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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　／976年10月から1993年11月までに39例の川崎病患児に対して冠状動脈バイパス術（CABG）を施行し

た．当初は大伏在静脈グラフト（SVG）のみを使用し，1984年から内胸動脈（ITA）を，1988年には右

胃大網動脈（GEA）もグラフトとして使用を開始した．　SVGの開存率は89％（術後1カ月）から中期（術

後1～3年）には46％まで低下したが，この時期に閉塞を免れたグラフトは遠隔期（術後9～12年）も

開存し，最長例で18年後も劣化することなく開存しているのを確認できた．ITAやGEAの動脈グラフ

トでは，早期開存率は100％で，中期においてもITAが93％，　GEAも100％を保ち，最長ではITAは12

年，GEAは6年の経過観察を行って新たな閉塞は認めなかった．被バイパス冠状動脈の病変の寛解や側

副血行の発達により，やせ現象が改善しない場合もあるが，動脈グラフトは長期の開存と必要に応じた

成長が期待でき，動脈グラフトを組み合わせて使用することにより，遠隔成績の改善が期待できる．

　1967年に川崎ら1）によって報告された川崎病は，後

遺症の冠状動脈病変が重大な合併症をきたすことがあ

ることから，外科治療が考慮され，1973年に大動脈と

吻合した大伏在静脈グラフト（SVG）を心筋内に埋め

込むVineberg変法がなされるに至った2）．冠状動脈バ

イパス術（CABG）は，1975年川島ら3｝がSVGを用い

て成功させ，1984年には北村ら4）が内胸動脈（ITA）を

左前下行枝（LAD）に使用して動脈グラフトが導入さ

れた．翌年，遠藤ら5）により両側ITAによるLADと右

冠状動脈（RCA）近位への2枝バイパス行われ，1988

年に竹内ら6）が右胃大網動脈（GEA）を第2の動脈グラ

フトとして使用するに至って，RCAや左回旋枝（LCx）

の遠位にも動脈グラフトが使用可能となり，成人に比

し長いグラフト寿命を必要とする川崎病患児において

も動脈グラフトのみによる3枝バイパスに道が開け

た．川崎病に対するCABGは，成人のCABGと同じ

く静脈グラフトから動脈グラフトへと発展を遂げてき

たが，川崎病が炎症性疾患であることや，患者が小児

であることにより，動脈硬化を原因とする成人の
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CABGと同等に論ずることはできない．1976年10月か

ら1993年11月までにCABGを行った自験例39例に対

して経時的に冠状動脈造影（CAG）を行って，グラフ

トの形態の変化と開存性を確認して遠隔成績について

検討したので報告する．

　　　　　　　　　対象と方法

　上記の期間，東京女子医科大学付属第二病院心臓血

管外科（20例）と関東逓信病院心臓血管外科（19例）

でCABGを施行した川崎病患児39例を対象とした．39

例の内容を表1に示す．男31例，女8例，手術時の年

齢は8．8±3．2歳であった．最年少例は4歳，15kgの女

児で左内胸動脈（LITA）で1枝バイパスを行ってい

る．GEA使用の最年少例は6歳，21kgの男児であっ

た．同胞にのみ川崎病の既往を認め，本人は川崎病の

既往が明かでない1例を除き，他の38例は診断基準7）

を満たす川崎病の症状を認めた．川崎病発症年齢は3

カ月から11歳で，手術までの期間は6．2±2．8年（7カ

月～13年）であった．

　1．術前状態

　心電図上Q波の出現や逸脱酵素の上昇で確認され

た心筋梗塞の既往を7例（18％）に認めた．心筋梗塞

症例以外で自覚症状を認めたのは16例（41％）で，前
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表1　症例

　症　例　数

　手術時年齢

　性　　　別

　身　　　長

　体　　　重

川崎病発症年齢

発症～手術の期間

心筋梗塞既往例

虚血症状自覚例

左主幹部病変例

左心機能低下例’

　　　　　39例

　8．8±3．2歳（4～19歳）

　男31例女8例
130±19crn（1〔〕1～186cl丁1）

30．7±14．8kg（15～85kg）

2．4±2」歳（3カ月～11歳）

6．2±2．8年（7カ月～13年）

　　　　　7例

　　　　　16例

　　　　　7例

　　　　　4例

＊ ：EF≦40％

胸部痛13例（33％），腹痛2例（5％），失神発作1例

（3％）であった．左冠状動脈主幹部（LMT）病変は

7例（18％）で，完全閉塞の3例は全例自覚症状を認

めたのに対して，90～99％狭窄の4例では自覚症状が

あったのは1例のみであった．左心室駆出率（EF）40％

未満の左心機能低下例は4例（10％）で，心筋梗塞に

よるもの3例，心筋炎によるもの1例であった．家族

性高脂血症，血圧や耐糖能の異常を伴った症例はいな

かった．

　急性冠状動脈閉塞に対して血栓溶解術（PTCR）にて

再疎通を得た後にCABGを行った準緊急手術が1例

あったが，他の38例は待機的手術であった．

　2．手術適応

　手術適応は，繰り返し行ったCAGによる冠状動脈

病変の進行と心電図や心筋シンチによる虚血所見並び

に自覚症状を総合して判断した．初期の1例で冠状動

脈瘤の拡大傾向と血栓形成の可能性から右冠状動脈瘤

切除とSVGによるRCAへの1枝バイパスを行っ
た8）が，それ以降は成人のCABGに準じて，主要冠状

動脈の高度狭窄病変（75％以上）とその灌流域の心筋

のviabilityが認められるものを手術適応とした．よっ

て，原則的にCAG所見として，

　a．LMTの高度狭窄病変

　b．多枝（2，3枝）の高度狭窄病変

　c．LAD近位部の高度狭窄病変

　d．側副血行供給血管の高度狭窄病変

を示す症例を手術対象とした9）．

　また，手術の成績が安定した最近では，灌流城の広

いRCA単独の高度狭窄病変で側副血行がなく，閉塞

により心機能の重大な低下が予想される2症例に対し

ても右内胸動脈（RITA）にてRCAへ／枝バイパスを

63　（63）

表2　手術結果及び合併症

平均グラフト本数

　1枝バイパス

　2枝バイパス

　3枝バイパス
（同時手術）

　心室瘤切除

　冠状動脈瘤切除

手術死亡例

（合併症）

　周術期心筋梗塞

　IABP使用
　縦隔炎

　急性硬膜外血腫

遠隔死亡例

1．7±〔｝．6本

　16例

　19例

　4例

1例＊

1例＊

0例

1例＊＊

1例＊＊

1例

1例

3例

＊’ 1枝バイパス症例　＊＊　同一症例

行っている．

　3．手術方法

　手術は初期の4例を軽度低体温（28℃），間欠的大動

脈遮断下に，他の35例はGIK液，　St．　Thomas液もし

くはblood　cardioplegiaによる心筋保護下にCABG

を行った．冠状動脈側は，前半は7－0絹糸の結節縫合で，

後半は7－0，8－Opolypropylene糸の連続縫合で吻合し

た．大動脈側は5－Opolypropylene糸の連続吻合を用

いた．手術は1枝が16例，2枝が19例，3枝が4例で，

グラフト数は1．7±0．6本であった．1枝バイパス例に

おいて心室瘤切除と冠状動脈瘤切除をそれぞれ1例追

加した（表2）．

　4．グラフトの種類

　使用したグラフトはSVG（27本），　LITA（24本），

RITA（6本），　GEA（9本）の4種であるが，時期に

よりグラフトの選択が大きく異なるため3期に分けて

使用グラフト及び吻合部位を表3に示した．すなわち，

1期（1976～1983年）はSVGのみ使用し，　II期

（1984～1987年）はSVGに加えてITAをLADに対し

て可及的に使用し，III期（1988年～）となってGEAも

加わり，動脈グラフトの使用率が91％に達した．III期

からは，グラフト材料に問題がない限り，グラフトの

選択は患児長期予後に最も重要と思われるLADには

LITAを優先的に使用し，　RCA（Seg．1，2）にはRITA

を，RCA（Seg．3，4）にはGEAを，　LCxにはGEA

を使用して動脈グラフトのみでバイパスすることを原

則とした．LITAの発達不良のためにRITAをLAD
に使用した症例もあり1°），LADへの血行再建を第一と

した．動脈グラフトはできる限り有茎で使用したが，
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表3　吻合部位別グラフト選択の変遷

使用
グラフト

吻合部位
時期

LAD D1 RCA LCx 計

　動脈
グラフト
の割合

1期C76～’83） SVG 6 1 6 1 14 〔〕％

II期C84～’87） SVG
LITA 3

8
0
0

4
0

3
0

10

8

44％

lll期℃88～　） SVG
LITA
RITA
GEA

0
1
5
2
0

0
0
0
0

2
i
）
4
7

1
1
0
2

3
1
6
6
9

91％

計（本数） 34 1 23 8 66

ITAは遠位の細い部分を使用すると攣縮が多いこ

と11）を考慮してfree　graftとして1例使用した．また，

GEAは長く採取することが比較的容易であることと

組織学的に有茎で使用した場合に内膜肥厚を起こし難

くなること’2）より，有茎での使用を基本方針とした．

　5．術後管理

　術後の抗凝固療法は，早期はwarfarinと抗血小板

剤（aspirinやdipyridamoユe等）を併用して行い，術

後のグラフト造影で良好な開存を認めた場合には，1

カ月後や1年後に抗血小板剤単独に切り替えた．術後

の運動制限は，心臓病管理指導表7）の3－D，すなわちマ

ラソンや水泳などの激しい運動を除けば体育の授業に

も参加しており，レクリエーションスポーツも許可し

ているものがほとんどであった．完全血行再建がなさ

れ，グラフトに問題がない例では，運動制限はなく競

技スポーツも許可した．

　6．術後グラフト評価

　1996年12月までのfollow－upは349patient・years

で，術後観察期間は107±56カ月（37カ月～229カ月）

である．グラフトの評価を選択的グラフト造影，右房

造影や大動脈造影のDigital　subtraction　angiography

（DSA）で行った．評価の時期は術後1カ月（39例），

1～3年（38例），4～8年（23例），9～12年（7例），

18年（1例）で，グラフトの開存性，灌流域，身体の

成長に対する適応について検討した．統計処理はt検

定及びκ2検定を用いて行った．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．手術成績

　手術死亡はなく，術後の合併症は3例（8％）に認

めた．両側ITA使用例で縦隔炎を1例，周術期心筋梗

塞（PMI）によるLOSのためIABPを要した1例10），

硬膜外血腫のため血腫除去術を行った1例13）を経験し

口本小児循環器学会雑誌第13巻第1号

表4　グラフト別開存率

“　　一

クフフト 術後1カ月 1～3年 4～8年 9～12年 18年

SVG 24／27
（89％）

12／23
（46％）

ll／11

（46％）

7／7

（46％）

1／1

（46％）

ITA 30／30
（100％）

28／30
（93％）

15／15
（93％）

1／1

（93％）

GEA 　9／9

（100％）

9／9

（100％）

　6／6

（loo％）

数字はグラフト本数

（）内は累積閉存率

たが，全例軽快退院した．

　2．遠隔成績

　術後3年間は，全例順調に経過したが，術後4年目

から10年にかけて突然死を3例（8％）経験した．そ

れぞれ手術時年齢は9歳，7歳，6歳で死亡時期は術

後3年2カ月，10年2カ月，3年2カ月であった’4）15）．

　現在follow－up中の36例では，新たな心筋梗塞，狭心

症の再発などの心事故は認めていない．無症状ではあ

るが自己冠状動脈病変の寛解や側副血行の発達がない

ままSVGが閉塞し，心筋虚血の危険のある症例が2

例あり，再手術の可能性を含めて慎重に経過観察して

いる．

　3．グラフトの開存性

　術後早期（1カ月）に閉塞したのは，冠状動脈の内

腔が狭小で灌流域も狭く術中より流量の少なかった

SVG　3本（LAD：1本，　LCx：2本）のみで，早期開

存率はSVG：89％（24／27）［70％信頼区間（CL）

87～91％］で，ITA：100％（30／30），　GEA：100％（9／

9）であった．

　以降の開存率を累積開存率で示すと，術1～3年の

間に，SVGはさらに11本（LAD：2本，　D1：1本，

LCx：1本，　RCA：7本）が閉塞し開存率は46％（12／

23）［CL　36～56％）］まで低下したのに比し，　ITAの

閉塞は2本（LAD：2本）のみで，開存率は93％（28／

30）［CL　88～98％］，　GEAは閉塞がなく100％（9／9）

を維持した．

　SVGの最長観察症例は，術後19年が経過し現在27歳

であるが，18年目のCAGではRCAに吻合したSVG

はその径を増して適応しながら開存していることを確

認できた．ITAは12年，　GEAは6年の最長観察期間

で，以降の経時的な開存率の低下はなかった．

　吻合部位別にみると，SVGにおいてはRCAへのグ

ラフトが術後1～3年の問に7本閉塞して開存率が

36％（4／11）［CL　21～51％］まで低下したのに対して，
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表5　吻合部位別開存率

吻合部位 グラフト 術後1カ月 1～3年 4～8年 9～12年 18年

LAD SVG 8／9

（89％）

6／8

（67％）

6／6

（67％）

4／4

（67％）

ITA 25／25
（100％）

23／25
（92％）

16／16
（92％）

1／1

（92％）

D1 SVG 　1／1

（100％）

0／1

（0％）

RCA SVG 12／12
（100％）

4／11

（36％）

3／3

（36％）

2／2

（36％）

1／1

（36％）

ITA 　4／4

（100％）

4／4

（loo％）

GEA 　7／7
（100％）

　7／7

（100％）

　5／5

（100％）

LCx SVG 3／5

（60％）

2／3

（40％）

2／2

（40％）

1／1

（40％）

ITA 　1／1

（］oo％）

］／1

（100％）

　1／1

（100％）

GEA 2／2

（100％）

2／2

（100％）

　1／1

（100％）

数字はグラフト本数

（）内は累積開存率

LADへのグラフトの閉塞は2本にとどまり，開存率

67％（6／9）［CL　51～83％］でRCAへのグラフトに対

して有意に（p＜0．05）高い開存率を認めた（表5）．

LCxへのグラフトは本数が少なく有意差は認めない

ものの開存率は40％（2／5）［CL　17～63％］まで低下し

た．動脈グラフトにおいては，RCAやLCxに使用し

たGEAやITAの開存率はLADに使用したITAと
匹敵し，吻合部位による開存率の差は早期から遠隔期

にかけても認められなかった．

　4．グラフトの変化と成長

　術後1カ月のグラフト造影でグラフトの50％以上の

狭窄を8本（SVG：5本，　ITA：3本），やせ現象を9

本（ITA：5本，　GEA：4本）に認めた．

　グラフト狭窄を示したSVGの5本（LAD：3本，

LCx：1本，　RCA：1本）は，1～3年後には4本

（80％）が閉塞し，術後早期に問題のあるSVGの閉塞

は高率であることが示唆されたが，造影上問題のな

かったSVGでもRCAに吻合したグラフトの閉塞は

多く，造影所見のみでの予測は困難であった．術後1

～ 3年に閉塞を免れた12本のSVGにおいては，新た

な狭窄は認められず，観察期間中に患児は最大で身長

62cm（120→182cm），体重44kg（22→66kg）増加した

が，吻合部のひきつれやSVGの捻れもなく，冠状動脈

に応じた径の拡大も認められ16），患児の成長に適応し

ている所見が得られた（図1）．

　ITAの3本はいずれもLADに吻合したグラフト

で，90％狭窄を1本，50％狭窄を2本に認めた．90％

狭窄を示した初期の1本のみが1年後に閉塞し，他の

2本のITAの狭窄は軽減していた．

　術後1カ月時にやせ現象を認めたのはITA　17％（5／

30），GEA　44％（4／9）でGEAにより高率であった（p＜

O．05）．ITAの5本はLADに吻合したもので，内3本

は1～2年後にやせ現象が解消してLADの血流を

担っていたが，LADの狭窄が軽減した1例では閉塞し

た．4本のGEAの吻合部位はRCAの後下行枝（4PD）

が3本，LCxが1本で，1年後には内2本（4PD：1

本，LCx：1本）のグラフトで径及び灌流域の拡大が

認められた．やせ現象の改善しなかった1例ではLAD

に吻合したLITAからの良好な側副血行で4PDが造

影された．やせ現象は術後1年にも新たに3本の動脈

グラフト（LITA：2本，　GEA：1本）で出現したが，

LCxに吻合したLITAは，　LCxの病変部が完全閉塞

となることにより術5年後にかけて発達した（図2）．

多くの場合，動脈グラフトは必要に応じて発達したが，

被バイパス冠状動脈の病変の寛解や側副血行の発達に

よりやせ現象の改善は妨げられることが示唆された．

　　　　　　　　　　考　　察

　川崎病冠状動脈病変に対するCABGは，原因が炎症

性疾患であるということ，対象がほとんどの場合小児

であること，以上2点により成人の動脈硬化性病変に
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図1　6歳男子のLADに吻合したSVG．（a）術後1カ月，（b）術後1年7カ月，（c）

　術後4年，（d）術後10年．10年間に120cm・22kgから182cm・66kgへと成長したが，

　グラフトの劣化もなく，冠状動脈の成長に適応して径も太くなっている．

対するCABGとは区別して考える必要がある．すなわ

ち，①自然経過で病変の寛解や側副血行の発達がまれ

ではないこと．②拡張性病変（瘤）と狭窄が混在する

こと．③体格が小さく手技上の困難を伴うこと．④よ

り長い開存性が要求されること．⑤患児の成長への適

応が求められること．以上の点を考慮して手術の適応

や時期，手術方法が決定されなければならない．

　1．手術時期について

　手術時期は，川崎病発症からの期間および患児の年

齢の2つを考える必要がある．鈴木ら17）は，局所性狭窄

は遠隔期に出現し，特に90％以上の狭窄にまで進行し

たものは8年以上経たCAGで比較的高い頻度で認め

たことを報告している．また，自験例では発症後2年

未満にCABGを行ったのは1例（7カ月）のみであっ

たが，外見上正常と思われた吻合部でも冠状動脈壁は

厚く，炎症変化が残存しているような感触を得た経験
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図2　16歳男子のLCxに吻合したLITA．（a）術後1カ月，（b）術後1年，（c）術後

　5年．術後1年時にやせ現象を示したが，5年後には自己冠状動脈が閉塞し，LCx

　の血流はLITAが担うようになりやせ現象は解消した．

がある9｝．したがって，自覚症状，心電図，心筋シンチ

等で虚血が明かでない場合，CAG所見のみによる発症

後早期の手術はさけるべきと考えている．自験例では

川崎病発症後平均6．2年で手術を施行し，発症から手術

までの期間の差によるグラフト開存率の差は認めてい

ないが，繰り返しCAGを行い病変の推移を検討して

から手術が決定されるべきであろう．

　5歳以下の症例では冠状動脈のみならずグラフト材

料も細く，SVGでは早期閉塞が多いこと，ITAでは閉

塞や吻合部狭窄が問題となることが指摘され18）19），6

歳以下のSVGのみの症例で遠隔死が散見されたとの

報舎）もある．自験例の最年少は4歳であるが，3歳時

に紹介され1年間冠状動脈とITAの成長を慎重に

待ってから手術した症例であった．この症例以外は5

歳以上である自験例においては，手術時年齢とグラフ

ト開存には相関はなかったが，幼少例で血管内径が1

mmに満たない場合には，状況の許す限り成長を待つ

ことも手術成績向上のための選択の一つと考えるz°）．

4～5歳以下では動脈グラフトの使用は難度を高める

ことが予想され，microsurgeryの導入も考慮すべきで

あろう．

　2．手術適応について

　吉川ら21）によると川崎病に見られるような数珠状の

冠状動脈瘤の血流に対する影響は，瘤が3個直列した

場合には面積狭窄度70％に相当する．これは通常の冠

状動脈狭窄度を表現する直径狭窄にあてはめると約

50％に等しいので有意狭窄には至らない．したがって，

狭窄病変を伴わない限り，瘤のみでは有意な血流障害

は起きないが，問題となるのは瘤内に形成される血栓

である．

　狭窄がないにもかかわらずこの血栓により末梢側の

心筋梗塞を繰り返す症例で，SVGによるバイパスを

行ったが，1年後にはSVGが閉塞していた．冠状動脈

瘤切除とSVGによるバイパスを同時に行った1例に

おいても1年後にはSVGは閉塞した．長期的にみて

このような病変に対するバイパスは有効な手段ではな

いと考えられる．

　狭窄病変においては，前述したごとく手術適応は成

人に準ずると考えているが，RCAの1枝病変について

も手術成績が安定した現段階では，閉塞による心機能

への影響が大きいと判断した時には適応と考えてい

る．しかしながら，LADの病変が有意狭窄に進行する

危惧がある場合には待機してLADとRCAへの2枝
バイパスのタイミングを図ることが必要である．

　3．手術方法について

　体外循環及び手術手技は他の小児例や成人の
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CABG症例と同様で特別な操作は行っていないが，冠

状動脈やグラフトが細いのでより丁寧な手術操作を心

がけている．川崎病の動脈瘤は鎖骨下動脈やITA，腸

骨動脈にも及ぶことがある22）のでITAやGEAの造

影はもとより，腸骨動脈から大腿動脈にかけて術前造

影も施行した方が安全である．

　動脈グラフト使用の問題点として，両側ITA使用例

における縦隔炎や胸骨の発達障害が挙げられるが，縦

隔炎は1例認めたのみで，胸骨の発育遅延も認めてい

ない．GEA使用に伴う消化器系障害はなく，気管

チューブ抜管後の経口摂取の開始を半日程度遅らせる

のみで特別な処置は不要である．また，冠状動脈病変

が重篤な場合，動脈グラフトの血液供給量が不足して

急性循環不全を呈した症例報告23｝があり，我々も動脈

グラフトのみによる3枝バイパス症例で体外循環から

のweaningにIABPの補助を必要とした例を経験し

ているので，小児においても動脈グラフトの術直後に

おける低灌流が起こり得ることを念頭におき，場合に

よりSVGの追加も考慮すべきである．

　4．長期管理と遠隔成績について

　遠隔死の3例とも閉塞したSVGがあり，うち術後

3年2カ月で死亡した2例は運動中の突然死であっ

た．剖検にて明かな心筋梗塞所見は認めないものの，

運動量に対して不充分な冠状動脈血流が心筋虚血をも

たらしたことが死亡の一因となったことは否定できな

い．川崎病患児では心筋虚血がかなり進むまで無症状

で経過することがまれではないので，グラフト閉塞例

や冠状動脈が細くて前L行再建が不十分に終わった例で

は早めにCAGや心筋シンチなどの検査を行い適切な

運動制限を課したり，適応があれば再手術を行うこ

と24）も必要と考えられた．心筋炎により心機能の低下

をきたした1例は，10年後にテレビ鑑賞中に突然死を

きたした．外来診察時の心電図でも心室性期外収縮が

散発しており，不整脈死が疑われたが，特に心筋梗塞

や心筋炎で心機能の低下をきたした症例では，不整脈

に対する注意が要求される．

　5．グラフトの開存性と変化について

　川崎病患児に対するCABGが始まってから20年が

経過し，それぞれのグラフトについて観察期間が重ね

られた結果，ほぼ共通の見解が得られている．すなわ

ち，SVGは早期の開存率は90％前後を示すが術後1

～ 3年で50～60％まで低下すること9）18）19）25）．しかしな

がら，この時期で開存していたSVGは患児の成長に

適応し10年以上経過しても良好に開存しているこ

日本小児循環器学会雑誌　第13巻　第1号

と25）．動脈グラフトは早期・遠隔期とも90％以上の開存

率を示し，患児の成長に応じてグラフト自身も成長す

ること15）26Lこれらの認識のもとに動脈グラフトを多

用したCABGが行われているのが現状である．

　自験例のSVG　27本の遠隔期開存率は46％である

が，広瀬らの報告18｝と一致してLADに吻合したSVG

の遠隔期開存率は比較的良好で67％であった．グラフ

トの捻れや吻合部狭窄などの閉塞の原因を慎重な手術

操作により克服できればLADに関しては成績の改善

は期待できると思われる．しかし，RCAに吻合した

SVGでは早期には良好に開存していたグラフトが予

期せず閉塞しており，早期に内膜肥厚をきたし易い小

児の静脈グラフトの限界と思われた．また，遠隔期に

おいて新たな閉塞が起こりにくいのは，小児には動脈

硬化の危険因子が少ないことが要因と考えられる．禁

煙や肥満の防止などの指導を行っているが，加齢とと

もに進む動脈硬化をどこまで予防できるかが今後の長

期開存のポイントとなるであろう．

　一方，39本の動脈グラフトの成績は遠隔期でも

ITA：93％，　GEA：100％の開存を示したが，　ITAに

比べてGEAにより多くのやせ現象を認めた．　ITAを

使用したLADやRCA近位とGEAを使用したRCA
遠位やLCxの灌流域の広さの差が一因と思われる．ま

た，GEAとITAの血流が競合した際にITAの血流が

優った1例を経験しており，心筋に対する血液供給能

ではITAが優れている可能性がある．動脈グラフトに

おけるやせ現象は，術直後にはグラフトの流量不足が，

1年以上経過した例では被バイパス冠状動脈の病変の

寛解や発達した側副血行が関連していると思われる

が，閉塞を危惧したグラフトでも被バイパス冠状動脈

の病変が進行することでやせ現象が解消した例もあ

り，やせ現象を起こしたグラフトでも吻合に問題がな

ければ必要に応じてグラフトとして機能できる潜在力

があると考えている．成人においても長期開存を示す

動脈グラフトは観察期間が長くなり小児が成人に達す

るとさらにその有効性を発揮することが期待される．

　　　　　　　　　　結　　論

　1．重症冠状動脈病変を示す川崎病患児39例に対し

てCABGを施行し，手術死0例，遠隔死3例の成績で

あった．

　2．SVGの開存率は術後1～3年で46％まで低下し

たが，以降はグラフトの劣化はなく，最長18年口の

CAGでも良好に開存していた1例を経験した．

　3．動脈グラフトは術1～3年でもITAが93％，
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GEAが100％と優れた開存率を示し，その後も閉塞す

ることなく患児の成長に応じて発達している所見が得

られた．

　4．複数の動脈グラフト使用の際には，LADに確実

に血流を供給できる動脈を選択することが重要であ

る．

　本稿を終えるにあたり御指導，御校閲を賜りました東京

女子医科大学付属第二病院心臓血管外科須磨幸蔵教授，な

らびに関東逓信病院心臓血管外科竹内靖夫部長に深謝致し

ます．
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　　　Between　1976　and　1993，39　patients　with　Kawasaki　disease　underwent　coronary　artery　bypass

grafting　with　no　surgical　mortality．　In　the　first　nine　cases，　autologous　saphenous　veins（SVG）

were　used　as　conduits　for　revascularization．　In　1984，　the　internal　thoracic　artery（ITA）was　first

used　as　a　graft　for　the　left　anterior　descending　artery（LAD），　and　in　l988，　the　right　gastroepiploic

artery（GEA）was　used　for　the　distal　portion　of　the　right　coronary　artry（RCA），　for　which　the　ITA

was　not　suitable．　Since　then，　arterial　conduits　were　used　when　possible．

　　　Comparisons　of　patency　rates　were　made　for　the　following　three　conduits；SVG（n＝27），　ITA

（n－30）and　GEA（n＝9）．　One　month　after　surgery，　a11　arterial　conduits　were　patent，　and　their

patency　rate　remained　high（93～100％）after　one　and　three　years　had　passed．　Contrarily，　the

patency　rate　of　the　SVG　was　89％at　one　month　postoperatively．　It　had　decreased　to　46％after

one　and　three　years　postoperatively．　The　patency　rate　of　the　SVG　was　significantly　lower　for　the

grafts　to　the　RCA　and　the　left　circumflex　artery（LCx）in　the　comparison　with　those　to　the　LAD．

As　the　patency　rate　of　the　arterial　conduits　was　high，　our　strategy　for　coronary　revascularization

ill　children　with　Kawasaki　disease　is　to　use　the　left　ITA　as　the　graft　of　choice　for　the　LAD，　the

right　ITA　for　the　proximal　RCA，　and　the　GEA　for　the　LCx　and　the　distal　RCA　if　feasible．
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