」というテーマでお話しいただ
くことになりました。 

それでは座⻑の出⼝先⽣よろしくお願いいたしま
す。 

 座⻑（出⼝雅経先⽣）：ただ今から今村先⽣の「⼩児の⼼臓病」についての講演をお願い
いたします。 

今村先⽣は改めて御紹介するまでもなく多くの⽅々がよくご存知でございますが、恒例
によりまして御紹介申し上げます。 

昭和 37 年に⻑崎⼤学の医学部を御卒業になりまして、その後 42 年⼤学院を御卒業にな
っております。そして御卒業と同時に当院においでになりました。その後 42 年の 11 ⽉か
ら 44 年の 5 ⽉迄、現在東京⼥⼦医⼤の⼼臓⾎管研究所の所⻑をしておられます、⼤村出
⾝の⾼尾篤良教授のところに御勉強に⾏っておられます。そして 44 年の 5 ⽉、⼤村のほ
うにお帰りになりました。その後 1 年間して⻑崎⼤学⼩児科にしばらくの間お戻りになり
ましたけども、また 47 年の 2 ⽉から 7 ⽉の間、現在宮崎医科⼤学の学⻑をしておられま
す岡本直正先⽣の広島⼤学原研遺伝学部⾨に動脈管の組織学的研究ということで御勉強に
なられました。その時の助教授が今の第⼀病理の池⽥教授でございます。その後 47 年から
今⽇まで当院において数々の実績を積んでおられます。古賀先⽣、⾺場先⽣と名コンピで⼩
児の⼼臓病、特に先天性⼼疾患の治療、特に⼿術への関与と、⾮常に本院および⼩児科学会
に対しまして⼤変数々の御功績を積まれたと いうことを⼼ から賞賛するものでございま
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す。 
では早速今村先⽣お願いいたします。 

 
 

東京⼥⼦医⼤⼼研と⼼臓病 
 
今村先⽣：皆さん、お忙しいところおでかけ下さいまして有難うございます。出⼝先⽣か

ら御紹介いただきましたように、私は 42 年にこちらにまいりました。その時医局⻑から東 
京⼥⼦医⼤⼼臓研究所から募集がきているから⾏ってみないかと⾔われました。今は「⼦供 
の⼼臓病」というのは盛んに⾔われておりますけれども、その頃、関⼼はうすく⼥⼦医⼤の
⼼臓研究所まで⾏って勉強しようという⼈が少なかったわけです。それで⾼尾教授は学会
のとき背中に“来たれ⼥⼦医⼤⼼研へ”と書いたプラカードをさげて歩かれたり、⼈を集める
のに努⼒される時代でありました。⾼尾篤良先⽣は⼤村⾼校出⾝で、出⼝先⽣も⾼校時代に
よく御存知だと聞いております。私、まず⼥⼦医⼤の⼼臓研究所に⼀応⾏きました。そして
「明⽇は何時に来たらいいでしょうか」と尋ねてみました。1 ⽇⽬だから 10 時頃来ればい
いかなと思って、「9 時に来ればいいですか」と聞いたら、「みんな 8 時前に来ます」と⾔わ
れるんです。それで恐ろしいところに来たんだなと思いました。教え⽅も⻑崎でのと全然違
う んですね。⾮常に分かりやすい教え⽅をされます。例えば⼼臓病の発⽣頻度でも 0. 5 か
ら 0. 7% に、即ち 1,000 ⼈のうち 5 ⼈くらい産まれてくると⾔うんです。私が当院に戻っ
てからの話ですが、横内寛院⻑が本院に⼼臓グループができたということを新聞に載せた
ときに⼼臓病の発⽣頻度は 1. 000 ⼈に 1 ⼈というふうな書き⽅をなさっていたんです。横
内先⽣に 1,000 ⼈に 1 ⼈というのは誰が⾔ったんですかと尋ねたら、橋場教授が⾔ったっ
て⾔われるんです。それで⼦供の⼼臓病については橋場教授よりも我々が知っているのに
けしからんじゃないですか、と横内先⽣に⽂句を⾔ったことがあるんです。実際には 0. 5 
から 0. 7 %ぐらいの頻度になり、これは 200 ⼈に 1 ⼈の割に先天性⼼疾患 ( Congenital 
heart dis ease、CDH) が⽣れることになります。上の⼦が CDH で、次に産まれる⼦が CDH
になる可能性は 50 ⼈に 1 ⼈。その次が、（もし 2 ⼈兄弟で⼼疾患があったら）20 ⼈に 1 ⼈
でしょうと、そういうふうに教わりました。だから遺伝も CDH 発⽣の⼤きな要素になる訳
です。こういうことから私は⼼臓の患者さんが ⽣まれて、次の妊娠の時の危険性を尋ねら
れた時どういうふうに⾔ったらいいかなと考えました。50 ⼈に 1 ⼈とか 20 ⼈に 1 ⼈産ま
れると⾔ったら、怖くなり次の⾚ちゃんはなかなか産もうと思わないわけです。それで 100
⼈のうちに 2 ⼈だけがなる可能性があるから、もし産まなかったら 98 ⼈の⼈は犠牲になる
というような説明をしてきました。兄弟 2 ⼈が⼼疾患としても次に⼼疾患児の可能性は 100
⼈のうち 5 ⼈で、もし産まなければ 95 ⼈の⼦が犠牲になるからというような話し⽅をして、
産んでごらんなさいというふうに⾔うわけです。しかし、実際は兄弟 2 ⼈共とか 3 ⼈共に
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CDH ということは滅多にないですね。時にありますけれども 1 ⼈はひどくても 1 ⼈は軽い
とか。⼀般に 200 ⼈のうち 1 ⼈産まれるわけですけど、兄弟 2 ⼈続くということは滅多に
ないような気がします。 

それから双⼦の時ですね。この時に⼀卵性双⽣児の時に 1 ⼈が先天性⼼疾患 (CDH) で
他も CDH の場合は 40%です。それから⼆卵性の場合それが⼀致するのが 4 %ですね。 ⼀
卵性の場合遺伝だけだったら 100%⼀致しないといけないんですけど、実際は 40%である
ので遺伝だけでは解決がつかず、環境因⼦も加わるんでしょう。私は⼼臓病というのは⾮常
に難しいものだろうなと思っていたんですけと、⾼尾教授は興味を持つような教え⽅をさ
れておりました。⾼尾先⽣は毎朝 8 時には回診をなさるんです。⾃分で予め勉強をしてき
て質問をしないと関⼼を⽰してもらえない。それから 8 時前に来ていない⼈には答えてく
れないんですね。逆に勉強してからの質問には⾮常によく答えて下さいます。だから 8 時
の⾼尾教授の回診には後ろをついて歩き、沢⼭質問しました。いつも「レントゲンと⼼電図
は   とにかく沢⼭⾒なさい。沢⼭⾒ることがもっとも愚かで、もっとも賢い⽅法です。」と
いうふうに⾔われました。それで私もそういうふうに教育されまして、なるだけ沢⼭⾒るよ
うにしております。私は研修医の⼈たちにもそういうふうにしてほしいと思うんですけど
なかなかうまくいきません。しかし⾯⽩いのは例えば学童⼼臓検診なんかで沢⼭⼼電図を
⾒ている時に、頭で考える前に反射的に⾝体でその異常を感ずるのです。体で覚えるという
ことは医学においても⼤切なもんだなと思います。「⼼臓の聴診も 1 ⽇ 3 回はした⽅が良
いですよ」と⾔われました。聴診というのも結局我々は⺟親の声とか⽗親の声とか聞き分け
られるように、沢⼭何回も繰り返し聞いていると⾳で⼤体判断がつくわけです。⾼尾教授は
そういうふうに、理論というのもありますけども、まずは感覚で憶えることの⼤切さを何と
なく教えて下さいました。聴診をして、「これは動脈管開存症です」とか⾔われる。我々仲
間でなぜですかと聞きますと、「聞き込むことです」と⾔ってさっと出て⾏かれるんです。
何か格好よくて⼀度⻑崎⼤学に帰ってからやってみようと思いましたけども、そういう機
会がまだありません。私⾃⾝はついつい⾼尾先⽣のファンになっていたんですね。あの先⽣
額が広くてよく鉛筆の先で額を軽くこするんです。いつの間にか⾃分もそうしている。右の
⼈差し指をたてて眼鏡がずり落ちないようにする癖があるんですけど私は眼鏡かけないの
に何かそうしているんです。やはりどこかで格好いいと思ったのでしょう。⾼尾先⽣の外来
診察⽇にはたくさんの紹介患者さんが来るわけです。それに必ず返事を書かれるんですね。
時間がかかるから返事は書かなくていいのにな、と側にいて思うんですけど、必ず返事はさ
っと書いて封筒に⼊れて持たせられます。これも格好よく感じていたのでしょうか、いつの
間にか⾃分も返事を書く⼈間になりました。 

東京⼥⼦医⼤⼼研は⽇本⼀の⼼臓病のセンターでありまして、我々⼩児科医は 1 才以下
の乳児を取り扱うんです。それから外科の先⽣は 1 才以上の患者さんを持つわけです。よ
く 1 才以下は死ぬわけです。死亡すると必ずゼクチオンを取らないといけないようになっ
てるんです。それで最初⼊院した時からゼクチオンを取るために親切に、⾺⿅丁寧な話し⽅
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をするようにしまして、信頼関係をつくり、そしていざ亡くなられた時はすぐゼクチオン   
を取れるような体勢にもっていってたんです。そういう習慣というのも今になってはよか
ったなと思います。 

東京⼥⼦医⼤⼼研には昭和 42 年に⾏きましたけれども、週 1 回全医局員の前で患者紹介
という のが あるん です 。その 紹介 の時に は必 ず英語 かド イツ語 かフ ランス 語 か で
Presentation をしなければならないというふうになっておりました。書いたのを読んでもい
いわけです。その頃は榊原仟先⽣が所⻑でありまして、そして常に⼼臓をやる⼈は国際的で
なければならないというような考えを持っておられましたものですから。私は新⽶でした
し、暗記して⾔うというのもあまりできなかったから真⾯⽬に書いていったのを読んだり
していたんですけど、慣れた先⽣なんかは⾯倒くさいものですから⽤意していかずにアン
ド、アンドといって通じないような何か変な英語で⾔われているんです。それでもいいんで
すけども、⽇本語で話す⼈に対しては榊原先⽣は厳しかったですね。普通怒らない先⽣です
けど、そういう⼈にはよく怒っておられました。今考えるとあの病院というのは進んだ病院
だったんだなという感じがいたします。 

レジメとは順序が違いますけど、スライドで少し話させていただきたいと思います。 
このレジメのあとのほうに診顔診断というのを書いております。⼤⼈の⼼臓病と⼦供の    

⼼臓病の違いというところに、診顔診断（しんがんしんだん）というのをしております。こ
れも⼥⼦医⼤の⾼尾先⽣が作られた⾔葉です。この例は⼤動脈弁の上の狭窄症です。
Supravalvular aortic stenosis といいます（この時に肺動脈狭窄も伴うことが多いんですけ
ど）。この奇形では特殊な顔をしている⼈が多いわけです。次、お願いします。 

この例は⼤動脈弁の上に狭いところがあります。こういう⼤動脈弁上狭窄の⼈に特有な
顔があります。次、お願いします。 

⻭並びが悪いというのとちょっとひがらめですね。知能障害も伴います。次、お願いしま
す。 

この患者さんは最初の時は実際分らずにいました。検査したら⼤動脈弁上狭窄だったん   
です。それで次にこのような顔つきの⼦が来た時には⼤動脈弁上狭窄じゃないかなと思っ  
いたら、そうでした。何となくこの顔だちは elfin face (妖精のような顔）と呼ばれています。
次、お願いします。 

これもやっばり何となく前とよく似た顔つきです。これらの顔の⼦はみんな⼤動脈の弁
上狭窄があります。次、お願いします。 

これも何となく、⾒た感じがそうかなという顔をしております。次、お願いします。 
これは男の⼦ですけど、やっばり知能低下があります。elfin face です。次、お願いしま

す。 
⾮常にかわいいですね。しかし⻭並びが悪い。⾼カルシウム⾎症を伴うものもあると⾔わ

れますが無いことが多いようです。次、お願いします。 
この⼥性は Turner 症候群です。特有な顔をしています。性染⾊体が X O で、この Turner 
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症候群には⼤動脈系の異常が多いとされております。次、お願いします。 
これは男の⼦で、やっばりここのところが翼状頸みたいになった Turner 症候群に似た

男の⼈です。次、お願いします。 
これは島原の温泉病院に⾏った時に雑⾳があるからって、その頃副院⻑をされた喜々津

先⽣から⾒せてもらいました。雑⾳があるって聞いた時 に、Turner 症候群みたいで染⾊
体が正常な Noonan 症候群が思い出されました。Noonan 症候群には肺動脈狭窄の⼈が多 
いとなっています。これは⾒た時に、この⼈は肺動脈狭窄かなと思ったらやっばり肺動脈狭
窄でした。 

このように顔を診て診断出来るので、⾼尾教授は「診顔診断」と称しました。次、お願い
します。 

これは胸部レントゲン写真⼀枚で診断出来る⼼奇形です。この写真で分かりますように、
⼼臓は左側にありますが、胃泡は右にあります。⼼臓が左で胃泡が右にある。（普通は⼼臓
は左側に⼜、胃泡も左側にあるんですけど）。こういう時は⾮常に複雑な⼼奇形で、単⼼房、
単⼼室が多いです。それから肺動脈の Hypoplasia があります。これを⾒ただけで⼼臓の検
査をしないでも⼿術はしないほうがいいほどの複雑な⼼奇形ということが分かります。こ
のような例には spleen がないわけですね。asplenia とか無脾症候群とか呼ばれています。
次、お願いします。 

こういうふうに⼼室中隔がなくて完全に単⼼室になっているんです。単⼼房に近いです
ね。 ⼼房中隔⽋損がある。それから肺動脈というのは⾮常に Hypoplasia ですね。チアノー
ゼが強いわけです。 

⻑崎のほうで丁度私が当院に戻ってから無脾症候群が 3 例あったんです。それで九州の
循環器学会で、橋場先⽣が主催されておりまして、無脾症候群という演題で出題したんです。
そしたらここは循環器の学会なのになぜ無脾症候群という演題を出すんですかという問合
せがきました。そういうふうにまだ⼩児の⼼臓病というのは歴史が浅くて、内科の循環器の
専⾨の先⽣は無脾症候群とか⾔っても分らなかった時代というのがあったわけです。次、お
願いします。 

これもやっばり⼼臓は左側にありますが、胃泡は右にあります。1 枚の胸部写真で診断出
来ます。今は⾚ちゃんを写す時には胃泡も写るように撮らなければならないということ    
になっております。次、お願いします。 

ちゃんとルールというものがありまして、左房が左側にある時は胃は左側にある。肝臓は
右葉が⼤きい。これがルールです。その時に spleen はちゃんとある。左⼼房が左で胃泡が
右となればルール通りではありません。こういうふうなルールがあるんですけど、このルー
ルがめちゃくちゃになった時に（肝臓⾃⾝も symmetric になったりして）、⼼臓は複雑な⼼
奇形となっています。 

次に臨床的に興味がわいた話です。今はよく知られていますが、ファロー四徴症の発作 
は早朝に起こることが多いわけです。朝になると交感神経は優位となり、夜寝る時には副交
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感神経が優位になる。再び朝⽅には交感神経が優位に向かう。こういう夜と朝の⾕間の早朝
に⾃律神経のアンバランスがきて、そしてファロー四徴症の発作は早朝に起こるんだそう
です。実際⾚ちゃんの⼼臓外科の⼿術につい夜通しみてますと、朝の 4 時頃になると不整
脈が出るようです。そして⼜⼼拍数がゆっくりなってくるんですね。ゆっくりなってきて、
このまま⽌まるのかなと思うとまたとんとんとんと速くなります。何か不安な気持ちにな
りますけど、⼈間の⼼臓というのはたくましくてこのまま⼼臓が⽌まるかなと思ったら⽌
まらないですね。朝⽅になると普通に、レギュラーなリズムになっていくようです。 

東京⼥⼦医⼤⼼研の病室の中に看護婦さんじゃなくて汚物を替えたりする看護助⼿のお
ばさんがいました。ある⽇、その⽅がどうも「うんこをりきむ時」にファロー四徴症の発作
が起こるようですよと⾔われたんです。そういう時に⾃律神経の不安定が来て発作が起こ
るのかなと思ってたら、4 年後ぐらいにアメリカの教科書にそういう排便時「りきみ」と発
作の関係が載りました。普通のおばさんの観察というのも重視して聞いておくのも⼤切だ
なということを感じたことがあります。 次、お願いします。 

 

⼤村病院⼼臓チーム 
私が⼤村に帰るということになりました時に「いい外科医と組みなさい、いい⼼臓外科医

と組みなさい」ということを⾔われました。いい外科医と組むということは分っております
けども、どうなるのかなという不安がありました。古賀保範先⽣という⼼臓外科医が⼤村に
おられると⾔うことは知っていました。ある先⽣から「古賀先⽣があんたと組みたかと⾔い
よったばい」と聞きました。「オーソドックスな⼈と組みたい」と⾔ってると聞いて、私は
⾮常に調⼦に乗るものですから⾃分のことを古賀先⽣がオーソドックスと認めてくれたこ
とを⾮常に喜びました。 

⼼臓チームができる時に古賀先⽣や⾺場尚道先⽣、それから看護婦さん⽅たちは、それま
で⼤村では⼼臓⼿術の経験はなかったものですから⽝を使って何度も⼿術の練習をされま
した。それによって看護婦さんの技術⼿順が磨かれるし、またチームワークが⾮常によくな
ったんじゃないかと思います。今はそういう動物実験なんかする余裕はないでしょうが、そ
の頃⽝を引っ張って⼿術の練習をされてたんですけど、⾮常に尊い姿だと思って⾒ており
ました。私の⽅は患者さんを⾒つけて連れてくる役で、前の川嶋部⻑から「あなたはポン引
きたい」と冗談を⾔われたんです。私は佐世保市⽴病院の坂井先⽣に⼼臓外来をさせてくれ 
と頼みました。そしたら坂井先⽣は「させてくれて⾔われればうれしかばい」と喜ばれまし
た。その頃は来てくれって頼んでも恩をきせて、良い返事がもらえないことが多かったそう
です。それから国⽴嬉野病院の古川先⽣もそこの⼼臓外来を許可してくれました。島原温泉
病院でも喜々津副院⻑が許可して下さいました。⾮常にこれらのことは喜ばれました。とい
うのは、それまで患者さんというのは⼤学に来る時でも前の夜に 1 泊して外来に来てたん
です。少なくとも患者と両親の三⼈が泊りがけで来ていました。私が⼀⼈その地に⾏けばそ
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の地で⾒れるわけです。患者さんにとっても、⼜私が患者さんを⾒つけるのにも⾮常に都合
が良くて、これは⼤成功でした。診断は聴診、胸写、⼼電図で可能。 

今度はその患者さんにどういうふうに⼿術を希望させるかというのが問題になりました。
⻑崎⼤学病院では前からやっておりましたし、name value があるんですけど 、当院は name 
value がなかったもんですからどうしようかと思ったんです。丁度その頃 「神々の沈黙」と
いって⼼臓移植を取り上げたものが、⼩説「戦艦武蔵」で有名な吉村昭⽒によって朝⽇新聞
に連載されておりました。その中に当院の外科医⻑、古賀先⽣の似顔絵がありました。その
朝⽇新聞の切抜を台紙に貼って顔に⾊をつけ「この先⽣が⼿術しますから」と⾔ってそれを
⽰しました。そして患者家族の信頼をえて、⼼臓⼿術を希望させたことを思い出します。そ
の⼩説の中の⼀⽂を紹介しますと、『実験の⼿を⽌めて振り返った古賀は、ジョイスの茶⾊
い瞳をした⽬に異様な光が浮かんでいるのに気付いた。 “どうしたね、ジョイス。何の⽤だ” 
と彼は尋ねた。 “外科部⻑は⼼臓移植をやるからすぐ準備に取りかかってくれと⾔っていま
す” ⼥秘書はうわずった声で⾔った。⼼臓移植か、彼はいぶかしそうに尋ねた』 とかです
ね、それから『前々⽇パーナードが世界初の⼼臓移植⼿術に成功した直後、テレピに出たカ
ントロヴィッツはアナウンサーの⼼臓移植⼿術をやる意志があるかという質問に答えて
「当然やる」、われわれの外科グループには古賀がいて、彼は実験で 90% 以上の成功率を
おさめている。我々のグループはいつでも⼼臓移植を成功させる⾃信がある』とかですね。
それから超低体温下に移植⼿術をするところが書いてある⽂章などがありました。それで
その新聞に⾚と⻘で⾊を塗ってこの⼈がやるんですといったらすぐにのってきて希望者が
出てきました。最初は動脈管開存症といって、⼼臓⼿術の先⽣からいうと簡単な⼿術をまず
やりました。動脈管開存症の⼿術でも⼼臓の⼿術には違いありませんので横内先⽣はすぐ
に新聞に載せる。それか ら 12 ⽉でしたか、今度は⼼臓を開いてする開⼼術をやりました。
それも横内先⽣がその⼦供の写真を出して「⼤村国⽴病院で⼼臓病に福⾳」という題で新聞
に出させたものです。 

その頃、精密検査で⼼臓カテーテル・アンギオというのをやるんですけど、撮影の時に、
今は映画になって出てきますけど、ついこの間まで 1 秒間に 6 枚撮れるような連続写真を
使っていました。 しかし最初の時は 1 秒間に 2 枚のゆっくりした装置でした。それでファ
ロー四徴症なんかもやりました。造影剤を流す注⼊器というのがあるんですけど、その注⼊
器というのは今はボタンを 押せばビュッと出るんですけど、その頃は井⼾のボンプみたい
なのでイチ、ニ、サンと⻑い棒の柄を押さないといけないんです。それでその中で⼀番重そ
うな⼈がその柄を押す役でした。古賀先⽣が重かったので古賀先⽣がその役で、天本先⽣は
軽かったのでその役じゃなかったように思います。そいうふうにして⼀⽣懸命やりました。
最初の頃を思い出して感慨無量であります。 
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広島原医研での動脈管の研究 
 

次に広島⼤学原医研にいた頃の話をさせていただきます。岡本直正先⽣は⻑崎⼤学では   
第⼀病理の助教授で林先⽣の助教授だったんです。それから広島の原医研の遺伝部⾨の教  
授になられ、昭和 47 年に私が⾏くときは所⻑でした。私が東京⼥⼦医⼤の⼼研にいる時
にその先⽣の偉さを知ったんです。⻑崎では全然聞かなかったんですけど「岡本という⼈
がいる」。その⼈は奇形の実験で普通 は 10%か 20％奇形を作れば⽴派だと⾔われてる時                     
に 90% 以上の奇形を作る。中性⼦を当ててラットで⼼奇形を作るということは東京のほ
うで有名でした。それでいつかその先⽣のところに⾏きたいなと思っておりました。それ
が実現して広島の原医研に⾏ったんです。そして動脈管の組織学的研究をさせてもらいま
した。動脈管というのは産まれてすぐに閉じるわけです。しかし閉じないでそのまま開い
ている⼈がいるんです。動脈管開存と呼ばれています。⼼臓⼿術を要する⼼疾患です。そ
の発⽣の説を⾒ると動脈管は酸素によって閉じるとか、アドレナリンを注⼊したら閉じる
から酸素とアドレナリンが関係してるんじゃないかとか、「動脈管開存症は産まれる時の
条件」で閉じるか開存したままで残るか、決まるんじゃないかとの説がまかり通っていま
した。しかし私は「産まれる時の条件」じゃなくてもっと早くから胎⽣期に開存症に「な
る」のと「ならない」のと決められているんじゃないかなという感じを持っておりまし
た。⾵疹症候群でも胎⽣初期に⾵疹になった⼈に奇形が起こるわけですが、そういう中に
動脈管開存症が多いわけです。だから初期にそういうものがあるんじゃないかなと思いま
した。プードル⽝という⽝は動脈管開存症の頻度が⾼い⽝なんです。この⾼い⽝、動脈管
開存症同⼠でかけあわせていくと⾮常に頻度が⾼くなってくる。遺伝とすれば「産まれる
時」に決まるんじゃなくて受精の時、即ち早くから動脈管開存症になるかならないか決ま
っているわけです。そして動脈管というのは組織的にはどうなっているのかなと⾒てみた
かったわけです。次、お願いします。 

この部分が胎児の⼤動脈で、これが肺動脈で、これが動脈管であります。胎児の時は肺
に⾎液が⾏く必要はありませんので動脈管が⼀つの⾎管として存在しています。次、お願
いします。 

岡本先⽣はすごかったですね。胎児の検体は 6, 000 体、その⼼臓だけ別の瓶に集めてお
られました。その中で私が⾒たのは 500 ですけど動脈管を胎令別に形態と組織を調べまし
た。このように正常のグループがあります。⼜異常な型として Aneurysma 様にふくれる
型、⻑い型、⾮常に広い型でその組織の中に低形成の Ascending aorta が ⼊ったようなこ
ういう 3 つのタイプに分れます。 

動脈管というのはただ普通の⾎管かなと思っていましたけど組織学的に特殊なのです。
動脈管の組織が他の⾎管と⽐べ明るく⾒えます。そして clear  space といって明るい部分
があります（その中にどういう液が⼊っているのかよく分かりませんが）。それから隣に
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ある肺動脈とか⼤動脈は弾性繊維が多いんですけれども、動脈管は弾性繊維が少なくて平
滑筋の⽅が多く占めています。内弾性板が⽬⽴ちます。次、お願いします。 

clear space というふうに書 いてありますけど、こういうふうに明るい細胞がたくさん
ありました。次、お願いします。 

胎令初期には内弾性板はしっかりとしております。次、お願いします。 
胎令順に観察していくと胎令 30 週を越してくると⼀本の⽷のように⾒えた内弾性板が

切れるようになってきて、そして内膜が、マウンド（⼭）のように内腔に突出して来ま
す。次、お願いします。 

胎令 40 週になってくると平滑筋の⾛り⽅も異様にめちゃくちゃな感じがして、そして
クッションというのも発達しています。動脈管に壁の変化が現われます。こういうふうに
動脈管は変わりながら⽣後閉じる準備をしてるようです。次、お顆いします。 

28 週くらいまでは内弾性板もしっかりしていて内膜もスムーズになってますけど、36
週には内弾性板が切れてクッションというのがだいぶ出てきて内腔に突出する。そして 40
週になると内膜の肥厚が⼤きい。正常の動脈管というのは産まれる時に既に閉じる準備を
しているじゃないかと思われました。こういうふうな状態にある成熟した動脈管が、⽣後
正常の閉じ⽅をするんじゃないかと思いました。次、お願いします。 

組織的に胎児時代にすでに動脈管開存症(PDA) として残る動脈管と正常に閉じる動脈
管は組繊が違うんじゃないかなと思います。これは⾵疹症候群の動脈管ですけど、クッシ
ョン、マウンドはなくて平滑なんですね。こういうのは動脈管開存症としてずっと成⼈に
なるまで続くんじゃないだろうか。こういう運命はやっばり胎芽期に決まるんじゃないだ
ろうかというような考え⽅を持ちました。次、お願いします。 

これはファロー四徴症ので、マウンドはそう⾼くないんですけど、こういうのは同じチ
アノーゼ疾患でも閉じていくんじゃないかと思います。次、お願いします。 

これは出⽣前動脈管 Aneurysma ですが、こんなのは出⽣後も閉じないんじゃないだろ
うかと思います。次、お願いします。 

これは完全⼤⾎管転位。完全⼤⾎管転位の時は閉じるものと閉じないものがありますけ 
ど、この場合のは閉じないんじゃないかなと思っております。次、お願いします。 

こういうのは私が発表する前の年に Gitterberg というオランダの⽅が出しておりまし
た。その後お会いしたら⾮常にスマートな⼥医さんだったんです。解剖学者ですけど、そ
ういう⽅が同じことを⾔っていますので⾃信を得て国際⼼臓学会で発表しました。新しい
ことを発表することは、こわかったです。恩師岡本先⽣がバックにおられたので出来たと
思います。 

話は変わりますけど、胎令どのくらいで⼼臓は完成するのでしょうか。胎令 2 カ⽉ぐ
らいの図です。この頃は指も 5 本揃う時です。⾝⻑ 25 ミリの頃です。完全に⼼臓は出来
上がります。即ち胎令 40 ⽇ぐらいで完全に⼼室中隔も出来上がります。だから⼼室中隔
⽋損症はすでに胎令 40 ⽇に発⽣しています。⼼室中隔⽋損症同様に動脈管も早い時期に
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運命が決まるんじゃないかなということを推察したわけです。 
 

⼦供の⼼臓と⼤⼈の⼼臓 
 

それから今⽇の演題を何故「⼦供の⼼臓病」という題名にしたかと申しますと、次のよ
うな事があったからです。私の⽗親は⼼臓に雑⾳があったら⼼臓弁膜症と診断していつも
学校の⽣徒さんに体育を休ませていました。我々は⼥⼦医⼤で⼼雑⾳の代表である⼼室中
隔⽋損は「運動は何でもしていい」というふうに聞いていたものですから、なぜ休ませる
のかなと疑問に思っておりました。⼼臓の図をみて下さい。これは⼀つの⼼臓の弁です
ね。肺動脈弁と⼤動脈弁が閉じるときに僧帽弁と三尖弁が開いて、こっちは閉じてこっち
側が開いている。⾮常にきれいな弁ですね。次、お願いします。 

これは多分リウマチ熱から来たんでしょうけど、デコボコしたきたない弁ですね。本当
はこちらが閉じているからこちらは開かないといけないけど両⽅とも不⼗分。だからこの
例は僧帽弁閉鎖不全症と僧帽弁狭窄症。狭窄と閉鎖不全と両⽅あるということです。雑⾳
があって死亡した成⼈を解剖すると、こういうふうに弁膜症があったもんですから、雑⾳
があれば⼼臓弁膜症、恐ろしいもんだというふうに考えたんじゃないでしょうか。次、お
願 いします。 

⼤⼈の⼼臓病というのは、これはちょっと⼤袈裟ですけど⼼筋梗塞なんかで筋⾁が異常
になっています。次、お願いします。 

ところが⼦供の⼼室中隔⽋損症とか⼼臓奇形というのはその部分だけの奇形で、⼼臓全 
体の筋⾁そのものは普通強いわけです。そしてこの辺の部分だけが隙間があるとかそうい
うことですので⼼臓⾃体は強いんだということです。それで⼩児の場合は「基礎疾患がな
い」ということをもとにして解釈していけばいいんじゃないかなと思います。⼩児の⼼臓
病は第⼆次世界⼤戦までは分ってなかったんですけど、戦後に⼼臓の⼿術をするようにな 
ってから、いろいろと判明してきました。⼼臓というのは、もともと傷つけば元に戻らな 
いもの、という考え⽅があったり、魂が宿っているとことか神聖なところとか、そういう
ふうな⾔われ⽅をしていたんですが、第⼆次世界⼤戦の終わり頃に弾丸が兵隊さんの⼼臓
に⼊ りまして、弾丸を抜くためにメスを⼊れました。それでも⼼臓というのは⽌まらな
い強いということが分かってから⼼臓⼿術がどんどん進んできたらしいんです。その後
に、⼦供    の⼼臓病診断学と外科学が発展したから歴史が浅いわけです。⼦供の⼼臓の
筋⾁はしっかりしていて、基礎疾患がないというところが⼤⼈の⼼臓病との違いじゃない
かと思います。次、お願いします。 

これは⼼室中隔⽋損症で、左室の⾎圧が右室より⾼いもんですから左室、右室、肺、左
室と⾎流は⼼臓と肺とをぐるぐる回る。⼼室中隔の孔が⼤きいときは⼼臓と肺に無理がい
くということです。次、お願いします。 
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しかし、孔が⼩さくて漏れ⽅が少ない場合、例えば 1 回の左室の拍出量が 100cc ずつ
として 20cc だけ漏れる。これくらいは肺とか⼼臓に別に負担がかからない。だからこれ
でも雑⾳はザーザー聞こえるんですけど、これは負担がかからない故に⼿術の必要があり
ません。しかし肺と⼼臓の負担が⼤きくなる⼤⽋損では⼿術してあげないといけないだろ
うということです。どちらも⼼臓の雑⾳というのは強いもんですから⼼臓に雑⾳があると
びっくりされる⽅がありますけども、⼩さい⽋損と⼤⽋損とがあります。次、お願いしま
す。 

普通、軽症というのはいつまでも軽症です。⼼電図とかレンゲンに異常がない。このよ
うなものは⽣涯⼿術しなくてもいいし、オリンピック選⼿に出てもいいんじゃないかと思
っております。次、お願いします。 

⼼臓⼿術の最初の頃は超低体温という 20 度くらいに体温を冷やして開⼼術を⾏ってお
りました。次、お願いします。 

脳の循環遮断許容時間というのは 20 度では 60 分、だから 20 度にして 60 分間の間に
⼼臓を⽌めて⼿術しようということです。⾮常に出⾎も少なくて⾮常に興味のある⼿術で
した。今はやっばりこれは時に危険があると⾔うことで⼈⼯⼼肺が使⽤されているようで
す。次、お願いします。 

この写真は昭和 50 年アメリカの学会に⾏った時に、デトロイトのカントロビッツの所
で勉強していた⾺場先⽣がナイアガラの滝の所に来て下さった時の記念の写真です。次、
お願いします。 
 

学校⼼臓検診 
 
学校検診についてお話します。学校検診でよく問題になるのは不整脈ですね。しかし、

殆ど放っておいてもかまいません。私は患者さんには⼼臓は電気で動く胴結節から数本の
電線が出て、それらは房室結節に集まってそれから左脚、右脚に分かれ、⼼臓のすみずみ
まで達している。普通は洞結節からスイッチがはいるが、時々⼼室の壁から電気のスイッ
チがはいって⼼室性期外収縮が起こる。この前中国のハルビンに⾏った時に、そこで⼼筋
症が多いと聞いて、どうして多いのかなと思っていたらみんな⼼室性期外収縮を⼼筋症、
⼼筋炎というふうな誤った診断をしておりました。我々は⼩児を診る時、殆どの場合⼼臓
の筋⾁は正常で基礎疾患がない。⼤⼈の場合は基礎疾患があっての不整脈だからいろいろ
と注意しなければならないんでしょうけど、⼦供の時は基礎疾患を伴わない不整脈だから
運動は何でもさせることが多いです。次、お願いします。 

これは刺激が洞結節からの房室結節を通らないで直接⼼室壁に来て、こういうふうな変
な WPW の⼼電図を⽰しますけど、こういうのでも頻脈発作さえ起こらなければ運動は何
でもしていいということになっております。 次、お願いします。 
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⼼臓病管理指導表のことですが、この⾒⽅はだれでも御存知でしょうけど、A B C D E 
というふうに学校⽣活規制⾯からの区分をしております。例えば⼼室中隔⽋損の軽いもの
は E 区分。⼼電図なんかに異常はないものですね。僧帽弁閉鎖不全の軽いものも E 。E 
というのは柔道でもラグビーでも何でもしていい。それからちょっと重症で⼼配だなとい
う 時は D。D はサッカーならゴールキーパーを、野球ならビッチャー、キャッチャー以
外をしましょうとかですね。結局は酸素がたくさん必要な運動でドキドキが強くなり、そ
して⻑く続くようなものは激しい運動ということになるわけです。いろいろ訴訟問題なん
かがきた時にこれに従っとくとあまり問題がないものですからそうしております。次、お
願いします。 

⼼室性期外収縮というのも E で、運動クラブでもいいということです。ただ、運動して
から不整脈が増えるものは運動は D にしましょう。運動後不整脈が少なくなるようなも
のは何でもしていい ( E ) し運動クラブ活動でもいいです。こういう管理指導表というの
がありますからこれに合わせていろいろ許可すると訴訟なんかも起こらないので我々はこ
れに従ってやっております。次、お願いします。 

ところが時にこういうことが起こるんです。体育中に⼩学 1 年⽣、急性⼼臓⿇痺。これ
は 20 メートル競争に参加して約 10 メートル⾛ったところで突然倒れたということです。
次、お願いします。 

これは実は死ぬ 6 カ⽉前に診ていたんです。⼼電図の QT が⾮常に⻑いし、⼀つ⼀つ波
の形が変ってるんですね。こういうのは QT 延⻑症候群といいまして突然死の可能性が⼤
きいです。今はβ-Blocker を使って失神発作とか少なくなったんですけど、突然死しやす
い病気ということになっています。ところがこの⼦はお薬⼀ヶ⽉分やっていたんですけど
その後来なかったんです。そして突然死しています。次。お願いします。 

これは QT 延⻑、繰り返す失神発作（よく癲癇と間違われる）、突然死を来す症候群。
聾を伴う⽅と伴わない⽅とあるんです。この例は家族性じゃなかったんですけど、QT 延
⻑があり、失神発作を前に起こしていたんですね。⼼筋に異常があるこういう⼦供だけは
要注意です。次、お願いします。 

⼼臓検診は⼼筋に異常があるのを注意しとけばいいんじゃないかなと思うんです。⼩児 
の場合は左⼼室の⼼筋を考える時は I と V5、V6 の T を眺めるようにしたらいいと思い
ます。 

I とか V5、V6 の T、普通は positive になるんですけど T が平低の時は⼼筋の異常があ
るようです。次、お願いします。 

これは聾で QT 延⻑がある。（みんなをはかると QT 延⻑がないのもあるんですけど ） 
とにかく I 誘導で、T 波はなだらかで、元気がない。V5、V6 でも平でだらりとして元気
がない。こういう時は突然死するおそれがあると考えて、この時だけは注意しないといけ
ないと思ってやっています。他の時は突然死することがないかもと思っておるわけです。
次、お願いします。 
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この QT 延⻑症候群は熊本の例で、佐世保の森永先⽣のを借りているんですけど、⼼室
性期外収縮が出て、それから⼼室細動が起こって、（この時は⾎圧が出てない。失神状
態）それから頻脈に変わっています。それでリドカインの静注をして普通に戻っていま
す。⽇頃⼼電図撮りながら I と V5、V6 の T が negative ⼜は平低な時は特に⽤⼼してお
ります。⼜それらの S T の形の異常に気をつけています。次、お願いします。 

これは聾の⼈で、Jervell-Lange-Nielsen 症候群です。聾の⼈で QT 延⻑があるときに診
断します。運動制限が必要と思いましたが、この⼦のお⺟さんが 1 ⽇ 1 ⽇を明るく充実
した⽣活をさせたいと切望されました。ちょっと横道にそれますが 、これは Pediatrics と 
いう、権威のある雑誌の別冊で、突然死の起こる状態を 254 ⼈の突然死例で調べたら⼼臓
での突然死は、寝てる時 16%、休んでる時 42% 、スボーツしてる時 10%と運動した時に
限ってないんですね。だからどこまでスボーツを制限しないといけないかなといつも悩ん
でおります。次、お願いします。 

話をさきほどの患児の⺟親の話に戻します。 
幸か不幸かこのお⺟さんというのは⾮常に豪傑で「死んだ時は死んだ時」ですからとか

⾔って患児に何でもさせる⼈です。この前新聞を⾒てびっくりしたんです。その⼦は松前
理佐ちゃんていうんですけど、その新聞記事には「砲丸投げで私は 1 位になれるだろう
と思っていた。懸命に投げたが背の⾼い⼈が 1 位で私は 2 位になった。背の⾼い⼈は⿅
児島中⽣で 1 メートル 58 センチ、2 年⽣だそうだ。そのときは 3 年⽣だと思った。私は
やっぱりもっと練習すればよかったなと後悔した。3 位は天草聾学校・・・」。突然死の
おそれのあるこの患児に運動競技をやめろとも⾔いたいし、かといってやらせたいし薬を
続けてコントロール出来るならそのままにしておこうかとか悩んでいる症例です。⼼電図
検診なんかを諌早とか⼤村とかでさせていただいておりますけど、今後もさせて下さるそ
うですのでよろしくお願いします。 

 
司会：質問がおありと思いますのでどうぞご遠慮なくどうぞ。何かございませんか。⾺ 
場尚道先⽣どうぞ。      
 
⾺場：今村先⽣と 17 年間⼀緒に仕事をさせていただいた⼼臓外科の⾺場でございま

す。御礼の意味を含めて発⾔させていただきます。 
本⽇は⾮常に分りやすく、そして興味のあるところを教えていただいて私もまた改めて 

勉強したのでございますけど、御礼の意味も含めてこの 17 年間に先⽣の⽅から送ってい
ただいた症例はどのような状況であるかということをちょっとご紹介したいと思います。 

今村先⽣のほうから送っていただいた症例数は 814 例ございまして、開⼼術症例が 526
例で約 65%、⾮開⼼術症例が 288 例で 35%、これは昭和 63 年 12 ⽉末までの症例でござ
います。残念ながら⼿術死亡したケースは 814 例中 81 例で死亡率は 10％でございます
が、最近の 3 年間は数パーセントに改善しております。ちなみに私の所で⼼臓⼤⾎管の症
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例数は現在までのところ 1174 例ございまして⼿術死亡が 109 例、9 %でございます。従
いまして、先天性⼼疾患は 814 例ですから役 70％が今村先⽣から送られた症例を⼿術させ
ていただいたということで、この点も含めまして⻑い間本当にいろいろ協⼒いただきまし
て感謝の念で⼀杯でございます。あらためて御礼を申し上げます。 

もう⼀つ、私と今村先⽣は⾮常にいろいろエピソードがある仲なんですが、⼀つ今村先
⽣のお⼈柄を⽰すものを御紹介させていただきます。 

昭和 50 年に私はアメリカにおりました時に 1 通の葉書をいただきました。それをちょっ
とそのまま読ませていただきます。「 How are you? 今⽇ひょいと⼿紙の封を切りました。
国病学会からなのでどうせくだらないものだろうとは思っていたのですが、封筒の中に医
療第 28 巻掲載の研究論⽂『単純超低温⿇酔下の輸⾎開⼼術』が第 8 回塩⽥賞選考会におい
て受賞対象論⽂に内定した。10 ⽉ 15 ⽇の国病学会開会式に引き続き授賞式を挙⾏。感激。
涙が出てきました。年がいもなく。ではまた。」という葉書をいただきました。これは私が
アメリカに居て私の塩⽥賞受賞を知った最初の報告でございます。当時 、愚妻とともに⾮
常に感動したものでございます。そういうふうにいろいろ彼の暖かい⼈格といいますか、そ
ういう⽅を今度、お⽗さんの遺⾔ということで御開業ということでございますけど、私たち
も先⽣の築かれた⼩児の⼼臓病の治療にこれからも⼀⽣懸命尽くしていきたいと思います。
どうかいつまでもお元気で、またいつでも私たちの⽅に顔を⾒せていただきたいと思いま
す。御礼の意味で発⾔させていただきました。 

 
司会：ほかにいらっしゃいませんか。 
それでは終わりにあたりまして⼀⾔御挨拶を申し上げます。⾺場先⽣が素晴らしいお話

をなさいましたので私が出る幕ではございませんけども、本⽇は先⽣の⽣涯を決定させた
⾼尾先⽣との出会い、そして⾼尾先⽣の御薫陶を受けてそれが⽣涯の⽣き⽅を決定したと
いうお話。あるいはお帰りになりまして古賀先⽣、⾺場先⽣と⾮常にいいコンピをお組み
になりましたけども、実はそれはまたある意味では因緑的な、前から決まっているような
そういういろいろな⼿配によって⾮常にスムースにでき上がったと。そして「神々の沈
黙」のエピソードも⼊れていただきまして⾮常に素晴らしい印象を受けたということでご
ざいます。また、今、宮崎医科⼤学の学⻑をしておられる岡本先⽣の所での動脈管の⾎管
腔の御研究と、そういうものが 7 カ⽉、あるいはそれ からずっと何回か広島には⾏って
おられたようでございますけど、あらためて研究というもの、その途中における疑問の投
げかけ、それが素晴らしい道を開けるということを教えていただきました。また、⼦供と
⼤⼈の違いというものを、申し上げることもありませんけども、⾮常によく分かるように
我々に解説していただきましたし、さすがこの道 20 年間の研究をなさった⼤家でなけれ
ば聞けないようなお話をしていただきまして、⼼から感謝を申し上げますとともに、今後
新しい道に転⾝なさいますけども研究的な⽣き⽅をなさるであろうと思います。どうぞ御
健康に留意の上、⼀層の御活躍をお祈りいたします。 
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これで本⽇の講演会を終りたいと思います。どうも有難うございました。 
 
＜会⻑付記＞ 
本講演は、平成 3 年 3 ⽉ 27 ⽇、当院地域医療センターで、当時⼤村市医師会副会⻑の

出⼝雅経先⽣（⼩児科開業）の司会の下開催されました。本稿は当時の地域医療研修セン
ター広報誌「せんさい」第 25 号に掲載されています。当院国病久原会の HP『会員の声』
で『今村 甲先⽣から会⻑宛への⼿紙』でも触れましたように、これは今村先⽣の退官記
念講演でもあり、先⽣⾃⾝の⾜跡かつ当院の歴史の⼀部ですから、本ページに掲載いたし
ます。 


