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　　1．バルーン肺動脈弁形成術後に弁下狭窄が改善し

た1例

　　　　　　埼ピ県∪二小児1矢i療センター循環器科
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U）変化は議論が残るところである．今回！k　k・はバルー

ン肺動脈弁月二多成術後に弁卜’狭窄が改善した症例を経験

Lたので報告する．

　症f列：：1正f列1（撒1歳5カ月，女り己．在IJ台33週6日，

1、908g，　lllllll治第2J’・ヒして出生した．生直後から心雑

ビテを‖恵上「くし，　1カJjでー’1］‡斗’乏、i参．　‖旬1祁レントゲンで嘩f

度心拡大，心電図で右室1肥人を認めた．心エコーで肺

動脈弁の肥1巨，元，　ドーノ、形成および弁ドの筋性ll凹享を認、

めたので，肺動脈弁狭’窄および弁卜’狭窄と診1＊J’iした．

右室川l！助脈U）推定’圧1較差は85mmllgであ一）た．6ヵ月

時の心．ザーコーで’は，　ド・ソソラーで’1カ1川、猴にわずかで’

あった弁ドからの乱流が明瞭となり，弁ド狭窄の進行

が疑われた．右室流出路最人／羊．5mm，最小径．2mmで

あった．

　　7ヵ月時にバルーン肺動脈弁形1∫瓦術を施行した．ア

ンジオヒ川∫動脈弁Eilfibi径．が8．8mmであ一）たので，　I　l　op－

kinton　PDC［∬［管拡張カテーテル「1臼Omlnを2本用い

た．右室圧はII61mnllgから110mTnHg，肺動脈圧は25

mmllgカ・ら30111mllg，　イll室朋∫重川脈ll三，F交ノ1’：は91mmllg

ヵ・ら81mmllg・＼（ノ）ノ変イヒに冒ヂ圭った．ノ・ごルーン街24日（ノ）

心エコーでは肺動脈弁の開放は改善し肺動脈［kJ

Vnlax　3．4［n．／sに低ドしたが，弁ド狭’窄はバルーン施

行前と比較し変化していなかった．

　　ll：J’tz5ノノJj‖与，　ノミノレーンR2il｛〕・カ’1｛こフォ［1一フtツーノ

のカテーテルをおこなった．この時の心エコーは肺動

脈内Vmax　2．｛lnゴsで’IM∫動脈弁逆流はtrivia1だった．

川1動脈弁ドは［ffL流とならず，最小径7ml〕〕と狭窄は認め

なか’）た．カテーテル検査で’はイT”－il　，L圧3｛｝（e2）mmllg，

川∫1助llll匂ll26（m16）1nmllg，イ「1；〈川∫！助1脈jl三lli交ノClOmmllg

とIll常’化していた．アンジオ上も肺動脈弁卜’の狭窄は

認めなかった．

　　号案：肺動脈弁］X窄に／川え，弁ドに筋↑’Ul巴厚がある

場合，乳児期早期に弁狭窄の解除をおこなうと二欠的

に弁ド狭’窄もll学減するVi∫能↑’ヒがあるヒ思われた．弁ド

　　　　　　　　　図1　心エコー所見（バルーン．弁形成術前後での変化）

左図：バルーン弁形成術前（6カ月），右図：バルーン弁形成術後（1歳5カ月時）

別刷請求先：（〒060）札幌’｜1∫中．央区南1・条西16．J’目

　　　　　　　　札幌医科大学医学．部小児科：｝r・教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富田　英
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狭窄が改善した機序として，弁狭窄の解除に伴い右室

流出路の圧力が減少し，筋性肥厚が軽減したことが考

えられた．

　2．経皮的肺動脈弁形成術の中期的予後一5年以上

経過観察例について一

　　　　益田赤十字病院小児科，島根医科大学小児

　　　　科＊，小倉記念病院小児科＊＊

　　　　　　揖野　恭久，羽根田紀幸＊，三浦　　勤＊

　　　　　　竹谷　　健＊，岸田　憲二＊＊

　目的：肺動脈弁狭窄に経皮的バルーン形成術

（PTPV）が施行されるようになって約15年になるが，

中期・長期予後に関しての報告はいまだ少ない．PTPV

の中期予後を見る目的で，PTPV後5年以上の経過観

察がおこなわれた症例を検討した．

　対象・方法：島根医科大学小児科と小倉記念病院小

児科で施行されたPTpV例のうち，右室肺動脈収縮期

圧較差（AP）が，5年以上原則として年1回，連続波

ドプラ（CW）にて追跡されている症例を対象とし，

CWaPの推移を検討した．症例は19例（（男12，女7）．

PTPV施行時の年齢は1歳2カ月～12歳1カ月（平均

5歳5カ月）で，観察期間は5年～9年5カ月（’ド均

7年5カ月）であった．使用したバルーンカテーテル

はメディテックまたはマンスフィールド製で，バルー

ン径は肺動脈弁輪径0）ll5～133％であった．全例シン

グルバルーン法（最大4気圧）で行い，PTPV施行直

前のAPは121～28（平均66）mmllgであり，直後のAP

は53～7（’1’1均26）mmHgに改善した．

　結果：19例全てでPTPV後5年までのCW∠Pは

40mmllgであったが，1例で8年後にCW4Pが45
mmHgに，他の1例で9年後に50mml！gに上昇し，計

2例（11％）にPTPV後5年以降にCW4Pの40
mmHg以ヒへの悪化をみた．図はこの2例のCW∠P
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再PTPV例のCWにての圧較差の推移

日小循誌　13（5），1997

の推移を示したものである．｜〕1渚は初［，ilのPTPV後1

年のカテーテル検査でAPが30mmHgであったため

2［，il目のPTPVを施行した．この時点を経過観察の開

始とした．2例ともPTPV後6～7年よりCW4Pの
ヒ昇傾向が見られた．断層心エコー図で漏斗部に狭窄

はなく，弁のドーミングの増強を認めたため，この2

例に追加のPTpVを行い，　dPの減少と弁のドーミン

グの改善をみた．

　結論：PTPV後5年以上経過観察しえた肺動脈弁狭

窄の19例で，連続波ドプラを用いて右室肺動脈収縮期

圧較差の推移を検討した．8年後に圧較差が45mmHg

になった1例と9年後に50mmHgになった1例の計

2例（11％）に圧較差40mlnHg以ヒの再ヒ昇をみたた

め，追加のPTPVを行った．　PTPV後，経過良好な場

合でも長期の経過観察が必要である．

　3．右室流出路形成術後狭窄に対するバルーン拡大

術

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　於保　信一，飯山　智江，斉藤　一郎

　　　　　　百々秀心，石澤瞭
　目的：術後の右室流出路狭窄に対するバルーン拡大

術（BD）の有効性を検討すること．

　対象：当院にて右室流出路形成（RVOTR）を伴う心

内修復術（心外導管を除く）を受けた患者のうち，右

室流出路狭窄に対してBDを行った9例（91　6例，女

3例）である．痴疾患の内訳は，ファロー四徴症7例，

フアロー四徴症・肺動脈弁欠打｛1例，肺動脈閉鎖・心

室中隔欠損1例である．RVOTRの術式は，弁付き
ノVッチ6｛列（｝｝藪RVOII’R　l　i＆’iJ），　ii［lfi路ノvップ’3f列（ブト

切開1例，弁形成1例）であった．

　結果：8例に対し9回のBDを行った．　BD時の年

齢は2歳11カ月～12歳2カ月（’1’：均6歳llカlJ）で，

術後5カ月～10年5カ月（平均2年9カN）であった．

右室肺動脈圧較差（dP）・右室左室収縮期圧比（RV／

LV）は，　BDの前後でそれぞれ33±26mmHgから28±

13mmHg，　O．55±0．17から0．46±O．09で有意な低下は

得られなかった．APの50％以上の減少あるいはRV／

LVの0．5以下への低下をBDの成功とすると，　BD直

後に成功と見なされたのはlo回中3回（3（）％）であっ

た．BD後7カ月から2年6カ月（平均1年4カ月）で

心カテを行った5例中，1例でdPの低下をみたが，

BD直後には成功とされた3例中2例でAPの増加を

認めた．そのうち1例に再バルーン拡大術を行ったが

無効であった．もう1例は手術待機中である．
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　結論：術後の右室流出路狭窄に対するBDは成功率

が低く，遠隔期での再狭窄も起こりうる．しかし少数

ではあるが狭窄が軽減される例もあり，試みてもよい

方法と思われる．

　4．乳児期ファロー四徴に対する治療戦略一バルー

ン肺動脈弁形成術の意義について

　　　　神奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　康井　制洋，岩堀　　晃

　　　　　　　　　　　　山田　進一，林　　憲一

　目的：乳児期に入院治療を必要とするファロー四徴

に対するバルーン肺動脈弁形成術の意義を検討する．

　対象と方法：1995年4月から96年12月までに高度の

チアノーゼ，低酸素発作などを主訴に入院精査を行っ

た1歳未満のファロー四徴（以下，TOF）を対象とし

て治療状況を検討し，これらのうちで特にバルーン肺

動脈弁形成術を試みた例と非試行例の臨床所見と予後

をretrospectiveに検討した．

　結果：（1）同期間中に入院したTOFは18例であっ

た．これらに対して合計38回の血管造影・心臓カテー

テルを施行した．右室流出路は肺動脈閉鎖（以下，PA）

8例（筋性閉鎖7，膜様閉鎖1），肺動脈狭窄（以下，

PS）10例であった．カテーテル治療は8例に10回試み

た（弁形成6，血管形成4）．（2）膜様PA　1例ではカ

テーテルによる肺動脈弁の穿通が出来ず流出路形成は

失敗，結局PA　8例ではSHUNT術7例，　MAPCA集

合化1例となった．（3）PSでは10例中5例に弁形成

は施行し，非施行例5例では待機的根治術2例，

SHUNT術3例の方針となった．バルーン弁形成を施

行した5例（初回治療4，SHUNT術後1例）では全

例チアノーゼの改善がみられ，遠隔期に待機的根治術

施行が1例で，他の4例では1例で遠隔バルーン肺動

脈形成を施行し，現在外来経過観察中（両評価待機中）

である．（4）バルーン弁形成施行5例の心カテ時の日

齢は15～204，PA　index（Nakata）50～177（平均141），

P弁輪径（Zvalue）は一4．2～－2．0（平均一3．3）で

あった．使用したバルーン肺動脈弁輪径比は
1．34～1．58（平均1．42）であった．合併症はみられず，

肺動脈弁逆流はなし，あるいはtrivialであった．非施

行例では心カテ時日齢は31～360，PA　index
137～220（平均181），P弁輪径一3．7～－2．1（平均一

2．3）であった．

　考察：治療を要する乳児期TOFに対するバルーン

肺動脈弁形式術は有効な治療法であり試みても長い治

療法と思われた．弁輪径の大きな例，肺動脈の発達が

671　（53）

良好な例では根治術施行も可能であり，またバルーン

治療では術後の肺高血圧や肺動脈弁逆流の出現などが

危惧されるため，適応は慎重に検討する必要があると

思われるが，PA　index　180未満かつP弁輪（Zvalue）－

2．5未満では肺高血圧や高肺血流を生ずる可能性は低

く安全に施行できる可能性が高いと推定された．

　5．日齢1に経皮的バルーン形成術を行い，良好な

経過を得た重症肺動脈弁狭窄の1例

　　　　島根医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　羽根田紀幸，竹谷健

　　　　　　　　　　　　根本佳代子，増江　道哉

　症例は日齢1，男児．在胎38週5日，出生体重2，868

g，Apgar　score　9点／1分にて出生．日齢1に心雑音

を聴取し，蹄泣時にチアノーゼを認めるため，当科へ

紹介，入院となった．入院時，胸骨左縁第3～4肋間

に3／6度の汎収縮期雑音を聴取し，四肢末端，口唇にチ

アノーゼを認め，パルスオキシメーターによる酸素飽

和度80％であった．心エコー図上，肺動脈弁この高度

狭窄（弁輪径8mm，弁口径lmm），右室壁の肥厚（6～7

mm）と内腔の狭小化，右室駆出率の低下，三尖弁逆流，

卵円孔開存，動脈管開存を認め，連続波ドプラーでの

右室肺動脈圧較差は90mmHg以上と推定された．直ち

にリボPGE1持続点滴を開始し，入院5時間後に経皮

的バルーン肺動脈弁形成術（PTPV）を施行した．

PTPVにより肺動脈弁前後の圧較差が90mmHgから

10mmHgへ著明に減少し，三尖弁逆流と右室駆出率の

改善をみた．PTPV翌日に動脈管の閉鎖を確認した．

右室流出路壁の肥厚と卵円孔での右左短絡によるチア

ノーゼのためβプロッカーの内服投与を要したが，

PGEIなしでも全身状態は良好で，動脈血酸素飽和度

の正常化を確認した日齢21に退院した．生後2カ月の

時点で，体重増加は良好，右室肺動脈圧較差は15

mmHg，右室腔の拡大も良好のためβ一プロッカーを中

止とした．生後6カ月時の心カテでは，右室収縮期圧

正常，右室肺動脈圧較差OmmHg，右室造影での三尖弁

逆流と肺動脈弁のドーミングは全く認めず，右室，左

室の容量及び駆出率は全く正常であった．肺動脈造影

での肺動脈弁逆流も軽度であった．

　PTPVは大腿静脈穿刺法にて行った．ガイドワイ

ヤーは右室一肺動脈　動脈管一大動脈，大腿動脈と進

めて固定したが，バルーンカテの先端は動脈管にかか

らないように注意した．バルーンは最初，径4mmの

PTCA用を用い，次ぎに径10mmのポプキントンを使

用した．動脈管により血行動態の安定が保て，ガイド
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ワイヤーを動脈管に通すことにより固定が強固とな

り，比較的容易に確実なPTPVが施行できた．

　6．純型肺動脈閉鎖症に対するカテーテルインター

ベンションー肺動脈弁穿通の工夫

　　　　長野県立こども病院循環器科　汲［H　喜宏

　背景：純型肺動脈閉鎖症（PPA）では，新生児早期

から外科的にBrock手術BT　shunt術，あるいは両者

の組み合わせが第1選択であったが，より侵矢が少な

く，より安全な成功率の高い方法を第1選択とする観

点から，最近当院ではカテーテル法による弁穿通を試

みている．1993年6月の開院から1996年9月までの間

に4例のPPAを経験し，うち3例に対しカテーテル

インターベンションを試みた．

　適応：（1）膜性肺動脈閉鎖，（2）右室の構造がtri－

partiteである，（3）major　simls（）idal　communication

が無い，の条件を満たしたものを対象とした．

　PPAの肺動脈穿通の方法：ガイドワイヤー法と高

周波アブレーション法の組み合わせ，あるいはガイド

ワイヤー法単独で弁穿通を試みた．

　実例：症例1では，ガイドカテとして4Fr　Judkins

右2．5Cmを用い，同時に逆行性にPDA経由で4Fr

multipurpose（MI））カテを肺動脈弁11部に置き，それ

を目標とした．初め両端の通宙rfllを研磨したdefelect－

ing　GWを用いて10W×20秒から30W×30秒までを15

表　症例の概要

症例1 症例2 症例3

U齢（カア時） 4 8 23

体i貢（K9） 3」） 2．8 3．o

三尖弁輪径（mm） 7．1 6．3 4．8

肺動脈弁輪径（mm） 5．4 5．3 5．6

Z－value 一 2．6 一 2．6 一 3．9

RVEI）V（％V） 75 30 26

カイドカテ 4FJR2．5Cln 4FJR2．Ocm 4FMP

使用ガイドワイヤー
マリン
クロット

マリン
クロット

マリン
クロット

弁尖通法 RF†GW RF＋GW GW
使用バルーン（mm） 5，6．8 6

RVp（前）（mmH9） 120 100 66

（後）（mmHg） 49 58

LVP（前）（mmllg） 60 68 52

（後）（mmHg） 62 75 一

PGEI中1ヒまでの日数 5 1 手術まで
（7目間）

Brock／m　BT　shUIlt 一
／一

一
／一 十／・一

PO2入院時（mmHg） 16
　　　35

（PGE1使用）
24

カテ後（mmHg） 46 43

ll本小児循環器学会柑↓i第13巻　第5号

［i　Tl通電を繰り返し，その後0．Ol8マリンクロ・ソトG、V

の硬端で弁穿通を30分間試みた結果，弁穿通に成功し

た．動脈側より10mm　goose　neck　snare　GWで，穿

通したGWを捕捉して固定した後に5，6，8mn〕のバ

ルーンカテで段階的に拡大した．症例2では，ガイド

カテとして4Fr　Judking．右2cmを用い，肺動脈弁側に

は4Fr　MPカテを置き目標とした．両端を研磨した

defelecting　GWに20W×30秒で通電したが穿通せず，

次に，0．018マリンクロットGWの軟端で弁穿通を試

みた後，再度その軟端で25W×11秒，25W×7秒通LL3し

マリンクロットGWの硬端で弁を押したところ，弁穿

通に成功した．その後症例1と同様に6mmバルーンカ

テでバルーン治療を行った．表に示す様に，バルーン

治療後はいずれも右室圧の低ドが得られ，症例1はそ

の後外科的治療を要しなかった．

　考案：高周波アブレーション法，あるいはガイドワ

イヤー法単独で肺動脈弁を通過しない場合であって

も，それらの方法を適切に組み合わせることにより，

肺動脈弁穿通に成功する例もある．

　結語：3例のPPAに対して高周波アブレーション

法とガイドワイヤー法の組み合わせ，及びガイドワイ

ヤー法単独で新生児期に肺動脈弁穿孔を試み，2例で

弁穿通に成功し，バルーンによる肺動脈弁形成術を

行った．

　　7．PA　with　IVSに対する治療戦術

一 Biventricular　repiarへの可能性一

　　　　神奈川県、ンニこども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　岩堀　　晃，山田　進’

　　　　　　　　　　　　康井　制洋，林　　憲一’

　PA　with　IvS（PA）に対する治療は，可能なかぎり

Biventricular　Repair（BR）をめざす方向へと向いつ

つある．どのような治療方針をたてるべきか，われわ

れに多くの示1唆を一与えた症例を中心に，その可能性に

ついて言及する．

　症例は，日齢0でチアノーゼ，頻呼吸のために当院

に搬送された．診断はPA，　PFO，　PDA，肺動脈升輪

径ならびに三尖弁弁輪径は心エコーヒz＝－1．7，－

3．5だった．U齢28にカテーテルアブレーションと硬い

ガイドワイヤーを併用した経皮的肺動脈弁穿孔術兼肺

動脈バルーン拡大術を試みるも，ガイドワイヤーは通

過したものの，治療用バルーンカテーテルを通過する

ことができずに断念した．右室は低形成ながら，tripar－

titeであり，　RVEDV＝40％Normal，　RVEF＝28．2％

であった．U齢35にClosed　Brock†PI）A　ligationを
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PA　with　IvSの概要

カテ時
日齢

右室ノr
室圧比

右室拡張
末期容積

SC，
追跡
期間

現在の
状態

Case　l 35川 1．17
25．8％

N（，rmal
十 1．6Y TCPC

待機

Case　2 28目 1．29
40．o％

Norlnal 一 1．7Y BR術後

Casc　3 411 1．95
44．3％

Norma1 一 3．8Y BR術後

Case　4 70日 1．16
17．2％

NOI・ma1
十 4．2Y

姑息術
待機

CaSe　5 6日 1．48
54．6％

Norma1 一 6．IY BR術後

Case　6 39口 L64
25．8％

NOrmal
十 6．6Y TCPC

術後

Case　7 4日 1．67
8．7％

NOrmal
十 7．5Y TCPC

術後

Case　8 238日 0．96
25．5％

NOrma1 一 7．7Y TCPC
待機

Mean（Case　8
　　を除⇔

27日 1．48
30．9％

Norma1 4．9Y

PS　with
IvS（n－．6）

’ド均

60日 120
69．O％

Nonlla1 一 2．3Y BR術後

施行するも低酸素1血症が進行し，翌日Rt．　modified

BT　shtlnt術を追加した．その後外来にて経過観察と

なったが，MRIにて右肺動脈のBT　shUnt近位部の狭

窄を診断したため，11カ月時に肺動脈弁ならびに右肺

動脈に対する経皮的バルーン形成術を施行した．その

結果，右室肺動脈1－t三差は39・7mmHgと改善したが，右

肺動脈の狭窄部前後の月三差は12mmllgと残存した．さ

らにLVEI）Vも221。8％と拡大していたため，1歳4

ヵ月時に再度右肺動脈狭窄に対し高耐圧バルーンを用

いた肺動脈形成術とRt．　BT　shuntに対しコイル塞栓

術を同時に施行して良好な結果を得た．

　ヒ記の症例の他に1989年9月以降7症例のPAを経

験した（図）．全症例が右室低形成でRVEDV〈55％

Normalであるが，症例8はすでに他院で日齢5で

BAS，2カ月にLt．　niodified　BT　shuntを施行した後，

転院してきた症例で，当院における初回データである．

このうちL記の例を含め3例が，新生児期に右室流出

路を作成して右室の成長を促した結果，BR術後とし

てフォローアップ中である．残る4例は，全て

RVEDV＜30％Normalで，初回右室造影時に判別で
きるSinusouidal　c（）111111ulliCati（m（S．C．）を認めたた

め，Univentricular　repairをめざす方針をとった．2

例がTCPC術後，2例がTCPC術待機中である．図の

下段に示したPS　with　IVSに関しては，全例BRの方
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針をとり，　5例が成」力している．

　末だ，S℃、の評価などに関しては議論の余地はある

が，tripartiteの右室をイ∫するPAに対する治療戦略と

して，新生児ならびに乳児期早期に右室流出路を確保

することにより，BRへ到達するii∫能性を高める．この

治療戦術におけるInterventional　Cardiologyの役割

は非常に大きなウエイトを占めている．しかし，肺動

脈弁穿孔に対する技術的な工夫や器具の改善はなお一

層必要である．

　8．Pulmonary　valvotomyとPTPVの組み合わ

せにより右室の発育をみた純型肺動脈閉鎖症の1例

　　　　倉敷中央病院心臓病センター小児科，＊同　小

　　　　児科

　　　　　　丸子　俊成，馬場　　清，大西　博之

　　　　　　脇　　研自，田中　陸男＊

　今回，我々は右室低形成を伴った純型肺動脈閉鎖症

の症｛列に1’ulmonary　valvotomyとPTI）Vを行い，右

室の発育の過程を観察した症例を経験したので報告す

る．

　症例は1995年9月24日生まれ．出生直後よりチア

ノーゼ持続するため当院紹介人院．心エコー図で純型

肺動脈閉鎖症と診断．lipo　PGEI開始．生後8日，心臓

カテーテル検査施行．右室収縮期圧は115mmllgで右

室／体血圧比は2．05と左室収縮期圧を大きく上回って

おり，右室拡張末期容li｛は17．5％of　Normalと極めて

低形成で，右室造影で左右冠動脈は末梢まで造影され

た．また，バルーンによる二尖閉鎖試験では，閉鎖直

後に，徐脈，房室ブロック出現し，冠1血流はRX’　depen－

dentと考えられた．生後29日，　Pulmollary　val、・otomy

および左B－Tshunt（径4mm　PTFE）施行．生後7カ

月の心臓カテーテル検査では右室は35．4％　of　Nor－

ma1と発育が認められた．右室収縮期圧は113mmHg

で右室／体血圧比は1．40と高値であった．右冠動脈用

Judkinsカテーテルを使用し0．Ol4”のハイトルクフ

ロッピーガイドワイヤーを肺動脈に挿人．PTCA用の

径2mm，径3mmのバルーン（径4mm　O）バルーンは通

過せず）によりPTPV施行．　PTPV施行後，右室収縮

期圧は84mmHgで右室／体血圧比は0．93まで低ド．ま

た，右室から肺動脈への順行性血流の増加，右室から

冠動脈への血流の減少を認めた．生後10カ月の心臓カ

テーテル検査では右室は68．3％of　Normalと更に発

育が認められた．右室圧は106mmHg，右室／体血圧比

1．38と再びll昇していた．径3mm，径4mmのバルーン

（径6mmのバルーンは通過せず）によりPTPV施行，
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右室圧は84mmllg，左室／体血圧比1．01と低ドした．

　従来，右室拡張末期容量が30％of　Norma｜未満の，

右室低形成が高度な純型肺動脈閉鎖症に対しては，

F（mtan型の根治手術が選択されてきた．右室が極め

て低形成な純型肺動脈閉鎖症の中にも，今回の我々の

症例のように新生児期にPulmonary　valv（）tomyを行

い，その後の経過によってPTPVを組み合わせること

により右室の発育を促すことができ，biventricular

repairが可能になる症例が存在する可能性が示唆さ

れた．

　9．純型肺動脈閉鎖（PPA）および狭窄（PPS）に

対する経皮的バルーン拡大術（BD）後遠隔期成績の検

討

　　　　東京女子医科大学循環器小児科

　　　　　　朴　　仁三，中西　敏雄，辻　　　徹

　　　　　　森　　善樹，中沢　　誠，門間　和夫

　目的：PPA，　PPSに対するBDの遠隔期における効

果を検討．

　対象：1990年11月～1995年3月の間に当科にてBD

を施行し，遠隔期の評価を行ったPPA　l例，　PPS　3

例．初回BD施行時日齢は11～35（平均20日），体重

2．8～4．2（平均3．4kg）．遠隔期カテーテル施行時月齢

は9～14（平均11カ月）であった．初回BD時の最大

バルーン径／肺動脈弁輪径は1．3～1．5．PPAに対して

はガイドワイヤーで肺動脈弁穿刺後にBDを行った．

初回BD時に動脈管が閉鎖していた1例はBD後に短

絡手術を施行．

　結果：初回BI）前の右室拡張末期容積（RVEDV）は

55～99（平均67％prediated　normal），三尖弁輪径の

Zsoore（TVZ）は一Ll～－2．8（平均一1．9）．初回BD

は全例有効で，右室収縮期圧（RVp）は90～135（平均

110mmHg）が42～65（’｝z均561nmHg）へ，右室左室収

縮期圧比（RVp／LVp）は1．5～1．98（平均1．77）が

0．68～0．97（’ド均O．78）へと低下した．遠隔期の評価

では大動脈の酸素飽和度が87～95（平均91％），

RVp37～80（591nmHg），　RVp／LVpO．37～1．07（O．68）

で動脈管は全例閉鎖していた．RVpが80（RVp／

LVp＝1．07，0．89）の2例（PPA　l例）に対して再度

BD（reBD）を施行．これら2例の遠隔期のRVEDV

は各々37，66％とreBDを施行しなかった2例
（RVEDV　167，117％）に比べて小さかった．　reBDを

行った症例は元々のRVEDVが55，57％（reBD（一）：

57，99％），TVZが一2．8，－2．2（reBD（一）：－1．4，－

1．1），肺動脈弁輪径4．2，4．61nm（reBD（一）：5．2，5．6

日本小児循環器”1ご：会雑誌　第13巻　第5L］

mm）といずれもreBDを行わなかった2例より小さ

かった．

　結論：①PPA，　PpSに対するBDは中期遠隔期に

おいても有効で，患児はいずれも良好な動脈血酸素飽

和度を保っていた．②元々の右室低形成の程度は遠隔

期における残遺肺動脈狭窄や右室発育を規定する因子

である可能性が示唆された．

　10．心室中隔欠損一自然閉鎖促進術一

　　　　徳島大学小児科

　　　　　　　　　　　　松岡　　優，早淵　康信

　　　　　　　　　　　　新居　正基，黒田　泰弘

　目的：心室中隔欠損症（VSD）の欠損孔が漏斗部で

ある場合や欠損孔が大きい場合は自然閉鎖することは

まれである．また，中程度の欠損孔は欠損孔が狭小化

するが，心内膜炎の心配をしなければならない．そこ

で，自然閉鎖を促進したり，欠損孔を狭小化するため

のインターベンションを考案した．

　適応対象と禁忌：適応対象は欠損孔が中程度以ヒの

乳幼児期のVSDであり，アイゼンメンジャー化した

VSDやチアノーゼ性心痴疾患に伴うVSDは禁忌で
ある．

　インターベンションの時期：身体発育がよく，自然

閉鎖が期待できる乳幼児期にインターベンションを施

行する．

　インターベンションの方法

　1）VSI）閉鎖術：

　（Dコイル塞栓術および，（2）ラシュキント法があ

る．

　2）VSD自然閉鎖促進術：

　（1）導入カテーテル（マルチバーパスカテーテルな

ど）右室から，左室に通し，先につけたバルーンで左

室側に固定する．（2）先端のバルーンド10mmから20

mmの側孔から，注入用ロング注射針を挿人し，右室

側から，心室中隔に穿刺する．（3）注入液は成分化し

た自己血（赤血球除去，血清除去，主に白血球，血小

板，フィブリン，接着因子，造影剤で作製）を，心室

中隔に多方向から注入（0．5から0。1ml）する．（4）3

から6カ月後にVSDの大きさを再評価し，不十分で

あれば，左室側から，同様な手法を行う．

　結果の予測と考案：1）vSDを通過するために，カ

テーテル先端にコントローラーを要する．2）注入療法

は欠損孔の端に注入することが至難であり，注人液で

瘤ができても，直後に，しかも完全には欠損孔を閉鎖

できない．3）一時的に房室ブロックや脚ブロックなど
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の伝導障害が生じる可能性がある．4）房室弁や半月弁

を損傷する可能性がある．5）コイル塞栓術はコイルの

もどりの強さや残ったコイルによる狭窄や塞栓の合併

症を考えなくてはいけない．

　これらのマイナス面が予測されるがVSDの自然閉

鎖促進という魅力あるインターベンションを研究会全

体で考えていきたい．

　追加

　コイル閉鎖を試みた心外導管術後残存心室中隔欠損

の1例

　　　　島根医科大学小児科

　　　　　　羽根田紀幸，三浦　　勤，竹谷　　健

　症例は17歳女性．原疾患は大血管転位・心室中隔欠

損・肺動脈閉鎖で，2歳10カ月時心内心外導管による

心内修復術を受け，13歳時，心外導管置換術，左肺動

脈狭窄部（動脈管が入っていたところ）拡張術・残存

心室中隔欠損（パッチリーク）直接閉鎖術を受けたが，

左肺動脈狭窄（圧較差8mmHg）と心室中隔欠損（左右

短絡率25％）が残存した．肺血流シンチで左右肺血流

比1：4と左右肺血流の平均衡を認めたため，左肺動

脈狭窄部をバルン及びステントで拡張することを試み

たが，バルンはウエストが消失せず，ステントは心外

導管が大動脈の右側で角度が急なため導管より先に進

まず不成功に終わった．心室中隔欠損の左右短絡量は

多くはないが，左右肺血流’F均衡から右肺の血流は左

右均衡な場合の150％以ヒと計算されたので，心室中隔

欠損のコイル閉鎖を試みた．左右の大腿動脈を確保し，

デリバリーカテは5Fジャドキンスレフトを用い，左室

より心室中隔欠損を通過させた．コイルはジャクソン

5mln　5巻を2個使用した．1個は右室側で2巻させた

あと欠損孔を通し左室側で2巻させ，1個は心室中隔

欠損が右室に吹出す前のポケット状になっているとこ

ろに5巻させて留置した．コイルが確実に固定されて

いることを確認するため，それぞれ10分様子観察の後

リリースした．リリース前と15分後に右室と左室の確

認造影を行なった．15分後の左室造影で残存短絡をま

だ認めたがあきらかに減少していた．2週間後外来受

診時，胸部レントゲンピコイルの移動は認めず，心エ

コー図上短絡はさらに減少していた．

　11．ロ径の広い動脈管開存に対するカテーテル閉鎖

は可能か？：Two　Chambered　Balloon　Occluder

Systemの開発コンセプト

　　　　国立循環器病センター小児科，京都大学生体

　　　　医療工学研究センター＊
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　　　　　　越後　茂之，矢崎　　諭，小野　安生

　　　　　　神谷　哲郎，尾形　　栄＊，岩田　博夫＊

　動脈管開存（PDA）に対するカテーテル治療は，ポ

ストマン法き始まり，ラシュキント法，コイル塞栓法，

レーデル法などが臨床使用され一定の評価を得てきて

いる．しかし，各方法には，経動脈的方法に伴う手技

の繁雑さや合併症としての大腿動脈狭窄の潜在的危険

性，残存短絡や左肺動脈狭窄の発生，閉鎖栓やコイル

の脱落などの課題を抱えており，さらに共通の問題点

として大口径の動脈管開存には使用できないことがあ

げられる．

　今回，これらの問題点を克服する新しい動脈管閉鎖

システムを考案した．このシステムの基本設計方針は，

1）経静脈的閉鎖法，2）全症例で閉鎖術直後に完全閉

鎖を獲得，3）閉鎖栓脱落の回避，4）最小径が10mm以

上のPDAにも使用可能，とした．このため，閉鎖栓は

内部に隔壁を持つTwo　Chanbered　Ba1100nで，伸展

性のないポリマー製である．カテーテルはダブルルー

メンで，2つのルーメンはバルーンのそれぞれのチャ

ヅバーに通じている．カテーテルのバルーンの近位側

から5mm離れた一部分はポリビニールアルコールで

できており，2本の金属線が配線されている．

　閉鎖手技は，大腿静脈から閉鎖栓を挿入し，動脈管

を通過して胸限部大動脈まで進める．ここで，円錐形

の遠位側チャンバーを希釈した造影剤で拡張し，動脈

管に引き入れる．つぎに，逆円錐形の近位側チャンバー

を拡張する．好位置で留置されていることを確認した

あと，造影剤を吸引してHEMAに置き換える．

HEMAが固まった後に，高周波にてカテーテルのポ

リビニールアルコール部分を切断し，閉鎖栓をカテー

テルから切り離して動脈管に留置する．

　プロトタイプ閉鎖栓はポリウレタン製で，最大径20

mmである．　HEMAをそれぞれのチャンバーに充填

して20分後に固まったあと，金属線に高周波を通すと

カテーテルのポリビニールアルコール部分は切断さ

れ，リリーシングシステムの機能が確認された．

　以上から，このシステムの開発コンセプトによって，

大口径の動脈管開存に対する閉鎖が将来可能になると

予想される．

　12．つづみ型コイルを用いた動脈管開存症閉塞術

一留置直後と6カ月後の造影所見の対比一

　　　　松戸市立病院小児科

　　　　　　松本　康俊，坂井　美穂，原田　　務

　はじめに：われわれは，1994年11月より動脈管開存
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＃II　　（1）1），X）　lili・j’Jiii　I、ly：月lcノ）Vノンブノメ、ハt［．！：1　イ　ノレ　　（、l　f　ノし）　　を月」

いて，1’1）Aのカ∫1一テル治療を行一）てきた．1996年7

月玉でに，14症例でコイルIYI置に成功した．中期的な

経過観察の・・環として，コイル留置後6カJjを通過し

た時点で，術後の心臓カテーテノレ検査を行っている．

これまでに，コイル留置に成功した14症例iii9症1列で

術後カテーテル検査を行い，コイル留置術1白：後U）造影

所見と対比したので報告する．

　対象：コイル留置に成功した14症例【li，術後6カ月

を経過した9症例．留置年齢は1歳4カHから8歳8

カll．重加脈管最小1〕～は1．51nmから3．4mm．動ψf〈管形態

はKrichenko分類のtype　Aが8例，　type　Cが1例で

ある．

　方法：両心カテーテル検査を施行し圧測定の後，IE
1

側2方向の大動脈と肺動脈造影，ならびに正面頭側3（1

の肺動脈造影を／∫い，コイル留置直後の大動脈ならび

に肺動脈造影所見と対比した．

　結果：1）コイル留置から6カ月後の大動脈造影で

は，残存短絡は1例も認めなかった．2）コイル留置後，

肺動脈内にコイルがやや突出していた症例では，6カ

零
孟
7

　図1　コイル留置直後と6カ月後の大動脈造影

aビド：コイル留置直後の大動脈造影．コイルは肺動

脈側にやや突出し，残存短絡が認められる．

bヒド：6カ月後の大動脈造影．残存短絡は消失し，肺

動脈側に突出していたコイルは肺動脈後ヒ壁に押しつ

けられている．

日本小児循環器’』ii’会箱　　第13柊　第5号

Jj後に川1動脈後上壁，ti）るいは後ド壁へ押しつけられて

いた（図1）．3）大動脈側へやや突出していたコイル

は，6カJ］後には人動脈膨人部1勺に押しつけられ，膨

人部が造影されなくなっていた．

　考案：留置に成功したっづみ型コイノレの大動脈側は

HL／tlli］cノ）納…」凸とJk．にlflL栓升多扇～カごジ己1戊し，智～；置1白：ト綬∪）ノミ重力

脈造影で完全閉鎖が確認されていれば，その後再開通

することはない．2）コイル留置直後に肺動脈側，大動

脈側にわずかな突i出が認められても，圧較差の出現が

認められなければ回収の必要はなく，つづみ型コイル

そのものの復元力とlfll流の影響を受けることにより時

間の経過と共に突出は軽減する．

　13．動脈管開存に対するヒストアクリルによる閉鎖

法の開発

　　　　札幌医科大学医学部／1＼児科，酪農学園大学獣

　　　　レミ学：剖≦1獣1矢タト‡斗＊

　　　　　　布施　茂登，富田　　　英，lIド　卓右

　　　　　　泉澤　康晴㌔山下　和人＊，f葉　峻三

　　　　　　小谷　忠生＊

　はじめに：動脈管開存の新しい経カテーテル的閉鎖

方法として，我々は閉鎖材料として，液体から固体に

変化するヒストアクリルを使川し，動脈管を経カテー

テル的に閉鎖する方法を考案した．

　方沙ミと糸占果：ヒヌ、トアクリル，11・bllty1－2－cyano－

acrylateに油性造影剤であるリヒオドールを混合し

X線イく透過性を加1床した．In　vit1’O実験系として内径

の直径が6mmの塩化ビニールのチ　ーゾをPDAモ
デルとし，そU）tliをヘパリンノ川全1（ltで満たし，：；7度C

の恒温槽トに，ド端をballoon　catl－iで閉塞し，ヒ端か

らendohole　cathを挿人した．ヒ端のendohole　cath

から，ヒストアクリルとリピオドールの混合物を〔L3

m1注人し，5％グルコースでfias　hしたところ，｛｝．5ml

O）塞栓物が瞬時に形成され，チューブのなかを強固に

塞栓した．ド端のバルーンは固着せず，balloon　cathは

容易に抜去できた．次に犬2頭に対して一一　liの外腸骨

動脈を動脈管とみなして，このプ∫法で塞栓術を施行し

た．挿管ドでセボフレンにて全身麻酔をかけ，ルーム

エアーにて，1呼吸管理した．左右の大腿動脈を穿刺し，

右大腿動脈からcathを進め，左外腸骨動脈を造影し

た．左大腿動脈のシースから，balloon　cathを『［　fi入し，

左外腸骨動脈0）末梢側でバルーンをintlateし，再度左

外腸眉’動脈を造影し，外腸骨動脈の完全閉鎖を確認し

た．右大腿動脈のシースから右Judking．　cathを左外腸

骨動脈に挿人し，あらかじめ混合しておいたヒストア
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クリルヒリピオドールを，左外腸骨動脈内に注人し，

ヘパリン／川5％ブドウ糖液で速やかにflag．　hした．　X

線不透過性の塞栓が瞬時に形成されたのを確認した．

balloon　cathをdeflateし，左外腸骨動脈造影を行な

い，塞栓の固定を確認した．塞栓後2時間にネンブター

ルによる深麻酔を行ない，左外腸骨動脈を取りだし，

肉眼的に堅い塞栓の固着を確認した．塞栓物の横断面

はヒストアクリルの部分とlfi／液を取り込んだ部分とで

不均’に認められた．塞栓の横断面はヒストアクリル

の部分とML液を取り込んだ部分とで不均一に認められ

た．塞栓の外側は血管内膜に固着し，塞栓物をML管か

ら剥離する際，IfiL管内皮の剥離が認められた．　HE染色

による組織，塞栓の光学顕微鏡による観察では，血管

内膜に化学的障害等の変化は認められず，塞栓物はヒ

ストアクリルの部分，IfI1球成分の部分と不均一な構造

が認められた．

　結語：ヒストアクリルを使川した動脈管の閉鎖方法

を考案した．この方法は比較的太い形状の動脈管に対

して効果的と考えられ，また，動脈管以外の心lnl管系

の塞栓術にも応川できると思われる．

　14．生体内分解・吸収性材料を用いた血管閉塞用

Bi《）degradable　Deviceの開発一合成高分子を用いた

材料研究一

　　　　京都府x‘／：医科大”了：小児疾患研究施設内科部門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜岡　建城

　　　　京都に芸繊維人学繊紀学部高分r学科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　lll根　秀樹

　　　　（株）伊垣医療設計　　　　　伊垣　敬二

　これまでのところ，il）tel’velltiOl）～デ1療として生体1Aj

に留置するdeviceには金属製材料が用いられている

が，この金属製deviceが半永久的に生体内に留置され

続けた場合，生体にどのような影響を及ぼすかは人だ

明らかではない．そこで我々はdeviceの留置を’時的

なものとすることにより，将来的な諸問題の発ノ1：をrr

防2たは軽減することが可能となるものと考え，生体

内において分解・吸収される素材として高分itに着目

しbiodegradable　de、’iceの開発に着r：した．すでに

我々は合成高分1㌃であるポリグリコール酸・ポリ乳酸

を川いたb｛odegradable　stentを作成し，その’女全性

と動物実験での効果・吸収性を報告してきた．今回は

血管閉塞川biodegradable　deviceの開発1こ向け，材料

基礎研究として合成高分子へのlrlL液付着性について検

討した．

　対象材料は，ポリグリコール酸（PGA）・ポリ乳酸

（PLLA）・ポリカプロラクトン　（PCL）・ポリブロピレ

ン（PP）・ナイロン（Ny）で，各素材のmonofilament

とfilmを37ecの恒温槽内に留置した試験管内で採血

直後の静脈lfi1に浸し表而への1il液付着様式を経時的に

走査型電子顕微鏡を川いて観察した．その結果，各素

材表面にまずfibrinが接着した後，そのfibrin　netを

介してth1球が付着．その後さらにfibrin，　lllL球が順次重

なり付着することによりIfi1塊が形成されていた．1（IL塊

形成時間に若干の差はみられたが，一連のIllL塊形成過

程・付着程度に関しては素材により有意な差はなく良

好であった．しかしながら，易被吸収性のPGA・1）LLA

では豊富なfibrin　netを介して素材表面への比較的強

固な血液付着↑’｝1がみられたのに対して，難被吸収性の

NY，　PPではfibrin　netの形成1　’M〈良で，　－1　1．形成さ

れたlf｜1塊がはがれ易い傾向がみられ，素材によりlflL液

付着様式・接着’性に明らかな差異がみられた．

　すでにこれら合成高分J’・を川いたdeviceの試作も

f」っているが，今後は史に力学1生・吸収性・組織定着

性・X線不透過1生など各方面からの材料研究を生体内

においても進展・継続し，より安全で効果的なbiode－

gradable　deviceの開発を目指すr．定である．

▲箋
霧
鰯
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　15．atelocollagenを用いた血管閉塞用コイルの開

発一（第2報）コイル作製から動物実験まで一

　　　　順天堂大学小児科，＊（株）高研

　　　　　　稀代　雅彦，井埜　利博，西本　　啓

　　　　　　秋元かつみ，大久保又一，高橋　　健

　　　　　　藪田敬次郎，伊藤　　博＊，田中　晶子＊

　目的：私どもは今まで動脈管開存症や主要側副血行

路などに対し，最近普及してきた経皮的コイル塞栓術

に用いる金属コイルの替わりとして，留置後に自己組

織化し長期く経過後の影響は無視できると考えられる

atelocollagen　coilの開発を試みてきた．既にX線不

透過性であり金属コイルと同等のスプリング強度を有

するコラーゲンコイルが作製可能であること，および

脱着システムの開発を報告した（Lancet　l996；347：

1187，日小循誌　1996；12：584）．今回はその組織学

的所見も併せて検討した．

　方法：対象は雑種成犬．方法は調整したコラーゲン

溶液を紡糸，加工して作製したコラーゲンコイルを心

筋生検用鉗子を改良して作製した脱着システムを用い

て，成犬の腎動脈内に留置．X線の不透過性，持続性

を観察した後，留置1週間後，2週間後，1カ月後，

3カ月後および6カ月後の血管を摘出．その組織学的

変化および閉塞状態を比較検討した．

　結果：コラーゲンコイルは金属コイルと同等のX

線不透過性を得られたが，X線不透過性の血液中持続

時間は2～3時間であり，まだ検討の余地を残した．

今回は留置1週間後，1カ月後の血管を摘出し，組織

学的検討を行った．その結果，留置1週間後ではコラー

ゲンコイルの自己組織化や新生内皮の発現（endoth－

elializatiOn）はまだ認めないものの，コラーゲンコイ

ルと動脈壁の間隙に血栓の形成を認め，完全閉塞が可

能であった．これは，金属コイルにみられる血栓形成

用ダクロン糸を持たないコラーゲンコイル自身の，血

小板凝集能元進作用によるものと考えられた．留置1

カ月後では，コラーゲンコイル周囲に新生内皮の出現

や線維性増殖を認め，さらに中膜外に平滑筋細胞や線

維芽細胞の増殖を認めた．また，一部にはコイル周囲

からコイル内へ自己の線維が樹枝状に侵入，置換して

いる所見を認めた．

　総括：完全閉塞を目的とするコラーゲンコイルは作

製可能であり，現行の金属コイルと代替可能であると

思われた．一方で，今後まだ検討の余地を残すコラー

ゲンコイルの改良と，長期観察による組織学的変化お

よび電顕，免疫染色などによる細胞成分の同定が必要

日本小児循環器学会雑、沁　第13巻　第5号

である．

　16．簡便で廉価な血管模型作製法一巨大な

MAPCA塞栓術術前検討モデルとして一

　　　　岩手医科大学医学部放射線科，同　小児科＊

　　　　　　廣瀬　敦男，占岡　邦浩，玉川　芳春

　　　　　　小山耕太郎＊，藤井　　裕＊，大山　和成＊

　　　　　　藤原　哲郎＊

　はじめに：経皮的塞栓術施行上，技術的困難を伴う

と考えられた巨大なMAPCA（主要大動脈肺動脈側副

血管）の塞栓術術前検討のために血管模型を作製して

手技のシミュレーションを行ない，deviceの選択や塞

栓部位の決定に有用な情報を得た．症例を供覧すると

ともに血管模型の作製法を報告する．

　方法：症例は肺動脈閉鎖，心室中隔欠損，主要大動

脈肺動脈側副血管の6歳男児，5歳時に心内修復術を

受けたがMAPCAが一本残存した．このMAPCAは
大動脈側が長径18mmの瘤状を呈し大動脈側の開口部

は径16mmと大きく，瘤状の部分から径約3，51nmでl

cm長の筒状の血管が肺動脈への連結していた．なお

瘤状の部分からは気管支動脈が分枝していた．塞栓部

位をどこにするかということと，金属コイルのmigra－

tionの可能性が術前検討で問題となった．そこで後述

の方法で血管模型を作製しf一技のシミュレーションを

行なった．塞栓物質として使用する金属コイルは後々

のMRI検査への影響を考え，ステンレススチール製

のJacksonデタッチャブルコイルではなく，プラチナ

コイルを用いることを大前提とした．

　血管造影の正面像，側面像から塞栓術を施行するlflL

管の形態を把握し，紙粘土で雄型を作製した．雄型が

半乾燥状態の時にこの表面にシリコングレー（水漏れ

充填剤）を塗り，シリコンの乾燥を待ってシリコンを

カッターナイフで切り開き，雄型から取り出して血管

模型とした．この血管模型を使川してr技のシミュ

レーションを行なった．

　結果：術前のシミュレーション通り035インチ，5

mm径，3Cm長のプラチナコイル（ターゲット社製）

が筒状の部分に留置された．上記コイルのみでは塞栓

効果が不十分であったため，さらにプラチナ製

Mechanically　Detachable　Ciol（ターゲット社製）（118

インチ，4mm径，8cm長一個と3mm径，6Cm長一／固

を035インチのコイル内に留置しMAPCAの閉塞に成

功した．なお術後のMRI検査に支障はみられなかっ
た．

　結語：今回作製した血管模型は作製法が簡単で材料
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が廉価（総材料費1，0｛｝0円程度）であり，血管内治療の

術前検討モデルとして有用であった．

　17．心内欠損口の経カテーテル縫合閉鎖手術システ

ムの開発

　　　　埼玉医科大学心臓病センター小児心臓科

　　　　　　　　　　　　小林　　順，小林　俊樹

　　　　　　　　　　　　竹田津未生，小池　一行

　目的：心房中隔欠損（ASD）の経カテーテル閉鎖法

は，すでに様々な方法が開発され，幾つかはすでに実

用化されている．しかし，それらは何れも閉鎖用具を

欠損孔に留置するもので，小～中欠損しか閉鎖できず，

長期的には用具素材の変性，漏出による発癌性の懸念

もある．そこで我々は経カテーテル法で，しかも外科

手術と同様に欠損孔を直接縫合閉鎖する用具の開発を

試みた．

　方法：経カテーテル縫合閉鎖手術システムは，心房

中隔穿刺針，縫合糸把握器，縫合糸結紮器，縫合糸切

断器からなる．大腿静脈からlong　sheathを通して心

房に挿人し，経食道心エコー（TEE）ないしは心腔内

超音波（ICUS）下にInatress　sutureを施し，　ASDを

直接縫合閉鎖するものである．はじめに，摘出したブ

タの心房中隔にASDを作成し，プラスチック水槽内

の固定器にマウントした．次にTEEモニタード，新開

発の経カテーテル縫合閉鎖手術システムでの欠損日を

閉鎖するシュミレーシゴンを行った．ついで，生後1

カJl前後の幼豚（体市20～25kg）を川い，挿管全身麻

酔ドに大腿静脈を穿刺し，long　sheathを挿人して

TEE，　ICUSないしは開胸’ドの心外膜心エコードに，バ

ルーンカテーテルによるASDの作成後，本システム

を使川して中隔穿刺縫合を試みた．

　結果，考察：シュミレーションでは，AsDの直接縫

合が”∫能であった．この時の欠損日縫合強度は，理論

ヒの心房中隔張力の10倍（卵円窩膜性部の場合）ない

し100倍（卵lI］窩辺縁部θ）場合）であった．幼豚実験で

は，さらにシステムを改良することで，中隔を穿刺し，

左房側に縫合糸を送り込むことが可能となった．経カ

テーテル的に心房中隔を縫合結紮することが可能であ

ることが示され，経カテーテル心内欠損［縫合閉鎖手

術システムの実用化の基盤ができあがった．

　18．1）as　Angel　Wings　ASD　Occluderによる経力

テーテル心房中隔欠損閉鎖術の経験

　　　　埼玉医科大学心臓病センター小児心臓科，同

　　　　心臓血管外科

　　　　　　小池　一行，小林　俊樹，小林　　順
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　　　　　　竹川津未生，許　　俊鋭＊，朝野　晴彦＊

　　　　　　常本　　實＊，尾本　良三＊

　目的：Angel　Wingg．　Occluder（AWO）による経カ

テーテル心房中隔欠損（ASD）閉鎖術の治験における

初期成績を報告する．

　方法：AWOは，超弾性合金の正方形フレームに伸

縮性化学繊維を張った二枚のディスクを中央で円形に

縫いつけた構造で，一辺が18～35mmの5種類があり，

予め挿人用カテーテルに装填されている（図上段）．ま

ず経食道心エコー（TEE）でASDの全周に4mm以上

の縁があり，径が中隔長の半分か20mmを越えないこ

とを確認．挿管麻酔下，ASDのバルーン閉鎖径（BOD）

を計測し，その1．4～1．6倍の辺長のAWoを選択．大

腿静脈から12－3Fロングシースを左房に挿入．　TEE下

に挿人用カテーテルを進め，AWOを留置しASDを

閉鎖する（図中段：留置後造影，下段：留置後経食道

心エコー）．

　対象：卵円窩型ASI）ll人，同術後残存短絡1人の

計12人（うち男5）．年齢4A～52．7歳（lli央8．2歳）．
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体tl5．5～48kg（4i央23．8kg）．心カテにおける肺体｛fll

流比1．49～3．52（中央2．18）であった．

　結果・考察：ASD径は，　TEE，ll’測で5～16mm（中

央9．Omm）．　BOI）では11～19．9mm（［li央18．Omm）に

拡大．使川したAWOは18～30mm（中央24．81nm）．

14歳女児で30mm　AXVOの右房ディスクがト分開かな

いため直ちに，また7歳女児で30mm　AWOの左房

ディスクが僧帽弁を圧迫，小さな穿孔を作ったため3

週間後に，手術でASDを閉鎖しAWOを回収した．

AWO留置に成功した10人中8人で直後に完全閉鎖を

得た．1人はカラードップラで僅かな短絡であるが，

他の1人は明らかな短絡を残した．AWOによるASD

閉鎖術は，手術に代わりうる有効な方法であるが，本

法を安全に施行するためには，TEEによる患者選択を

厳密に行うことと，術中・術後に何らかの懸念があれ

ば，直ちに手術を行える体制が必要である．

　S－1．術後肺動脈ならびに体静脈狭窄に対する

stent留置術

　　　　埼Tミ医科大学心臓病センター小児心臓科

　　　　　　　　　　　　小林　俊樹，小林　　順

　　　　　　　　　　　　竹田津未生，小池　一行

　目的：Bd’　1100n拡張lfr1管形成術（BI）A）で狭窄解除

が困難であったり再狭窄の出現した，術後の肺動脈と

体静脈にstent留置術を行った．遠隔期変化及びs．・tellt

再拡張の結果も含めてg．・tent留置術（SI）の有川性やそ

の限界に検討を加え報告する．

　症例及び方法：8症例に対し9　ln｜（肺動脈8回，体

静脈1【1　il），年齢は1～14歳（9．2±4．2歳），体1有は7～48

kg（28．6土14．3kg）であった．8回は経カテーテル的

に他の1回は開心術中に行われた．心臓カテーテル検

査にて狭窄部を確認し，スーパースッティフガイドワ

イヤーとマランツロングシースにより，バルーンカ

テーテルにマウントされたstentを血管の狭窄部まで

移送，狭窄部位のstentの位置確認の後に拡大留置が

行われた．

　結果：7Lnlは1個の2回で2個のstentが使われ
た．狭窄部血管径は5．7±2．6mmから13．8±3．（）mmま

で有意に（p〈o．ooOl）拡大した．4例はstentに軽度

のwaistを残した．2症例で約1年後に心臓カテーテ

ルが再施行され，2例ともに血管内径がSI直後より2

mm狭小化していた．内1例は残存していたステント

のwaistに対し，2本の高耐圧バルーンにより再拡張

を行いstentの完全拡大を得た．

　考察及び結語：SIにより，　BDAでは解除困難なlfi1
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管狭窄の解除が可能であった．2例で1年を経過し軽

度の狭小化を認めたが，Ifll行動態への影響はみられな

かった．初回のSI時に軽度のwaistを残す症例でも，

遠隔期に高耐圧バノレーンでの再拡張で完全拡張が可能

であった．15～20kg程度の体頂があればSIはtl∫能で

あるが，同時に左右肺動脈に対し留置を行うためには，

30kg程度以ヒが望ましいと考えられた．

　S－2．先天性心疾患術後の狭窄病変に対するstent

留置術の経験

　　　　大阪大学医学部小児科，同　第1外科，

　　　　Department　of　Cardiology，　Texas　Children’

　　　　sHospital

　　　　　　佐野　哲也，久米　庸一，黒飛　俊二

　　　　　　小垣　滋豊，三輪谷隆史，竹内　　真

　　　　　　門場　啓司，松田　　暉

　　　　　　Charle　E．　Mullills

　バルーン拡大術の効果が少ない難治性狭窄病変に対

して最近stent留置術が行われている．我々のstent留

置術の経験から本法の効果と問題点を報告する．

　対象・方法：最近2年間に5例（TGA動脈スイッチ

術後の肺動脈狭窄2例，TOF修復術後0）左肺動脈狭窄

2例，Ieft　isomerism，　absent　IVC，　LSVCを｛半う複

雑心奇形の心房内バッフル修復術後のバッフル狭窄1

例）の計10狭窄病変に対して10個のPalmaz　S．　tentTVを

留置した．年齢は5～14歳（中央値：7歳），体1租8～34

kg（同19kg），術後観察期間は6～15カ月（同6カB）

である．S．　tent留置術の方法は，径0．038圭たは｛｝．｛｝35ガ

イドワイヤー　（Amplatz　SuperStiff“’ireiM，　Medi－

teck），　llFロングシース（CI　1　E）CKFLO　i、111　MUL－

LINS　INTRODUCER　SET，　COOK），stentを装着し

た高耐⊥liバルーン（Owens肺動脈弁形成用balloon

O
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前　　　　　　　直後　　　　　　遠隔

　アンギオ計測　　　　心エコー計測

図　Stent留置術前後の狭窄部径の変化
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catheter，　Mans．　field）をll『i次6X窄部位を越えて挿入後，

wングシースからの造影でstentの位置を決定し拡張

留置した．Stentの拡大が十分でない場合は，より高耐

hi　（New　　Blul　lax　dilatation　balloon　catheter，

Medd－teck）またはサイズの大きなバルーンを用いて

再拡大した．TOF術後の2例の左肺動脈狭窄はともに

高度で，stent留置前に通常のバルーン拡大術を行っ

た．TGA術後の肺動脈狭窄では左右肺動脈分岐部に

留置する2個のstentの近位端を主肺動脈内でクロス

させ同時に拡張留置することにより主肺動脈の吻合部

狭窄を同時に拡大した．

　結果：5例全例で十分な拡張が得られた．狭窄部は

6。4エ2．6mmから13±2．7mmに拡張し（図），拡張率

は137亡123％であった．心エコーによる狭窄部径は

S．　tent留置直後（＜2週）12．1±2．5mln，平均8カ月後

では12．6±2．5mmと有意な変化を認めなかった（図）．

右室圧ヒ昇の2例では留置直後に低下した（87→42

mmllg，75－一＞45mmllg）．バッフル狭窄例では難治性腹

水が消失し，他の2例では運動時の多呼吸が自覚的に

改善された．問題点として大血管転位の1例で左肺動

脈に留置したstentが末梢側にずれたために追加の

stellt留置を要した．

　まとめ：S．　tent留置術は術後の難治性狭窄病変に対

し呂二効が得られる．ただし，s．・te　ntの留置方針や位置決

定には経験を要すると思われる．また20kg未満の低年

齢児でロングシースやstent装着バルーンの挿人には

習熟を要する．

　S－3．小児狭窄性心血管病変に対するステント留置

後の経過

　　　　東京女子医科大学，長野県立こども病院，聖

　　　　隷浜松病院，和歌山県立医科大学，天使病院

　　　　　　　中西　敏雄，朴　仁三，森　　善樹

　　　　　　中沢　　誠，今井　康晴，門間　和夫

　　　　　　里見　元義，安河内　聡，瀬「】正史

　　　　　　西尾　公男，ヒ村　　茂，平山　健二

　　　　　　太川八f雄，三浦　正次

　目的：小児狭窄性心血管病変に対するステント留置

後の経過を検討すること．

　対象：1991年～1995年にPalmazステントを留置し

た19例．内訳は，肺動脈狭窄11例（13個のステント），

右室　肺動脈導管（弁付きXenOmedicaウマ心膜）狭

窄5例（8f固），心室Septati（m術後の心内導管狭窄1

例（1個），ヒ大静脈狭窄1例（1個），大動脈縮窄1

例（1個）．ステントは全例illiac　stent（30mm長，3．4
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mm径）を用いた．ステント留置時年齢4．9～19歳．

　結果：ステント使用により肺動脈狭窄は狭窄部径

5．3±2．2から10．6±2．1mm（n＝13）に増加した．3カ

月～4年後のカテーテルにて肺動脈径は9．5±2．5mln

に有意に減少していた．4例に再拡大し，7．6±1．1か

ら9．9主1．Ommに増大した．フォンタン手術後の1例

は心不全で死亡，1例は蛋白漏出胃腸症が持続したが，

残り9例はステントによる拡大の効果は持続してい

た．上大静脈に留置した1例は，3．1からIOmmに拡大，

7カ月後も10mlnで変化はなかった．大動脈縮窄部へ

のステント留置症例では1年後の下肢血圧は良好で

あった．一方，右室　肺動脈導管にステント留置の5

例中，3例は再手術を延期できている（留置後1～5

年）が，2例は右室圧低下が不卜分だったりステント

部の狭窄の為に再手術を施行した．心内導管にステン

トを留置した1例はステントが破損し狭窄をきたし
た．

　結論：肺動脈な大静脈など自己血管へのステント留

置は有効で，長期経過も良好である．導管（非自己組

織）へのステント留置後は再狭窄進行に留意すべきで

ある．

　S－4．乳幼児に対する姑息術としてのステント留置

術

　　　　久留米大学小児科，同　第2外科＊

　　　　　　赤木　禎治，橋野かの子，石井　正浩

　　　　　　衛藤　元寿，杉村　　徹，家村　素史

　　　　　　lLl川　留美，熊手　宗隆㌔加藤　裕久

　先大性心疾患におけるステント留置術の適応は一般

に8歳以llとされている．しかしながら種々の病態で，

新生児・乳児期にステント留置術を必要とする場合が

ある．今回我々が施行した姑息的治療目的のステント

留置術2例について報告する．

　症例1：34生日女児．40週，2，486gで出生したが，

出生直後よりチアノーゼと心雑音を指摘され，当科へ

紹介された．来院時の断層心エコー所見では，共通房

室弁，両大血管右室起始症，肺動脈漏斗部狭窄，部分

肺静脈還流異常，下大静脈欠損を伴っており，left

isolnerism　heartと診断された．17生日に左鎖骨ド動

脈と左肺動脈の間に直径5mmのmodified　Blalock－

Taussillgシャント術を施行した．しかしながら術後10

U頃から次第にチアノーゼが増強し，動脈血酸素飽和

度も60％台へと低下してきたため34生日にカテーテル

を施行したところ，左鎖骨下動脈起始部からの選択的

造影で，BTシャントは鎖骨ド動脈側吻合部付近が屈
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曲し強い狭窄となっており，通過血流箭が著明に減少

していることが確認された．このため同部分に拡張時

直径4mm　Palmaz・Schatzステントを用いた再建み試

みた．ステント留置後の左鎖骨下動脈造影で，シャン

ト狭窄部位の消失と，良好な短絡血流が確認された．

動脈血酸素飽和度は，ステント装着前の61％から術後

から86％へと上昇した．

　症例2：36週，1，954gで出生した女児．遷延する黄

疸のため，74生日に先天性胆道閉鎖症を疑われ当科紹

介された．入院時に心雑音を聴取し，心エコー上高度

の肺静脈狭窄を伴う総肺静脈還流異常症（上心臓型）

と診断した．重度の閉塞性黄疸を伴う総肺静脈還流異

常症で，肺静脈の上大静脈還流部に重度の狭窄が存在

した．入院時の総ビリルビンは32mg／dl，GPTは3261U

と上昇していたため外科治療は見合わせた．その後心

不全は増悪し，体重は1，900g以下に減少したため，肺

静脈閉塞解除の目的で84生日に右総頸静脈からのアプ

ローチで肺静脈と上大静脈吻合部の狭窄部ヘステント

留置術を施行した．留置後平均肺静脈圧は31mmHgか

ら12mmHgへと低下し，動脈血酸素飽程度は78％から

96％へと上昇した．肺うっ血所見も改善した．肝生検

所見より，肝内胆道低形成と診断し，7カ月時体重2．8

kgとなり根治術を施行した．術後肺高血圧と黄疸の増

悪を伴う肝機能異常が遷延したが次第に軽減し，軽快

退院した．1歳時のカテーテル所見で肺動脈圧は42／

17（25）mmHgであった．

　結論：新生児・乳児期の姑息的手段としてのステン

ト留置術は，ごく限られた使用経験しかなく，その適

応や長期的効果は未知であるが，低侵襲で外科手術を

回避できる可能性があり，新たな治療手技として考え

られる．

　19．Double　switch　operation後の心房内BaMe閉

塞に対して経皮的バルーン拡大術後に引き続いたステ

ント留置術が有効であった1例

　　　　国立循環器病センター小児科1），同　放射線

　　　　診療部2），国立長良病院小児科3｝

　　　　　　渡辺　　健1）小野　安生1）越後　茂之1）

　　　　　　津田　悦子1）豊原　啓子1）神谷　一郎1）

　　　　　　神谷　哲郎1）木村　晃二2）矢嶋　茂裕3｝

　　　　　　桑原　尚志3｝

　症例はAV　discordance，　VA　discordance，　PA，

vsD，　AsD，　bil．・svcの児である．他院において生後

0日にBAS，1カ月時に右original　BT，生後1歳1

カ月時に右BT閉鎖のため左modified　BTが施行さ

日本小児循環器学会雑誌　第13巻　第5号

れた．4歳時に当センターに紹介され，5歳4カ月時

にRol1を使用した右肺動脈再建術，5歳11カJl時に

Rollを使用した左肺動脈再建術，6歳に1）SO（Mus－

tard＋Rastelli）＋肺動脈再建術が施行された．術後，

頸静脈怒張が進行した．7歳時に右SVCが心房に流

入する部分の心房内BafHe狭窄（1．0×1．5mm，圧較差

14mmHg），8歳5カ月時に同部の完全閉塞がみられ

た．このため8歳8カ月時にBaffle閉塞に対してガイ

ドワイヤーで閉塞部を通過した後に経皮的バルーン拡

大術（PBD）（Ultra・thinφ5ml1ユ×2，φIOmm×2）が

施行され同部は7．2×5．2mm，圧較差9mmHgまで拡

大した．再び頸静脈怒張が進行した．9歳2カ月時に

再び同部の完全閉塞がみられたためPBD（Ultra・thin

φ10mm×2，φ12mm×2）が施行され同部は6．4×7．4

mm，圧較差4mHgまで拡大した．その後再び頸静脈怒

張が進行した．9歳4カ月時に同部のBafHe狭窄に対

してステント留置術（Palmatz，　maxφ15mm，　Balloon

φ12mm）が施行され同部は12．O×12．6mmまで拡大

し，右SVC心房圧較差は平均圧で5mmHgからO
mmHgとなった．その後，頸静脈の再怒張はみられず，

留置6カ月後の経過観察のため心カテでは，同部は

12．1×11．6mm，圧較差OmmHgと狭窄の所見はみら

れていない．

　結語：Mustard手術後の心房内BafHe閉塞に対し

てPBDを施行した．　PBDの効果は一過性であったた

め，同部にステント留置術を施行し良好な結果を得て

いる．

　20．肺動脈閉鎖，心室中隔欠損，主要大動脈肺動脈

側副動脈，統合的肺動脈形成術後，ラステリー型手術

術後症例の分岐部肺動脈狭窄に対する，STENT治療

の経験

　　　　兵庫県立こども病院循環器科，同　心臓血管

　　　　外科＊，Baylor　College　of　Medicine　and

　　　　Texas　Children’s　Hospital＊＊

　　　　　　黒江　兼司，鄭　　輝男，三戸　　壽

　　　　　　山口　眞弘＊，大橋　秀隆＊，大嶋　義博＊

　　　　　　芳村　直樹＊，田中　常雄＊，岡　　成光＊

　　　　　　小川　恭一，Charles　E．　Mullins＊＊

　症例は11歳男児，体重22．7kg．生直後より心雑音が

認められ，1カ月及び1歳11カ月に心カテが施行され，

肺動脈閉鎖，心室中隔欠損，主要大動脈肺動脈側副動

脈（PA　VSD　MAPCAs）と診断された．3歳7カ月

central　shunt及び左統合的肺動脈形成術（1－UF）が施

行された（①mPAをDAoからはずしcentral　shunt，
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②左ド葉へのMAPCAをcentra】PAに吻合）．7歳ll

カH，心カテが施行され，Rastelli型の心内修復の方針

とな一）た．10歳2ヵ月，心内修復術（Rastelli　without

exterl〕a｜conduit）が施行された．1カ月後の術後カテ

にて左肺動脈の高度狭窄（左ド葉へいくUFを施行し

た1打1管②，および左ヒ葉枝の高度狭窄）及び左右肺動

脈分岐部狭窄が確認された．右室・左室収縮期圧比

（RV／LV圧比）は0．80（68／85）であった．

　今［［illl歳0カ月，肺動脈狭窄部の解除及びSTENT

留置を目的に心カテが施行された．左肺上葉へ行く血

管及びド葉へ行く血管は，径31nm続いて6mmバルー

ンにて拡張したが効果はあまり認められなかった．両

肺動脈分岐部の狭窄に対しては，STENT留置術を行

した．右大腿静脈の閉塞のため，左大腿静脈より2本

の11F　long　sheathを肺動脈左右分岐部を越え交差さ

せ挿人し，2個のILIAC　STENT（径3．4mm×長さ30

mln；バルーンにて径18mm×長さ16mmに拡張可能）

を径12mmバルーン（OWENS）に装着，狭窄部に交

差して留置後，径10mm（NEW　BLUENIAX）バルー

ンにて同時に拡張した．右　主肺動脈圧較差40mmHg

は12mmllgに，左一．主肺動脈圧較差43mmllgはO

mmHgと改善を示した．また，　RV／LV圧比は＝
｛｝．70（74／105）から0．59（54／94）となった．肺動脈分

岐部狭窄に対しSTENT留置は有効であった．

　21．末梢肺動脈狭窄に対し留置したステントの末梢

への移行を認めた1例

　　　　国、㌧：小児病院循環器科

　　　　　　百々　秀心，石澤　　瞭，於保　信一

　　　　　　斉藤　　’郎，飯山　智江

　種々のlln管狭窄に対しバルーン血管形成術（PTA）

が行われているが，PTAで効果が出ない場合や，拡張

後に元の大きさに戻ってしまう症例に対しステントの

留置が行われている．一一．一度留置されたステントは，そ

のままの位置に固定され末梢へ移行することは，いま

までの報告でも稀である．今回我々は，末梢肺動脈狭

窄に対し留置したステントの，未梢への移行を認めた

症例を経験したので報告する．

　症例は，21歳女性，ダウン症候群．生下時より心雑

音が認められ，生後3カ月時にファロー四徴症と診断

される．2歳の時，他院にてWaterston　shunt手術を

受けた．12歳の時に心内修復術（Gore－tex　jump　graft，

VSD　closure，　XVaters　ton　closure）を施行された．13

歳の時に行われた心カテーテルにより，両側末梢肺動

脈狭窄を指摘され，翌年PTAが施行された．左肺動脈

（う83　　（65）

は，拡張前の径6mmが，拡張後9．　il”）mに広がったが，

右肺動脈は拡張前の径9mmが拡張後も9mmと変化は

認められなかった．2年後に行った心カテーテル検査

により右肺動脈のみ有意な狭窄を認め，それに対し

PTAを行ったが，拡張前の径3．7mmが6．2mmに拡

大されたが，引き抜きの圧較差30mmHgが27mmHg

にドがったにとどまり，PTAの効果としては不十分

と考えられた．その後外来にて経過観察していたが，’

95春ごろより易疲労感を訴えるようになり，心カテー

テル検査を行った．右肺動脈に有意な狭窄を認め，狭

窄部に対しステントを留置した．右肺動脈狭窄部は径

9．3mmでそこより末梢の径は13．5mmであり，　Pal－

matz　iliac　stent（3．4×30mm）を狭窄部に固定し，

Owells　balloon　cathter　18mmを挿入，拡張した．圧

隔差32mmIlgがステント留置も27mmHgと残存した

が終了した．’96（1年後）に心カテーテルを行ったが，

ステントの末梢への移行を認め，圧較差もほぼ前回心

カテーテルと同様30mmHg近く残っていた．

　結語：文献ヒ，比較的稀と思われる留置したステン

トの末梢への移行を認めた1例を報告した．

　22．小児期大動脈弁狭窄症に対するバルーン弁拡大

術の長期予後

　　　　久留米大学小児科

　　　　　　衛藤　元寿，赤木　禎治，橋野かの子

　　　　　　石井　正浩，清松　由美，杉村　　徹

　　　　　　家村　素史，III川　留美，加藤　裕久

　目的：小児期大動脈弁狭窄症に対する経皮的バルー

ン弁拡大術（以下BAV）の有効性は報告されている

が，その長期f’後はいまだ不明である．今回当科で経

験したBAV症例の長期予後について検討を行った．

　対象と方法：1985年から1995年までにBAVを施行

した新生児，乳児期の重症例（critical　AS）41ダ‖を含

む16例を対象とした．BAV施行時年齢は0生日～15

歳（’P均6．1歳），体電は2．8～59．5（平均22．2）kg，大

動脈弁輪径は4．0～2．7（平均15．9）mm，カテーテル検

査によりLV－Ao圧較差は20～110（平均67．4）mmHg

であった．最終的に用いたバルーン径は4～27（’F均

14．8）mmであり，16例中：3　t列ではダブルバルーン法

を施行した．バルーン／弁輪径比はO．67～1．06（平均

0．85）であった．これらの症例で1～11（平均4．3）年

間のfollo－upを行い，最終外来エコー所見を中心に検

討を行った．

　結果：BAV施行によりLV－Ao圧較差は67．4

mmHgから21．9mmHgへと有意に低下した（p〈
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弁の厚みによる大動脈弁閉鎖不全出現の比較

thick thm
（～1．5mm） （・、1．5mm）

Case 5 ll

Before　plasty

LV－Ao　gradiellt 87二14mmllg 59＝19mmllg

AR 1／5 1／ll

After　plasty

LV－Ao　gradiellt 30±30mmllg 18±15mmllg

AR 15 8／ll

Balloo11／almuluS　ratio ｛L95二〇．08 0．92±｛｝．17

O．（）Ol）．この効果は遠隔期にも持続し，　follow－up期間

中に再狭窄を認めた症例はなかった．またBAVに起

因する印動脈弁閉鎖不全を8例に認め，遠隔期に逆流

程度の改善を認めた症例はなかった．弁置換術が必要

となった症例は僧帽弁閉鎖不全を合併した1例のみで

あった．critical　ASの4例【ii3例は死亡した．また，

弁の厚みによる大動脈弁閉鎖不全出現の比較に関して

は，弁厚1．5mm以1二の症例において5例中1例，弁厚

1．5mm未満の症例でll例［ii8例において有意差を認

めた（1）＝0．0357）．

　結論：Critical　ASを除く小児期のBAVの有効性

は長期間持続し小児期大動脈弁狭窄症に対する第1選

択となりうるが，より長期に渡る観察が必要である．

特に薄い形態をもつ大動脈弁狭窄症では拡大術に起因

する大動脈弁閉鎖不全の発生頻度が高く，バルーン選

択を含めた再検討が必要である．

　23．バルーン大動脈弁形成術にて成長を待ち

Extended　aortic　root　repklacement　with　pulmo－

nary　autograft（Ross）手術に成功した先天性大動脈

弁狭窄の1例

　　　　埼ド医科大学心臓病センター小児心臓科1），

　　　　同　心臓血管外科2｝

　　　　　　竹田津未生1）小池　一行1｝小林　俊樹1）

　　　　　　小林　　順1）朝野　晴彦2’許　　俊鋭2）

　　　　　　常本　　実2）尾本　良三2）

　バルーン大動脈弁形成術（BAV）が手術可能な体重

に至るまでの待機に有用であった先天性大動脈弁狭窄

（AS）の1例を経験した．症例は2歳6カ月女児．1カ

月時に心雑音に気付かれ他院を受診，ASの診断で当

院へ紹介人院となる．BAVの適応とされ，日齢53，体

重3．8kgで心カテが施行された．大動脈造影il弁輪径7

mlnで7mm　Tyshak　balloon　cd’　theterにてBAVを施

行，左室大動脈圧差は50から35mmHgに低ド，術後の

日本小児循環器学会雑、、し、第13巻　第5り

ARはわずかであった．哺乳力改II÷，体屯増加が見られ

るようになり外来経過観察となったが，次第に左室大

動脈圧差が増大，体ff／：増加が見られなくなり，6カJ］

時，体Efil　r）　．　5kgで2度目のBAVが施行された．弁輪径

1（lmmで，10mm　Tyshak　catheterによるBAVを行

い，圧差は70から20mmHgに減少，術後のARは1度

であった．しかし術後は体重増加不良で，11カ月時，

体【E5．8kgで3度目のBAVを施行（Tyshak　gmm），

この際発見されたPDAはコイル閉鎖された．その後

体屯は徐々に増加．しかし2歳をすぎた頃より食欲不

振，体IE増加不良，活動性低ドが目立つようになり，

2歳1カ月，体重8．Okgで4度目のBAVが施行され

た（10mm　Ultrathin　catheter）．圧差は一　H．60から40

mmHgに低ドしたが，術後の心エコーで再度7｛｝

mmllgに増大した．ARは2度となった．BAV後も症

状の改善は見られず，更なるBAVによる改，障は望め

ず，また手術可能な体屯に達したと判断し，2歳5カ

∫1時…にExtended　aortic　ro（）t　replacement　with　pul－

mollary　autograft（Ross手irlil）を施行，肺動脈は異種

心膜一・弁付きバッチで再建した．術中所見では大動脈

弁輪径9mm，機能的一lfk弁で，弁尖が高度に肥厚した

異形成弁であった．術後経過は良好で，術後ARはわ

ずか，ASは見られていない．

　24．大動脈縮窄を合併した重症大動脈弁狭窄に対す

る同時バルーン血管形成術及び弁切開術

　　　　乍神属〔元己念ヲ丙彫芒／トし1己不斗

　　　　　　畠井　芳穂，村ヒ　保夫，森　　克彦

　　　　　　鈴木　清志，西山　光則，二森　噴和

　人動脈縮窄（CoA）を合併したifi症大動脈弁狭窄

（critical　AS）に対して，同時にバルーンIllL管形成術

（BAP）及び弁切開術（BVP）を試みた新生児例を経

験した．

　症例1は日齢2の女児で，多呼吸，チアノーゼがあ

り，卜肢の脈拍は微弱であった．心カテでのCoAと

ASの圧較差はそれぞれ30mmllgと80mmHgであっ

た．挿管全麻ドに，CoAには大腿動脈経由でBAP（径

6mmバルーン，　Ilopkington社製）を行い，　ASには

右内頸動脈経由で1ハVP（径8mm）を施行した．術後の

IHi較差は，それぞれ，301nmllgとOmmllgに低下し，

症状の改善をみた．症例2は日齢5の男児で，多呼吸，

哺乳不良を亡訴に入院し，心カテでは左室のwall

lnotionは不良であり，　CoA及びASの・］1き抜き圧較

差はともに，15mmllgであった．左内頸動脈から5F

シースを挿入し，CoAにBAP（径7mm），続いてAS
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にBVP（径7mm）を施行した．圧較差は，それぞれ，

5mmHgとOmmllgとなり，術後17日目に退院した．

CoAを合併したcritical　ASにおいて，内頸動｝脈から

のアプローチにより，両方のバルーン拡大術を容易に

行い得る．

　25．1カ月検診にて発見された重症大動脈弁狭窄症

の2例

　　　　横浜市立大学医学部小児科

　　　　　　小林　博英，柴田　利満，川名　伸子

　　　　　　瀧聞浄　宏，山岡　貢二，岩本　真理

　　　　　　安井　　清，新村　一郎

　今回，他院にて出生し1カ月検診にて初めて発見さ

れた重症大動脈弁狭窄症の2例を経験したので報告す

る．症例1：在胎41週，2，780gで近医にて正常出生し

た．哺乳力良好であったが退院後より徐々に低下し，

1カ月検診にて体1［r増加不良（3，370g）を指摘され当

科に紹介人院となった．胸骨左縁第2肋間を中心に

Leville　3度の収縮期駆出性雑音を聴取し肝を2Cm触

知した．胸部X線で心拡大と，心電図で左室負荷所見

を認め，心エコーにて大動脈弁の肥厚とdomingを認

め，左室内径短縮率の低下を認めた．さらに僧帽弁閉

鎖イく全による左房拡大を認め，大動脈弁での推定圧較

差は85mmHgであった．以ヒより重症大動脈弁狭窄症

と診断し経皮的バルーン弁形成術に臨んだが，ペーシ

ングワイヤー挿人時に突然心停1ヒを起こし蘇生に全く

反応せずに失った．症例2：在胎39週，3，124gで近医

にて1王常出生した．退院後のり哺乳力が徐々に低トし

不機嫌と多1呼吸を認めるようになった．1カ月検診に

て心雑音と体重増ノ川不良（3，680g）を指摘され当科に

紹介入院となった．多呼吸と胸骨Ilに陥没呼吸を認め

た．胸骨左縁第2肋間を中心にLevine　2度の収縮期

駆出性雑MI一を聴取し，肝を2Cm触知した．胸部X線上

心拡大と，心電図で左室負荷所見を認めた．心エコー

で大動脈弁肥厚と左室内径短縮率の低下を認めた．さ

らに僧帽弁閉鎖不全による左房拡大を認め，大動脈弁

での推定圧較差は56mmHgであった．以ヒより重症大

動脈弁狭窄症と診断し，同口経皮的バルーン大動脈弁

形成術を施行した．切開後直視下で右総頸動脈より穿

刺し，弁輪径7．8mmに対してHopkington社製カ

テーテルで径4mm，5mm，6mmのバルーンを用いて

各5気圧で行った．バルーン弁形成術施行後の左室か

ら大動脈への弓1き抜き圧較差は55mmHgであった．以

後状態が改善し一時退院したが，徐々にエコー上の推

定圧較差が増大してきた．さらに左室後壁及び心室中

685　　（67）

隔の肥厚と僧帽プ1、閉鎖不全による左房拡人が進行した

ため，再バルーン弁形成術を初回より2カ月後に施行

した．弁輪径8．2mmに対してIlopkil】gton　7mmバ

ルーンを5気圧で施行したがwaistは変化せず圧較差

が100mmHg残ったため，さらにUltra－thin　8mmバ

ルーン5気圧を加え圧較差が90mmllgの時点で2度

の大動脈弁閉鎖不全が出現したため終了とした．現在

生後10カ月で体重7．9kgとなり手術待機中である．

　まとめ：現在胎児診断が行われ重症大動脈弁狭窄症

の早期発見と早期治療が施されるようになってきた

が，新生児期を過ぎて初めて発見される症例も見られ

る．重症心不全を呈した症例は内科的治療では改善は

望めず，経皮的バルーン弁拡大術によって状態を改善

し，手術に臨む戦略が有効と思われる．

　26．純型肺動脈閉鎖症と重症型大動脈弁狭窄症の稀

な合併例一catheter　interventionの根治治療への介

入一

　　　　順天堂大学小児科，同　胸部外科＊

　　　　　　高橋　　健，井埜　利博，稀代　雅彦

　　　　　　大久保又一，秋元かつみ，西本　　啓

　　　　　　藪田敬次郎，南　　　和＊，山崎　元成＊

　　　　　　川崎志保理＊

　症例：純型肺動脈閉鎖（PPA）と乳児重症型大動脈

弁狭窄症（critical　AS）を合併した新生児．妊娠34週

より胎児エコーにてPPAが疑われていた．在胎37週

611，2，626gで出生．全身チアノーゼ，浮腫，多呼吸，

収縮期駆出性雑音を認め，胸部X線で肺1（IL流は著明に

減少していた．心臓超音波検査で心室中隔欠損を伴わ

ない肺動脈弁膜様閉鎖（弁輪径4．7mm），　tripartite

typeの狭小な右室および心房中隔欠損を認めた．さら

に大動脈弁の肥厚（弁輪径7．Omm）とdomillgを認め，

左室一大動脈圧較差は50mml’lgであった．左室壁は著

明に肥厚し，EFは65％であった．

　経過：リボPGE1およびカテコラミン投与を開始し

たが生後16時間より急激に呼吸状態が悪化．血圧低下，

乏尿，四肢冷感が出現し，腎機能障害および代謝性ア

シドーシスが進行した．心エコーでは動脈管は充分に

開存していたがEFの著しい低下を認めたため，　criti－

cal　ASによるLOSと診断し．生後20時間にcritical

ASに対してバルーン弁形成術を施行．弁輪径7mmに

対して径8mmのTyshak．　cathを用い圧較差は5（l

mmHgより3f）mmHgへ減少し，軽度の大動脈弁逆流

を生じた．術後EFは改善したが術中の大腿動脈から

の大量出血のために高度の腎機能障害を生じた．心不
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全および腎機能障害の改善を待ち，日齢27にPPAに

対しバルーン弁穿孔術を試みたが術中にducta｜

shockをおこしたため断念し，日齢34にB－Tシャント

術を施行した．再び腎機能障害を来たし，改善した生

後4カ月に心臓カテーテル検査を施行．Zvalue＝－

2．8，三尖弁輪径＝6．6mm，右室容積RVEI）V＝5．71

ml，％of　normal＝81％と計算され，右室容積は十分で

あった．しかし右室流出路が後壁の突出肥厚により狭

小化し，穿孔術に必要な肺動脈弁への垂直なカテーテ

ルの留置は困難と判断し，カテーテルによる穿孔術，

形成術は断念した．生後5カ月に肺動脈弁裂開術を施

行した．右室流出路拡大術を施行する予定であったが，

流出路狭窄は軽度であったため，肺動脈弁切開術のみ

施行した．現在生後8カ月で，心エコーヒ圧格差30

mmHgのAs，　mild　ARを認めるが，全身状態は安定

している．

　まとめ：PPAとcritical　ASの合併は非常に稀であ

り，文献ヒ我々の調べた限りでは報告がない．治療戦

略としてcritical　ASの解除を優先し，出生直後にバ

ルーン拡張術を施行した．経過とともに右室流出路狭

窄が進行したため，肺動脈閉鎖に対するバルーン拡張

術は不成功であった．従って肺動脈閉鎖に対するバ

ルーン拡張術は可能な限り早期に行う必要があると思

われた．また当合併例でもカテーテル治療と外科手術

を適切に組み合わせることにより救命し得ると考えら

れた．

　27．心内修復術後の残存BT短絡に対するコイル塞

栓の経験

　　　　大阪母子医療センター小児循環器科，同　心

　　　　臓血管外科＊，大阪大学第1外科＊＊，国立循環

　　　　器病センター放射線科＊＊＊

　　　　　　萱谷　　太，中島　　徹，稲村　　昇

　　　　　　川’F　洋…＊＊川田　博昭＊，岸本　英文＊

　　　　　　木村　晃二＊＊＊

　症例は1eft　isomerism　heart，　CAVC，　acquired　PA，

VSDのダウン症候群女児で，3回の短絡手術を受けて

いた．9歳時に腎炎の精査で入院した際，中等度の大

動脈弁逆流および高血圧を指摘された．IO歳時に心内

修復術を施行したが，2歳時に施行した左BT短絡

（径5mm　Gortex）を残した．術後重度の心不全と蛋白

尿・低蛋白血症，胸水貯留のため人工呼吸器より離脱

が困難であった．左室容量負荷を少しでも軽減する目

的で術後48日目にコイル塞栓術を行った．造影．ヒ左

BTは内径4mmで狭窄部位を認めなかったため，　BT
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直前の左鎖骨下動脈をバルーンカテーテルで閉塞し

BT血流を遮断したEで，肺動脈側からコイル塞栓を

行った．COOK社製EMBOLIZATION　COIL　5CM

LONG　5MM　DIAMETERをBTヒ流部に留置した
が，造影ヒBT血流に変化がなく2個目のコイルを下

流部に留置した．しかしこれが徐々に肺動脈内に移動

したためcatching　catheterを用いかなり難渋したが

［”1収し得た．コイル塞栓後13日目に抜管できたが，術

後5カ月の時点で超音波検査ヒBT血流を認めるた

め抗凝固療法を中止した．術後6カ月でカテコラミン

静注を中止することが可能となり中枢ルートを抜去，

術後7カ月の超音波検査でBT血流は検出できなく

なった．術後1年3カ月で退院し現在外来通院中であ

る．

　28．冠状動脈痩に対するカテーテル治療の適応につ

いての検討detachable　coilを用いたコイル塞栓術成

功例を中心に

　　　　神奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　山田　進一・，康井　制洋

　　　　　　　　　　　　岩堀　　晃，林　　憲一

　冠状動脈痩に対しては従来は外科的に治療されてい

たが，近年カテーテル治療がその適応を広げ有効性が

確認されている．今回我々はコイル塞栓術成功例を経

験した．文献的検索をおこない，我々が経験した外科

的修復例カテーテル治療の適応の可能性について検討

したので報告する．

　症例は3歳の男児．日齢3に心雑音を指摘され冠状

動脈痩と診断された．2カ月時に当科初診した．胸骨

右縁に連続性雑音を聴取されるものの無症状であった

ため外来で経過観察をしていた．3歳時精査目的に入

院した．心電図は不完全右脚ブロック，胸部レントゲ

ンでは心拡大はなく肺血管影の軽度増強がみられた．

心エコー検査では右冠動脈の拡大を認め，color　dop－

plerにて右房内に異常灌流を認めた．心臓カテーテル

検査では右冠動脈（seg　1）から起始し右房に灌流する

冠状動脈痩が認められた．体肺血流比は1．63であった．

肺高血圧はなかった．また，同時に施行した心筋シン

チグラム（201T1，1231－BMIPP）では下壁の一部が

uptakeの低下を示していた．動脈痩の最大径は7mm

で長く蛇行しており，最狭部は右房への灌流部で1．3

mmであった．コイルによる塞栓術を方針とした．コ

イルはCook社製PDA塞栓用detachable　coilで直

径5mm，7．4cmのものを使用した．1個の留置では完

全閉塞が得られなかったため同様のコイルを2個使用
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した．留置後15分後の造影で完全閉塞が確認された．

術中術後心電図に変化はなく，術後逸脱酵素の上昇は

認めなかった．心筋シンチグラムにおいては新たな欠

損はなく，術前認められたuptake低下部は改善して

いた．コイル塞栓術が有効な症例であった．

　考察：我々が調べ得た文献では28例（3カ月～67歳）

がカテーテル治療を受けており，19例が7歳以’ドで

あった．不成功例1例，遺残短絡3例，コイルまたは

バルーンのmigratiOnが4例に認められた．問題を生

じた症例は1例を除き小児例であり，短絡量の多い症

例であった．冠状動脈痩に対するカテーテル治療をお

こなうためには心筋虚血を回避することが重要と考え

られ，その条件としては，1）閉塞するべき痩の長さが

十分にあり，痩の開口部近くに冠動脈の重要な分枝が

ない．2）開孔部には狭窄があり，短絡量が多くない．

3）冠動脈痩へのアプローチが容易．などが考えられ

る．我々が経験した手術施行例3例は1例は高短絡量

のため，もう1例はアクセスの困難さから現時点でも

カテーテル治療が困難と考えられた．また，正常冠動

脈と同じ走行を示した冠動脈痩は瘤状に拡大した血管

が，術遠隔期に1例はほぼ正常血管の形態となってお

り，動脈痩の閉塞に当たっては十分遠位端でおこなう

必要があると考えられた．

　29．チアノーゼ性心疾患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1），トヨタ記

　　　　念病院小児科2），協立病院小児科3｝，名古屋大

　　　　’｝ξノ」＼㌧［己禾斗4）

　　　　　　松島　正氣り小川　貴久1）後藤　雅彦1）

　　　　　　奥村　直哉2）小野佐代子3）生駒　雅信4）

　　　　　　長野　美子’°長嶋　正實4）

　過去7年間に27例のチアノーゼ性心疾患の49本の側

副血管に対して50回のコイル塞栓術を行った．年齢は

6カ月から13歳で平均5．5歳であった．基礎疾患として

は単心室8例，三尖弁閉鎖7例と多く，ファロー四徴

症・完全大血管転位が5例ずつで，その他総肺静脈還

流異常，修正大血管転位が1例ずつであった．コイル

塞栓術の目的としては，手術術野の確保と術後の心不

全の予防のためがほとんどで，25回であった．フォン

タン手術前が15回と最多で，特にこの手術では術後の

心不全の原因になり易いため，できるだけ行うことと

している．その他，術後の大量喀1血と術後の心不全に

対して1回ずつ行っている．

　まず適当な誘導カテーテルを選択して目的血管に入
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れることが重要である．主に多目的カテーテルを使う

ことが多く，柔軟性のあるクリニカルサプライ社のセ

レコンカテーテルを使用している．屈曲の強い血管で

末梢まで多目的カテーテルが入らない場合には，先端

をU字型に造形したMPIカテーテルを入れ，その内

腔からマイクロコイルをいるれためのマイクロフェ

レットカテーテルを末梢まで入れて行った．使用コイ

ルとしては塞栓力が強いGianturco　coilを82個と多

く使用した．側副血管の塞栓部位の径よりやや大きめ

のコイルを使用し行った．コイル長径は短めのものを

必要があれば複数個使用した．屈曲の強い血管にはマ

イクロコイルの1種であるTomado　coilを使用した．

塞栓能力はやや劣るもののマイクロフェレットカテー

テルにより末梢までいれて行えるため，安全に行える

ようになった．塞栓血管径は1．7mn1から4．4mmで平

均2．51nmであった．2～3mm前後の血管が多かった．

1本の血管に対して使ったコイル数を見ると1個だけ

の使用が23L・｜，2個以上が27回と最近は数個以上使う

ことが多くなってきた．

　結果は血流の完全閉塞が42本，血流減少が8本で

あった．心不全の軽快化と喀血の停1ヒが1例ずつ得ら

れた．副作用としては血管穿孔が3本に見られた．2

本は誘導カテーテルを末梢に人れていく操作で起こ

り，1本はコイル押し出し川のガイドワイヤーにより

起こったものである．いずれもやや細い血管であり自

然に穿孔部は閉鎖した．血管内移動も2例に見られ，

1例は側副血管に連結した肺動脈末梢に飛んだもので

ある．幸い肺梗塞にはならなかった．

　複数のコイルを人れるようになり発熱や胸痛がよく

みられるようになってきた．発熱は数日以内が多いが，

なかには4日間つづきCRP陽性例もある．以前は手

術1週間前に行っていたが，事情がゆるせば2週間前

前後に行うようにしている．

　今までの経験からの操作上の注意点をまとめた．誘

導カテーテルが末梢まで入る場合はGianturco　coil

を，入らない場合はTornado　coilを使用する．誘導カ

テーテル及びガイドワイヤーの操作は慎重に緩徐に行

うことが必要である．コイル放出位置は慎重に決定す

る．まず大きめのコイルを放出し，不十分であればこ

れに絡めるように同大もしくはやや小さいコイルを追

加していく．Giariturcoコイルは短めのものを多く使

用する．
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　30．ファロー4徴児に短絡術を行った後，段階的に

側副血行路に塞栓術を行い，肺血圧を正常化できた1

例

　　　　都立清瀬小児病院循環器科

　　　　　　　　　　　　佐藤　正昭，村井　孝安

　　　　　　　　　　　　笠井　秀明，古田　俊哉

　　　　心臓血管外科　　福田　豊紀，鈴木　孝明

　　　　北里大学医学部放射線科　　　堀池　重治

　ファロー4徴（T／F）などのチアノーゼ性心疾患で

は，体循環系から肺への異常な側副血行が発達しやす

く，術後の肺出血の原因として問題になり，術前にカ

テーテルによる塞栓術が推奨されている．一方肺血圧

についてはあまり言及されていない．我々は，短絡手

術後に肺高血圧があったファロー4徴の男児に段階的

に塞栓術を行い，チアノーゼの増悪を軽度に抑えなが

ら，肺高血圧の寛解と肺動脈の発育が得られ，心内修

復術を行い得た症例を経験したので報告する．

　症例，在胎41週，生下児体重3，266グラムの男児．生

後12時間でチアノーゼ出現して当院に入院しT／Fと

診断された．31日齢の心カテーテル検査で末梢肺動脈

が非常に細く，側副血行からの血流が多量にあり酸素

飽和度（SO2）は78％であった．3カ月齢に中心短絡手

1カ月齢 4カ月齢 8カ月齢

心カテ 中心短絡手術 心カテ

mPA（mm） 4．2 5

IPA（mm） 2．0 4．2

PA　Index 250 118

mPA圧（mmHg） 11／7（9） 66／27（45）

体血圧（mmHg） 66／35（50） 64／35（42） 78／40（60）

SpO2（％） 75～80 80～85 89

Hb（9／d1） 15．7 16．3 14．9

体重（Kg） 4．1 6．8 7．0

10ヵ月齢 1歳0ヵ月齢 1歳8カ月齢 1歳10カ月齢

心カテ ImodB－T 心カテ 心内修復手術

5．6 5．5 5．6

143 195

28－14（20） 21／13（16） 49／10（25）

82／41（62） 94／47（63） 99／42（73）

76 83

17．1 17．5 14．3 15．2

8．2 8．2 10．2 10．5
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術を行い，8カ月齢には肺動脈圧は66／27（mmHg）で，

異常動脈の一部にゼルフォームで塞栓術を行なった．

さらに，2回，計11本のマイクロコイルを使用して，

塞栓術を追加し，肺動脈圧は28／14（平均20）と正常化

し，SO2は88％から79％へ低下した．1歳時短絡術（左

modified　B－T　shullt）を追加した．1歳8カ月齢の心

カテでRV圧83／68，　mPA21／13（平均16），　rPA23／16，

PA　lndex　195，　PA弁輪径8．6mmに成長しており，1

歳10カ月に心内修復術を行った．終了時の肺血圧は49／

10，体血圧99／62であった．

　結語：複数の側副血行に因る肺血流増加で肺高血圧

が認められるファロー4徴例に対し，段階的に塞栓術

を行って，チアノーゼの増悪は軽度で，肺高血圧の軽

減と肺動脈の発育が得られた1例を報告した．

　31．体肺側副血行を有するフォンタン型手術症例に

おけるコイル塞栓術一適応，効果，施行時期一

　　　　福岡市立こども病院・循環器科

　　上野　倫彦，石川

　　牛ノ濱大也，金丸

　　佐川　浩一，総崎

　　本田　　恵

当院では，

司朗，川口

　浩，池口

直樹，砂川

邦彦

弘一

博史

　目的：　　　　1994年6月から1996年3月まで，

78例の機能的単心室患者に対しフォンタン型手術（F

術）を施行した．F術後の入院期間は平均38日で，30日

以1二の長期人院例は54例だったが，その理由は胸水貯

留が34例（63％）であった．F術前の体肺側副血行の程

度を，上行／下行大動脈造影で肺静脈がわずかに造影さ

れるものをGrade　l，明確に造影されるものをGrade

2，肺動脈が明確に造影されるものをGrade　3とする

と，Grade　1とGrade　2，3では入院期間が36±2日，

46±6日で後者が長い傾向にあった．当科では，長期

入院の原因となる胸水貯留を予防，軽減すべく，体肺

側副血管に対しコイル塞栓術を行ってきたが，その適

応，効果，施行時期について検討した．

　対象：F術前の大動脈造影にて側副血行が多く，術

中の不測な出血や術後の胸水貯留が予測された8例

（E（前）群）と，F術後長期間胸水が貯留した6例と

術後大動脈造影で有意な側副血管が残存した4例の計

10例（E（後）群）に対しコイル塞栓術を行った．塞栓

術施行年齢は平均5．9歳で，平均1．9本の側副血管を塞

栓した．塞栓術を施行しなかった60例をE（一）群とし

て，各群の入院期間，ドレーン留置期間，F術前術後の

血行動態各種パラメータを比較検討した．

　結果：各群のF術施行年齢に有意差はなかった．F
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術前の肺lfll管抵抗，酸素飽和度は有意差はなかったが，

肺動脈圧はE（後）群で低い傾向にあった．F術後の酸

素飽和度は各群で有意差なく，中心静脈圧はE（後）群

で有意に高値，肺血管抵抗は，E（前）群，　E（後）群

でE（一）群に比し有意に高値であった．平均人院日数

は，E（一）群，　E（前）群，　E（後）群でそれぞれ，

35±2，40±2，52±14口，平均ドレーン留置期間は

13±2，15±3，33±11口だった．E（後）群はいずれ

もE（一）群に比べ有意に長かったが，E（前）群はE

（一）群と同程度であった．次に，F術施行例のうち術

後1～2年でfollow　upカテを施行した22例について

比較した．側副血行は，術後肺静脈狭窄や高度の肺高

血圧を残した症例を除きおおかた同程度か減少した．

中心静脈圧はほとんどの例で低下（平均値12．8mmHg

→12．OmmHg）した．

　考案：今回塞栓術を施行した症例のほとんどが肺動

脈閉鎖や狭窄があった例で，このように長期間チア

ノーゼ持続するとしばしば体肺側副血行の発達を認め

る．多量の側副血行は，F術中の出血のみならず，術後

の右心不全，肺動脈圧の上昇，胸水貯留などの悪影響

を与える可能性がある．F術前に行うコイル塞栓術は，

入院期間短縮に有効であったが，長期胸水貯留例に対

するF術後の塞栓術は，入院期間短縮はできず，即効

性は期待できない．多量の側副血行を認める単心室患

者は，できるだけF術前にコイル塞栓術を施行すべき

と考えられた．側副血行の発達を防ぐためにF術をな

るべく低年齢で行うことも重要である．また，F術後に

塞栓術を行う場合は主たる側副血管のみでよいと考え

られた．今後，長期遠隔期における合併症などについ

てさらなる検討が必要と思われる．

　32．Directional　Coronary　Atherectomyを施行

した川崎病冠動脈後遺症（遠隔期局所性冠動脈狭窄）

4症例の検討

　　　　名古屋第二赤十字病院小児科

　　　　　　矢守　信昭，岩佐　充二，安藤恒三郎

　　　　名古屋第二赤十字病院循環器内科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　平山　治雄

　川崎病遠隔期に発生する冠動脈の局所性狭窄は，著

明な内膜肥厚と一部石灰化を伴うことがありPTCA

では十分な解除が困難であり再狭窄率も高い．こうし

た狭窄に対する新しいカテーテルインターベンション

としてDirectional　Coronary　Atherectomy（以下

DCA）を4症例に施行したので報告した．カテーテル

はSimpson　AtheroCathで5－7Frのcutting　deviceを

689　（71）

表1　DCA施行4症例の結果

症例1 症例2 症例3 症例4

発症年齢 5歳 1歳 1歳 1｛1カ月

性　別 女 女 男 男

　DCA
施行時年齢

15歳 15歳 15歳 12歳

　DCA
施行部位

seg　2 seg　5 seg　5 seg　2

狭窄率 62％ 6（1％ 63％ 58％

　DCA
直後狭窄率 5％ 34％ o％ 0％

follow　up
　狭窄率
新たる病変

12カ月

5％
なし

　7カ月
　42％
瘤形成あり

　7カ月
　o％
瘤形成あり

　6カ月
　O％
拡大，蛇行

使用，DCA施行にあたりPTCAによるpredilation

が2症例で必要であった．結果を表1に示す．石灰化

を伴い5frのcutting　deviceしか使用できなかった症

例2を除き，他の症例では十分な狭窄解除が可能で

あった．切除組織は繊維性の肥厚した組織で細胞成分

は乏しく，一部中膜組織を認めたが外膜を認める症例

はなかった．6～12カ月後の再造影では，3症例に巨

大瘤を含む新たな冠動脈拡張病変を認めた．DCA直後

の造影を見直すと2症例でDCA施行部位に前後の血

管径より拡張性の変化が認められた．成人でのカテ

ローマに対するDCAにおいても，遠隔期に瘤形成や

拡張性変化を認める報告があるがその頻度は10％以下

とされる．瘤形成した多くは外膜に及ぶ深い切除が原

因と考えられている．今回我々の症例では外膜組織を

認めていないが，川崎病の冠動脈狭窄と粥状硬化によ

る狭窄では血管組織が異なるため切除組織から切除範

囲を類推することは妥当でない．肥厚内膜の深さを考

慮せず切除したことが血管の菲薄化を招いた可能は十

分にある．また正常な中膜を欠く血管は弾力性が乏し

くDCA後dotter　effectにより非切除部位より脆弱に

なった可能性がある．今後川崎病由来の局所性狭窄に

DCAを施行する場合は血管内エコーを併用し切除範

囲，方向に十分注意する必要がある．それで新たな拡

張病変が予防できるか結論するには症例の積み重ねが

必要であろう．

　33．無症候性心筋虚血，および急性心筋梗塞が認め

られた川崎病既往者に対するPTCAの有用性の検討

　　　　日本医科大学小児科

　　　　　　武智　信幸，小川　俊一，日野佳昭

　　　　　　神保　　修，勝部　康弘，永井　雄一
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　　　　　　ヒ砂　光裕，大久保隆志，倉持　雪穂

　　　　　　山本　正生

　目的：無症候性心筋虚血および急性心筋梗塞が認め

られた患者に対するPTCAの有用性を検討した．

　対象：川崎病既往者で冠動脈病変を有し，塩酸ドブ

タミン（DOB）負荷心筋シンチ，体表面加算平均心電

図による心室遅延電位測定，体表面マッピングを施行

し無症候性心筋虚血と推定された4例，および急性心

筋梗塞が認めれらた2例の計6例．

　症例：無症候性心筋虚血が推定された4例に冠動脈

造影を施行し，3例にはseg　1～2，1例にはseg　6に

99％の狭窄が認められた．PTCAはUSCI　ProCross

2．5～3．5mmにて，8～12気圧，60秒間施行した．

PTCA直後の冠動脈造影ではいずれも25％以下の狭

窄にまで改善した．PTCAによる合併症は認められな

かった．PTCA　3～6カ月後に行った冠動脈造影では

4例中3例はPTCA直後と変化が認められないか，も

しくは50％以下の軽度の再狭窄が認められた．同時期

に施行した心筋虚血推定の検査では3例とも虚血所見

の消失が認められた．またseg　6に巨大冠動脈瘤とその

入口部に99％狭窄が認められた1例は99％の再狭窄が

認められた．冠動脈バイパス手術の適応と考えられ，

その後施行された．急性心筋梗塞が認められた1例は

発症3時間後に冠動脈造影が施行されseg　2の完全閉

塞と診断，PTCR後90％狭窄まで改善した．第6病日

にSpectron　3．Olnmを用いて14気圧60秒間にて

PTCAを施行，25％狭窄まで改善したが下壁の軽度収

縮低下が残存した．約3カ月後の検査では同部位に

50％の軽度再狭窄が認められたが，下壁の収縮低下は

さらに改善が認められた．急性心筋梗塞が認められた

らもう1例は発症直後に来院．来院後vfとなり

DABPを施行，また冠動脈造影にてseg　2の完全閉塞

が認められた．直ちにt－PA　320万単位にてPTCRを

施行し90％狭窄まで改善した．引き続きPrOnto　3．O

mm　IO気圧にてPTCAを施行し75％狭窄まで改善し

たが後下壁の軽度収縮低ドが残存した．2カ月後の検

査では同部位に90％の再狭窄が認められれたが，側副

血行路の発達が良好であり再度のPTCAは不必要と

考えられた．

　結語：川崎病既往者の無症候性心筋虚血および急性

心筋梗塞に対するPTCAは有効と思われた．　PTCA

に際しては比較的高圧を要したが，それは狭窄部位の

石灰化によるためではないかと推察された．巨大冠動

脈瘤前後の狭窄性病変に対するPTCAは再狭窄が出

日本小児循環器学会雑誌　第1：1巻　第5号

現することがあり注意を要する．その原因として瘤内

での血行動態が関与しているのではないかと推察され

た．

　34．川崎病後右冠動脈狭窄に対して経皮経管的冠動

脈形成術（PTCA）を施行した1幼児例

　　　　小倉記念病院小児科　　　　　岸川　憲二

　　　　同　循環器科　　木村　　剛，延吉　正清

　　　　島根医科大学小児科　　　　　羽根川紀幸

　症例：4歳8カ月男，体重］7．5kg．’ド成5年5月5

日（1歳6カ月）川崎病発症，翌6日入院，2峰｜生の

発熱でγ・グロブリン400mg／kg／日×5日間＋lg／日⊥

500mg／kg×2日間等で強力に治療したが反応悪く，

両側冠動脈瘤（＃1～2：8．9mm，＃5～6：6．9mm）をの

こした．1年後の冠動脈造影（CAG）にて，右冠動脈

瘤はかなり退縮したが，瘤の前後に75％，50％の狭窄

を生じた．このため，抗血栓療法としてアスピリン・

チクロピジンにワーファリンを併用した．3年後の

CAGにて右冠動脈瘤の近位端に90％の局所性狭窄を

生じたため，無症状ではあるが，PTCAの適応と判断，

当院循環器科にてPTCAを行った．塩酸ペチジン等で

鎮静後，7FLR3．5をガイドカテーテルとし，以ドの操

作を行った．ガイドワイヤの狭窄部通過は容易で，ニ

トロール冠注後，冠動脈内エコーを施行したが明瞭な

石灰化を認めなかった．この時心電図上STのヒ昇が

みられたが，血圧低ドなく，そのまま引続きPTCAを

行った．PTCAバルーンカテは，バンディッド2．25mm

を用い，＃2の狭窄部に挿入（容易），10気圧1分，3分

拡張にて，ウエストは完全に消失した．直後の造影で

＃3にスパズムを生じたが，ニトロール冠注にて徐々に

軽快，ST変化もほぼ回復した．＃2の狭窄は90％から

25％に改善，良好な結果と判断し，カテを終了した．

現在外来で経過観察，近く術後カテを行う予定である．

　幼児の川崎病後冠動脈狭窄に対する，PTCAは適当

なサイズのデヴァイスが入手できず困難を伴うが，バ

ルーン拡大術は現在の成人用を用いてほぼ可能と思わ

れた．

　35．大動脈炎症候群における腎動脈狭窄に対して経

皮的バルーン拡張術を施行し，その効果が3年以上に

わたり持続している1男児例

　　　　京都府立医科大学小児疾患研究施設内科部門

　　　　　　城戸佐知子，問山健太郎，佐藤　　恒

　　　　　　小澤誠一郎，寺町　紳二，中川　由美

　　　　　　周藤　文明，坂田　耕一，神谷　康隆

　　　　　　糸井　利幸，浜岡　建城，尾内善四郎
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　大動脈炎症候群による腎動脈狭窄に対して14歳時に

経皮的腎動脈バルーン拡張術（以下PTRA）を施行し，

3年半にわたって効果を維持している症例を報告す
る．

　症例は14歳時に高血圧および右上肢脈拍触知困難を

認めたため大動脈造影を施行，左頸動脈閉塞，左鎖骨

下動脈狭窄，右腕頭動脈拡張，右上腕動脈閉塞，右腎

動脈狭窄などを認め，血液検査所見および臨床症状か

ら大動脈炎症候群と診断された．血圧はカプトプリル

内服後も上昇し180／120mmHg，血中レニン活性も43

ng／ml／hとなり，レノグラムでも腎機能の著明な低下

を認めたため，PTRAの適応と考えた．

　PTRAは右腎動脈径と同じ4mmのUSCI社製
Dorrossバルーンカテーテルを用い，10atmで60秒間，

ウエスト消失を目標に3回加圧した．PTRA前は右腎

動脈がほとんど造影されなかったが（図A：大動脈造

影のDSA），　PTRA後は造影され，最狭窄部は3．Omm

へ拡張された（図B）．また，血圧も24時間以内に130／

90mmHgへ低下した．

　拡張された右腎動脈は，その2週間後にも内腔が保

たれ（図C），2カ月間で血圧も115／75mmHgまで低下

した．9カ月目に確認カテーテルを行った際，内腔は

ほぼ保たれていたが，このときに施行した血管内視鏡

にて内膜の増殖を疑われたため，再度4mm，　8atmで60

および90秒間の拡張術を追加した．この時のPTRA

では術前後で著明な造影上の変化はなかった．さらに，

』」一 1メ』一

図
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3年半後にカテーテル検査を施行したが，大動脈造影

のDSAで右腎動脈は3．9mmであり（図D），レノグラ

ムでは右腎はサイズは小さいものの機能は正常化して

いた．このとき施行したIVUSの所見では，左腎動脈，

右腎動脈末梢はほぼ鮮明な1層構造を示したが，以前

の狭窄部の一部に内膜増殖を認めた．これが，PTRA

後の変化なのか，大動脈炎症候群による変化であるの

かは定かではないが，プラーク圧縮によって内腔が拡

大されたことを示唆する所見が含まれていると思われ

た．現在，血圧は降圧薬なしで正常範囲に保たれてい

る．

　大動脈炎症候群のPTRAでは，諸外国の少数の報

告では初期成功例70～80％，2年後の再狭窄は約20％

とされているが，降圧剤の内服を続行しているものも

あり，完全な効果を期待するのは難しいようである．

本症例で極めて良好な結果を維持している理由は，

PTRA施行時期が発症後間もなくで，慢性非活動期に

達しておらず，この時期にステロイドによる治療効果

も良好であったことが大きいと思われる．また，9カ

月目の確認カテーテルで，僅かの径の減少に対して再

度拡張術を追加していたことも，功を奏したと考えら

れる．この症例から，大動脈炎症候群のPTRAでは炎

症反応軽快後早期に施行し，積極的にfollow　upカ

テーテルを施行することが良い結果につながるものと

思われた．

　36．PTRA（percutaneous　transluminal　renal

angioplasty）にて左腎梗塞を生じた両側性腎動脈狭

窄症の1例

　　　　大阪医科大学小児科，＊同　放射線科

　　　　　　井上　彰子，片山　博視，玉井　　浩

　　　　　　山本　和宏＊，清水　雅史＊

　PTRAは侵襲性も低く，長期的な効果を得ることが

可能であるため，腎血管性高血圧の治療法として評価

が定着してきている．しかし，小児に対するPTRAの

経験は，いまだ少ない．今回我々は，両側性腎動脈狭

窄症に対するPTRA施行後，13日目に血栓によると

思われる腎梗塞をきたした症例を経験したので報告す

る．

　症例は14歳女児，主訴は高血圧．平成6年10月，学

校検診にて170／110mmHg程度の高血圧を指摘され

た．レニン活性正常，カプトリル試験陰性であり本態

性高血圧として，フロセミド，スピロノラクトンの内

服をしていた．その後レニン活性の上昇を認めエナラ

プリルを追加したが，血圧のコントロールは困難で
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あった．腹部エコー上，腎動脈内に異常血流を認め，

MRAにて両側の腎動脈狭窄を疑われたため，　DSA目

的にて平成7年当科入院となった．入院時血圧は150／

98mmHgで，腹部で血管雑音は聴取しなかった．血液

検査では，レニン活性が15ng／ml／hrと上昇を認めた

が，一般検血，生化学に異常なく，眼底所見を含め大

動脈炎症候群を疑うような所見は認めなかった．入院

後に施行したDSAで，両側腎動脈の起始部よりやや

末梢側に右側50％の狭窄，左側99％の狭窄と，狭窄後

拡張を認め，レニン活性は右腎静脈で2．5ng／ml／hr，左

腎静脈で5．8ng／ml／hrと，その比は1：2．3であった．

以上よりPTRAの適応となり，右側3mm，5mm，左

側3mm，4mm，5mmのPTCA用バルーンで8～10気
圧の加圧を行った．造影上，右腎動脈の狭窄部の径は，

2．3mmから3．1mmへ，左腎動脈は，99％の狭窄から

1．9mmへと，やや拡大し血圧も低下を認めた．　PTRA

に際し，抗凝固療法として術中にヘパリンを局注しチ

クロピジンの内服を開始した．その13日後，突然左側

腹部痛が出現し，腹部CT上，左腎梗塞像を認めた．

同日緊急で再度DSAを施行したところ，左腎中腹の

血流は途絶し，左腎動脈内に血栓を疑わせるdefectが

見られた．直ちにt－PA局注などの線溶療法を行い，左

腎中腹の血流は再通，梗塞像は改善を認めた．

　PTRAの合併症としての血栓塞栓症の頻度は，0

～4．7％で，血管損傷に次いで多いとされている．その

ため，術前後での充分な抗凝固療法は，極めて重要で

あり，又，血管攣縮防止にニトロ製剤も考慮すべきで

あるかと思われた．PTRAは腎血管性高血圧に対して

有効な治療法であるが，小児ではまだ症例数も少なく

今後も慎重な検討が必要であると考えられた．

　37．肺静脈狭窄に対するバルーン血管拡張術一成犬

を用いた実験的研究

　　　　自治医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　白石裕比湖，菊池　　豊

　背景：肺静脈狭窄におけるバルーン血管拡張術の長

期有効性は確認されていない．そこで，長期有効性を

確立する手がかりとして，1）肺静脈狭窄の作製とバ

ルーンカテーテルでの狭窄解除とが可能か否かを判断

し，2）バルーン拡張後の組織学的変化を知る目的で，

雑種成犬を用いて検討した．

　方法：（急性実験）：雑種成犬3頭をペントバルビ

タールにより静脈麻酔し，人工呼吸器による呼吸管理

下に左第5肋間で開胸した．左上肺静脈を露出し，血

管鉗子にて遮断した．肺静脈の外径が1／2程度になるよ
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図　肺静脈狭窄のバルーン拡張2週間後の組織（HE
　染色）

　内膜・中膜内の出血は吸収され，内腔は完全閉塞し

　ていた．

うに5－Oプロリン糸にて肺静脈が左房に開口する付近

で縫縮した．鉗子をはずし，狭窄部よりも末梢の肺静

脈からカットダウン法にてカテーテルを挿入し，圧測

定により狭窄を確認した．次いで血管拡張用バルーン

カテーテル（Z・Med　10mm）を挿入し，狭窄部に進め

て7気圧10秒間拡張した．圧測定により狭窄解除を確

認し，屠殺した．（慢性実験）：雑種成犬4頭を用い，

同上の手技で肺静脈を縫縮した．この後閉胸した．2

週後に再び開胸し，狭窄部よりも末梢の肺静脈から

カットダウン法にてカテーテルを挿入し，血圧測定（圧

較差）と血管造影の後，血管拡張用バルーンカテーテ

ルを狭窄部に進めて拡張した．

　1）再度肺静脈の血圧を測定して狭窄解除を確認し，

屠殺した（n＝2）．

　2）再度肺静脈の血圧を測定して狭窄解除を確認し，

末梢の肺静脈を再建して閉胸し，更に2週後に屠殺し

た（n＝2）．この間に抗血小板薬や抗凝固薬を投与して

いない．

　肺静脈組織をフォルマリン固定し，HE染色・

Masson－trichrom染色した．

　結果：肺静脈狭窄は全例で作製可能であった．狭窄

前後での圧較差は3～5mmHgで，剖検上，肉眼的には

肺静脈に縦走する内膜の断裂と内膜下出血を認めた．

組織学的には内膜・中膜の断裂，内膜・中膜内の出血，

血栓形成が見られた．一度作製した肺静脈狭窄は慢性

期にも持続し，拡張直後では同上の組織所見が得られ，

拡張2週後には内腔が完全閉塞していた．

　考案：開胸下での肺静脈狭窄モデルの作製は可能で

あった．また，肺静脈末梢からのバルーンカテーテル
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挿入，それに引き続く血管拡張が可能であった．バルー

ン拡張後の肺静脈の組織学的変化として急性期の血栓

形成があり，慢性期には内腔が閉塞していた．さらに

検討を進めることで，肺静脈狭窄バルーン拡張後に長

期間開存を維持するための基礎データを得ることがで

きる．

　38．インフレートとディフレートに有する時間の検

討一異なる径のシリンジを用いて一

　　　　新潟大学小児科

　　　　　　佐藤　誠一，朴　　直樹，小野塚淳哉

　　　　　　鈴木博，遠藤彦聖，廣川徹
　　　　　　竹内　菊博，内山　　聖

　目的：シリンジサイズと注入圧・吸引圧の関係につ

いて，径が小さい方が最大注入圧は大きく，径が小さ

い方が最大吸入圧は大きいと，すでにAbel　JE（Am．

J．Roentgenol　135：901－905，1980）が報告している．

シリンジ径の異なるインフレータを用いて，インフ

レートとディフレートに有する時間を検討した．

　方法：インフレータはディジタルで圧表示可能なも

のとし，小径シリンジには：Merit　Medical社製Mon・

arch（20m1）を，大径シリンジには：Boston　Scientific

社製Digiflator（60m1）を用いた．使用したバルーンカ

テーテルは3本で，New　Ultra－thin（10mm×2cm，12

ATM，75cm），　XXL（12mm×2cm，8ATM，75cm），

TYSHAK（12mm×2．5cm，4ATM，85cm）である．

注入液には，生食水で4倍に希釈したオムニパーク350

と，生食水とを用いて比較検討した．インフレートは，

径が拡張するまで全力で押した後に，回転させて最大

圧まで加圧した．加圧開始から目標最大圧±O．5ATM

までの時間を計測し，10回の平均値を求めた．ディフ

レートには，通常の最大吸引圧をかけた状態でバルー

ンが扁’rになるまでの時間を計測し，10［”1の平均値を

求めた．

　結果：3本のバルーンで，インフレートとディフ

レートに有した時間を，それぞれ平均値±標準偏差

（sec）で表1に示す．

　考察：インフレート：Abelの結果と同じく，小径の

方が短時間に最大圧までかけることができた．しかし

高耐圧バルーンでは差が少ない傾向にあった．内筒を

回転させて最大圧まで加圧する方法では，同じ回転数

ならば内径が大きい方が注入量が多くなることによる

ものと考えられた．したがって，今後さらに高耐圧の

バルーンが使用されることを考えると，今後はむしろ

大径の方が注入時間が短時間になる場合も推定され

た．

　ディフレート：Abelの結果と反対に，大径の方が時

間を必要とした．その理由としては，1）Abelは親指1

本での最大吸引圧を測定しており，今回の最大吸引圧

とは異なる可能性があること，また，2）バルーンカ

テーテルのシャフトは可能な限り細くさせる傾向にあ

り，シリンジからバルーンまでの内腔の問題，さらに

3）最大吸引圧をかけると，シリンジ内に残存するエ

アーによる陰圧の問題，なども考えられた．一方，3

本のバルーンともに生食水の方が短時間であったこと

から，可能な限り希釈した造影剤を使用した方が速や

かにディフレートできることが示された．

　39．小児カテーテル治療に要する透視時間と照射線

量

　　　　東京女子医科大学付属日本心臓1血圧研究所小

　　　　児科

　　　　　　辻　　　徹，中西　敏雄，近藤　千里

　　　　　　朴　　仁三，森　　善記，中澤　　誠

表1　異なるシリンジ径のインフレータにおける，

　に有する時間

インフレートとディフレート

インフレート ディフレート

バルーンカテーテル
小径シリンジ 大径シリンジ 小径シリンジ 大径シリンジ

造影剤 5．21±0．24 5．55±0．72 6．40±O．45 7．42±0．34＊

New　Ultra・thin 寧 ＊ ■

生食水 4．67±0，24 5．43±O．2〔1＊ 4．95±0．22 5．32±O．34＊

造影剤 4．27±0．23 5．24±O．54寧 5．53±O．39 6．21）±0．2P

XXL ホ ＊

生食水 4．06±O．25 5．05±O．31＊ 4．70±O．32 4．31±O．47＊

造影剤 2」6±0．19 3．78±O．39＊ 1．55±0．19 1．72±f）」0

TYSHAK 寧 ＊

生食水 2．24±O．34 3．47±0．47’ 1．26±0．10 1．31±〔1．13

平均値±標準偏差 ＊：P〈0．Ol
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　　　　　　門間　和夫

　目的：カテーテルによる治療はめざましく進歩して

きたが，放射線被曝については忘れがちになっている．

カテーテル治療に費やす時間が長時間に及ぶこともあ

表1－1結　果

面積線量
（CGycm2）

透視時間
（min）

面積線｝☆
身長

No　illtervelltiOn 4，865±4，560 37±21 44±33

IntervelltiOn 8，254±6，301 74エ40 69エ45

表1－2　1nterventionの部位別分類

面積線量
（cGyCm’）

透視時間
（milD

面積線量／

身長

Brallch　PS 8，518±6，280 72±49 75±45

Bi1．　brallch　PS 10ほ17＝8，137 84二25 86±56

Conduit　stenosis 13，936±7，039 86±38 96±41

Coil　embolizatiOI1 2，697±1，953 68±22 25＝20

PDA　coli
　embolizatio11

ll，532±7，196 38±22 80±38

PPA　o1・PPA 93±50

Valv，　PS 3，237エ4，075 46±16 38エ46

pS　with　TOF　Or　SV 8，896±5，672 78±31 84⊥46

AS 8，130エ4，766 54エ24 61±15

AI・ch　stenosis 9，734±6、179 55±21 lll±7

BAS　bv　balloon　　　　　ピ 2，｛｝46上1，8｛｝1 89ゴー50 34エ28

PTMC 104±29

Catheter　AblatiOI1 97±17

表13一般的によくおこなわれているintervention

症　　例 1 2 3 4 5

IIltervelltion

　部位
PI）A　coli V．pS

Branch
　PS

COIldし1it CoA

面積線；」｛：

　（cGvCm2）　　． 12，370 14，IO3 8，002 12，929 14，103

身長（cm） 152 121 132 145 121

面積線llt身長 81 116 61 89 116

透視時間（min） 91 105 211 73 105

推定照射面積
　（cmり

正面 169 147 155 164 147

側面 102 91 95 99 91

推定線量
　（cGy）

正面 73 96 52 79 96

側面 121 155 85 130 155
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り透視時間が長くなったり被爆線最が増加する危惧が

ある．そこで我々は透視時間と照射線t“：を計測し，No

intervention群とlntervention群とに分類し比較検

討した．

　対象と方法：症例は，94年6月1日から96年9月30

日までに当院にて心臓カテーテル検査を施行された

1，156例である．内訳はNo　intervention君羊921例，

Intervention群235｛列である．全例において透視時間，

307例において面積線量を計測した．放射線の影響は面

積線量のみでなく，面積線量を体格で補正した値で比

較した方がよい場合もあり，第1に面積線量，第2に

面積線量を身長で補正した値，第3に面積線硅を照射

野で補正した値を用いた．

　結果：面積線量，身長での補正値，透視時間ともNo

intervention群に比し，優位にIntervention群では多

かった（表ll）．　Interventi（mの部位別に分類した結

果（表1－2）では，面積線量で比較するとBil．branch

PS，　Conduitstenosis，　PDA　coil　embolizationが多く，

身長にて補正するとCoAが多くなっていた．一般的

によく行われているinterventionの’1’：均的な面積線

最と，身長で補正した値，さらに単位面積あたりの推

定線量を求めた（表13）．単位面積当たりの線娃は50

cGy～155cGyと推定された．急性放射線障害の一時的

皮膚発赤がおこるとされている2Gyを越えたと推定

される患児は2名存在したが，発赤等の急性障害は，

人院中には認められなかった．

　結語：小児カテーテル治療に費やす透視時間と面積

線量は，診断カテーテルより優位に多かった．被爆吊

としてトータルの面積線量のみでなく，身長あたりの

面積線量や単位面積あたりの線演も考慮すべきである

と思われる．当院では，放射線障害による皮膚障害，

悪性疾患の発生は今のところ認められていないが，今

後長期の経過観察が必要であると思われた．

　40．カテーテル治療と外科手術一過去5年間におけ

る変遷一

　　　　岡山大学医学部小児科，＊同　心臓血管外科

　　　　　　大月　審一，鎌田　政博，荒木　　徹

　　　　　　片岡　功一，石原　陽子，清野　佳紀

　　　　　　佐野　俊二＊

　目的・対象・方法：1991～1995年の5年間に実施し

たカテーテル治療件数，対象疾患の変遷，治療内容・

成績について調査した．また同時期における外科治療

の症例数・手術内容も調査対象とし，カテーテル治療

と外科治療相互の役割の変遷等を明らかにし，今後の
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課題を検討した．

　結果：年間のカテーテル治療件数は，1991年から5

年間に3例から57例への急増，心臓カテーテル検査に

tliめる割合も2％から22％へと増大した．1992年度ま

ではBASとバルーン肺動脈弁形成術が主体で，術後

症例はCoA術後の2例のみであったが，外科手術件

数の増加（124から225例／年）に伴いカテーテル治療の

20％前後であった術後症例が急増，1994年以降，カテー

テル治療の40～50％．占めるようになった．調査期間

中，カテーテル治療を将来必要とする可能性がある手

術件数は，35％から60％へと増加，PA／VSD・ToFに

対する右室流出路再建術，PPAに対する肺動脈弁形成

術，TGAのJatene術，　CoAに対する大動脈形成術な

どが多かった．一方，外科手術が著明に減少した疾患

群はPS・PI）Aであり，　PSに対する外科治療件数はバ

ルーン弁形成術が無効であった0～2例／年のみで

あった．PI）Aに対する外科治療もコイル塞栓術開始後

には肺高血圧症を伴う症例のみ（数例／年）と減少，術

後遺残短絡に対する塞栓術も積極的に施行している．

　考察・結語：カテーテル治療の役割は，1）手術まで

の状態を良好に保つ，2）根治的に治療する，3）最終

治療として術後合併症を改善する，4）術後合併症を改

善し次期手術に備える，など多岐にわたっている．外

科との密接な関係のもとsystematicな治療体系を確
、t

ノ：する事により，より安全・高度な治療を行うことが

［i∫能である．

　41．血管内エコーによる経皮的バルーン血管形成術

前後の血管内腔評価

　　　　東京女子医科大学循環器小児科

　　　　　　飛田　公理，中西　敏雄，富松　宏文

　　　　　　森　　善樹，近藤　「里，門間　和夫

　背景および目的：血管内エコー（IVUS）は，血管内

腔の形態観察に優れた検査法である．一方，経皮的バ

ルーン血管形成術（BD）は，血管内腔に亀裂が入るこ

とでlrtl管径の拡大が得られると言われている．今回，

我々はIVUSを用いてBD後の血管内腔の形態変化

および血管径計測を行い，心血管造影（Angio）と比較

することで，BI）の効果判定にIVUSが有用か否かを

検討した．

　対象と方法：対象は，BD時にIVUSを施行した各

種心疾患児17例で，肺動脈狭窄16例（内訳はJatene術

後4例，Fallot四徴症術後6例，両大血管右室起始症

術後2例，Fontan術後2例，純形肺動脈閉鎖BTシャ

ント後1例）と大動脈弓狭窄（術後再狭窄）1例であ
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る．肺動脈20カ所および大動脈1カ所の計21カ所に

BI）を施行した．年齢は2～12歳，’lz均6±3歳，体重は

12～45kg．　IVUSはSonos　Intravascular（Hewlett

Packard）と3．5F－30MHzのプローべ（Boston
Scientific）を用いた．　AngioはBD前後で選択的肺動

脈または大動脈造影を施行した．血管径の計測は，

Angio画像およびIVUS画像をオフラインで
Macintosh475（Apple社製）に取り込み，計測ソフト

にはNIH－Image　1．60を用いた．　Angio画像は256階調

グレースケールに変換しデンシトメトリーを行い，関

心部位の造影剤と背景の変曲点間の距離から血管径を

求めた．IVUS画像は短軸内径を計測した．これらの結

果よりAngioとIvusとを比較した．

　結果：BD後のAngioとIVUSの形態所見として，

Angioは単純な拡大（D），瘤形成（A），突出（P）お

よび壁不整（W）の4型に，IVUS所見は内膜剥離を認

めない単純な拡大（S），明らかな解離を伴う内膜剥離

（1＆D）および内膜剥離のみ（1）の3型に分類した．

AngioとIvusの所見を比較すると，　Angioで（D）

の5カ所のIVUS所見は，3カ所が（S），2カ所が（1＆

1）），（A）の2カ所は全て（1＆D），（P）の12ヵ所は，

Angio IVUS

　　　　　　　　　／内膜剥離のない単純な拡大（S）n＝3
単純な拡大（D）n＝5
　　　　　　　　　　内膜剥離＆解離（1＆D）
瘤形成（A） n＝2　一内膜剥離＆解離（1＆D）

突出（P）

壁不整（w）

Il＝12・
／内膜剥離＆解離（1＆D）

　内膜剥離のみ（D

　　／内膜剥離＆解離（1＆D）
Tl＝2
　　　内膜剥離のみ（1）

11＝2

n－2

n・こ11

n＝1

n－1

11＝1

18

16

　14

盲12

ε1・

巴・

≧6

　4

図　1

024681012141618　　　　Angio（mm）

図　2

Y＝0．86X＋0．95

r＝O．90

n＝43
P＜0・①1

Presented by Medical*Online



696　　（78）

llカ所が（1＆1）），　1カ所が（1），　（VV）（ノ）2カ所は，　1

カ所が（1＆1）），1カ所が（1）であった（図1）．

　血管径は21本のlflL管についてBI）前後で計43カifJfを

計測した．Angio（X）とIVUS（Y）の比較では，　Y二

〇．86X　LO．95（r＝0．90）で，　IVUSが径を過少評価し

たが両者の間に良好な相関を認めた（図2）．

　考案：IVUSは，　BD後の［llL管内腔の形態変化とし

て，内膜の剥離および解離．を鮮明に捕えることができ

た．また，Angioでは判別’fく能であった内腔の形態変

化を鑑別することが可能であった．血管内径の比較で

も，Angioに比べ過少評価されたが良好な相関を得

た．以ヒより，IVUSはBDの効果判定において有川な

検査法と思われた．

　42．異型大動脈縮窄，上腸間膜動脈狭窄，右腎動脈

狭窄に対して，バルーン血管形成術を施行した1例

　　　　徳島大学医学部小児科

　　　　　　早淵　康信，松岡　　優，新居　正基

　　　　　　森　　一博，中川　礼子，黒旧　泰弘

　バルーン血管形成術が著効した異型大動脈縮窄，ヒ

腸間膜動脈狭窄，右腎動脈狭窄の症例を経験した．本

症例のM1管状態観察に，血管造影，ヘリカルCT，1｛ll管

内エコー，コントラストエコーなどが有用であった．

　症例は9歳，女児．4歳時，けいれん発作が出現し

た．高1【il圧脳症，左右腎動脈狭窄，左副腎過形成と診

断され，左副腎摘出f］；1および左右腎動脈形成／，lliを施行

された．以後，高lfiL圧は軽快し，日常生活に支障なかっ

た．9歳Hltj…，頭痛，腹痛が出現し，高］IH圧の増悪が再

度，認められたため，精査加療目的で当科紹介され，

人院した．Ifll圧はヒ肢が184／110mmllgと高lrlL圧を認

め，ヒド肢に50mmllgの圧格差を認めた．縢部に

Levine　II度の111L管性連続性雑1㌣を聴取した．

　大動脈造影では異型大動脈縮窄，日揚間膜動脈狭窄，

右腎動脈狭窄を認めた．この状態は，ヘリカルCTに

おいても同様の所見が得られ，血管の変形がより明瞭

に確認できた．異型大動脈縮窄，ヒ腸問膜動脈狭窄お

よび右腎動脈狭窄に対して，バルーンlnl管形成術を施

行し，著明な拡張が確認できた．この部位の血管内エ

コーでは，大きなflapが，認められました．アルブネッ

クスによるコントラストエコーによって，真腔と偽腔

の交通性を確認できた．これは，大動脈造影CTにお

いても一一i致する所見が確認できた．右腎動脈拡張前後

のレノグラムでは，右腎の排泄遅延のハターンがlli常

化したことが確認できた．

　本症例では，1疽管造影に加えて，ヘリカルCT，血管

川本小児循環器学会雑w、第13巻　第5LJ

内エコー，IflL管内コントラストエコーを使用すること

により，異常lllL管の的確な把握が可能であった．今後，

Ihl管内中膜の肥厚および断裂・解離の状態について経

過観察する必要があると考えた．

　43．動脈瘤の拡大をみた大動脈縮窄の術後長期遠隔

期のバルーン拡張術症例

　　　　兵庫県立尼崎病院心臓センター小児部D，外

　　　　科部2），武知小児科3）

　　　　　　坂崎　尚徳1）鈴木　嗣敏D槙野征一一郎1｝

　　　　　　笹橋　　望2）花田　正治L’）岡本　文雄21

　　　　　　安藤　史隆2｝武知　哲久u

　緒言：大動脈縮窄の」血管拡張術後の動脈瘤のr・後は

不明であり，その取り扱いについて問題となった症例

を提示する．当センターで，1991年2月より施／’∫した

illterventiOnは81件で，その内，術後の大動脈縮窄に対

して10件の血管拡張術を行い，9件で有効であった．

施行時年齢は，本例の1例以外はすべて1歳以ドで，

動脈瘤の合併はこの12歳の1例0）みであった．

　症例：13歳の男子，CoA　PDA，生後1カ月にsub－

clavian　fiap，4歳時昭和63年に再狭窄のため縮窄部切

除とend－to－end　allastolllos．　ig．を受けた．その後，心エ

コー図検査で圧較差301〕m111gのため経過観察してい

たが，12歳時，運動後のト肢のだるさやつまずきやす

い等の症状が出現し，圧較：差491〕コmllgと進行してきた

ためlllL管拡張術を施行した．狭窄径は9．5mm横隔膜レ

ベル∪）大動脈径18mmであった．　New　ultl’athin　Ba／－

lon　catheterで，横隔膜レベルの大動脈径18nm1を越

えないよう，1｛｝mmと12mmを／吏川し，1｛｝atm，30～60

秒のinflationを引’4回，ウエストが消失するまで行っ

た．圧較差はOmmHgと箸効したが，1白：後の動脈造影で

小さな動脈瘤が認めました．特に症状なく外来で経過

観察したが，1年後の造影で動脈瘤の大きな拡大を認

めた．動脈瘤が1年間で大きく拡大している事と家族

の不安も強いことより，’P成8年12月に18mmの人JI：

［ln管で動脈瘤前後の全置換術を施行した．手術所見で

は，左背側に約2cmにわたる動脈瘤を認めた．病理組

織像では，内膜は剥離し，中膜に粘液腫様変性を認め

たが，中膜外膜ともに保たれていた．

　考察：動脈瘤の成因としては，術後長期遠隔期のた

め，吻合部のlfn管壁の伸展性が悪かった可能性があり，

術後長期例では注意が必要と考えられる．本例は，動

脈瘤が1年間で大きく拡’大している事と家族の不安も

強いことよりr・術に踏み切ったが，中膜外膜ともに保

たれており経過観察も可能であったかもしれない．し
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かし，成人の真性大動脈瘤と異なり内膜が剥離してい

るこヒより，成長によりどう変化してゆくか不明であ

る．今後IVUS等による詳細な検討が必要と考える．

　結語：1）CoA　o）Ball（）n　angioplas　ty（BA）後に動

脈瘤の拡大を認め，人’111fll管全置換術を施行した症例

を報告した．2）術後長期遠隔期のCoAに対するBA

は，動脈瘤の発生や拡大に，注意が必要と考えられる．

3）BA後の動脈瘤は，現在のところf後は明らかでな

く，今後IVUS等による検討が必要である．

　44．心内修復前にバルーン血管形成術を施行した大

動脈縮窄複合の乳児例

　　　　聖隷浜松病院小児科

　　　　　　　　　　　　西尾　公男，横山　岳彦

　　　　　　　　　　　　瀬［　IE史，鬼頭　秀行

　　　　1司　　’〔二‖蔵If［1‖亨夕V‡斗

　　　　　　　　　　　　小出　昌秋，酒井　　章

　症例：生後10カ月男児．39週4日2，96091E常分娩に

て出生．生後1カ月大動脈縮窄複合の疑いにて当院へ

紹介された．入院時体重3，615g．多呼吸を認め，ヒード

肢の血圧差は8～10mmHgであった．胸部X－Pでは心

胸比64％，肺血管陰影の増加を‘｝1していた．心電図は

左室肥大，心エコー検査では漏斗部中隔の後方偏位を

伴う室ヒ稜型心室中隔欠損を認め，動脈管は閉鎖して

いた．大動脈弓の断層像及びパルスドップラーエコー

によるド行大動脈の血流バターンからは明らかな大動

脈縮窄の像は呈していなかった．人院後利尿剤の内服

にて多呼吸も改善したため外来にて経過観察していた

が，生後3カ月半体ln増1川不良（4，50｛｝9）を1｝1したた

め，生後4カH心臓カテーテル検査を施行した．その

結果肺体血流比1．9，1：行大動脈とド行大動脈の圧較差

は20mmllg」であった．大動脈造影側［rliにて縮窄部3．5

mm，下行大動脈5．5mmと軽度の大動脈縮窄を認め

た．以ヒより心内修復時には縮窄は不利と判断し，5

mmのTyshakバルーンカテーテルにて血管形成術

を施行した．術後圧較差は1（lmmllgに軽減されたため

外来通院としたが，その後の体重増加は良好であった．

生後10カ月体重6，640gにて心臓カテーテル検査及び

IllL管内エコーを施行，肺体lfi1流比2．0，ヒ行大動脈　下

行大動脈圧較差は認められなかった．lhl管内エコーで

は1〔Il管形成術後ぴ）血管壁のremodeling，　s．　carringを認

め，今［，・1の11ative　CoAに対するバルーン血管形成術

は適切に行われたと思われた．なおlfil管内エコーは

Ilewlett　Packard　illtravascular　imaging　system，

Bos　ton　Scientific製3．5Fr　30MIIz　Sonicathを用い
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た．

　45．Kabuki　make－up症候群に合併した大動脈縮

窄症に対するバルーン血管形成術

　　　　済生会前橋病院小児科

　　　　　　　　　　　　岡田　恭典，小野　真康

　Kabuki　make－up　syndr（）me（Niikawa　Kuroki

SyndrOme）に合併した大動脈縮窄症に対して経皮的

バルーンlnl管形成術（Ballon　dilation　angioplasty，

以下BI）A）を施行した．　Kabuki　make－up症イ1英群は特

異な顔貌，骨格異常，特異な皮膚紋理，小人症，精神

薄弱等を特徴とする先大奇形症候群である．心血管系

の先天奇形の合併も多く，その55％に何らかの合併心

奇形を認めるといわれ，中でも大動脈縮窄症の合併頻

度が高く25％に及ぶと報告されている．本症候群に合

併した未手術大動脈縮窄症（以ドnative　COA）に対し

BDAを試みた報告例はなく，本症例は各種染色体異

常，先天奇形症候群に合併したnative　COAに対する

治療を考えるヒで貴重な症例と思われたので報告す

る．

　症例は1歳7カ月の女児で診断はKabuki　make－up

症候群，大動脈縮窄症．現病歴では，在胎39週5日，

出生体il7［2，442gで［E常分娩にて出生．生後5カ月時の

乳児健康診断時に発育，発達遅延を指摘され某病院に

て，その特異な顔貌，日蓋裂，低身長，精神発達遅延

等からKabuki　make－up症候群と診断された．又上下

肢のli／圧差より大動脈縮窄症の存在にきずかれ，その

後1歳4カ月の時点で同院にて心臓カテーテル検査及

び心lllL管造影検査が施行された．大動脈縮窄部の圧較

差は30mmllgあり，更に’Vl均肺動脈圧1〕4mmllgと軽

度肺高l／l山三症が認められた．このため大動脈縮窄解除

目的に’1’i成7年12月，1歳7カ月の時点で当院に紹介

人院となった．

　人院時現症では，身長71Cm（－3．3sr））体重8．2kg（－

1．73SD）と高度0）低身ftを認め，ヒド肢血圧差はドッ

プラー法にて約30mmllgであった．胸部聴診では軽度

II音の元進が認められた．肝脾腫大はなく，その他，

rJ蓋裂，左重複腎，脳梁欠損が認められた．なお染色

体検査では46，XXのIE常核型を示していた．

　顔貌は切れ長で大きい眼裂を有し下眼瞼外側1／3が

外反し充lfi1した眼瞼結膜の一・部が見え，眉は弓状で外

側1／3の眉毛は粗，耳は大きく突出しておりKabuki

make－up症／l芙群に特徴的な顔貌を呈していた．

　心臓カテーテル検査では平均肺動脈圧は34mlnHg

と軽度の肺高血圧症を認め，ヒ行大動脈から下行大動
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脈への引き抜き圧較差は32mmHgだった．造影Fl，一ヒ

行大動脈径は7．Ommで縮窄部径2．Omm，横隔膜部下

行大動脈径は7．Ommだった．

　縮窄部位にてMeditech社製血管拡張用バルーンカ

テーテル径6．Omm，2cm長を挿入し，バルーンを12気

圧，IO～20秒の条件で計4回施行，更にバルーンカテー

テル径7．Omm，2cm長のバルーンに変更し同条件で3

回施行した．これによりWaistは消失した．BDA後縮

窄部径は2．Ommから4．5mmに拡大した．　BDA前後

の大動脈造影側面像では拡張部にSpiCulaが形成され

ており，大動脈引き抜き圧較差は30mmHgから4

mmllgまで軽減していた．

　術後10カ月の時点における心臓カテーテル検査では

同部位における引き抜き圧較差は10mmHgで，平均肺

動脈圧はBDA後には20mmHgと正常化していた．し

かしながら同部位における大動脈造影側面像では

BDA施行前には認められなかった瘤状の拡大があ

り，大動脈瘤の合併と思われた．

　Kabuki　make－up症候群は，心血管系の合併として

は，特に大動脈縮窄症，大動脈二尖弁の頻度が多いと

の報告がある．また大動脈縮窄症は様々な先天奇形症

候群の合併症として生じることが多く，なかでも

Turner症候群がよく知られている．　Turner症候群の

血管壁はdissecti（mを形成し易く大動脈縮窄解除に

BDAを施行するには問題があるとされている．今同

我々はKabuki　make－up症ll511群に合併したnative

COAに対しBDAを選択したが，術直後は認められな

かった大動脈瘤が10カ月後施行した造影で認められ

た．又，その表現型の類似性より最近では，Kabuki

make－up症ll芙群とTurner症候群とのオーバーラッ

プの存在も指摘されている．我々の検索した限りでは

Kabuki　inake－up　till三候群に合併した大動脈縮窄症に対

する第一選択の治療としてBDAを施行した報告例は

過去になく，本症例が最初の報告と思われる．Kabuki

make－up症候群に合併したllative　CoAに対しての

BDAは，その適応，及び合併症の点で更に検討される

べき問題を残していると思われる．

　46．大動脈離断複合術後Proximal　archの狭窄の

進行を認めバルーン拡大術が有効であった1乳児例

　　　　茅ヶ崎徳洲会総合病院小児科

　　　　　　　　　　　　堀［　泰典，白井　宏幸

　　　　北里大学医学部小児科

　　　　　　平石　　聰，三沢　仁司，縣　陽太郎

　　　　　　藤野　宣之，広田　浜夫，武田　信裕

日本小児循環器学会雑誌　第13巻　第5号

　初めに：Proximal　arch（Pro　A）の狭小化を伴う症

例の治療成績はいまだ満足しうるものではない．今回，

大動脈離断複合術後Pro　A狭窄の進行を認めバルー

ン拡大術（BAP）が有効であった症例を経験したので

報告する．

　症例：在胎38週，出生時体重2，858gの女児．初回1哺

乳時より哺乳障害があり，2生Uより多呼吸，肝腫大，

チアノーゼ，高度の代謝性アシドーシスを認めた．心

エコー図，radical　allgiography（こて大動脈離断複合

（IAA（type　A），　CAVC，　DORV，　with　hypoplastic

LV）と診断し，　Lipo　PGE1等により管理した．11生Ll，

ModiHed　Blalock－Park並びに肺動脈拘拒術を行っ

た．生後4カ月時，心不全症状増悪（CTR＝73°。）（だ

が，心エコー図上右室収縮能低下，房室弁逆流増加が

ありその原因としてPro　A（手術拡大部より近位部）

の狭窄が考えられた為，BAPを実施した．この時，大

動脈弓圧較差（AoAP）34mmHg，大動脈造影（AoG）

上二Pro　A径1．2mmであった．下行大動脈径4mmより

バルーン径4mm，2Cm長のホプキントン社製カテーテ

ルにて6気圧2回のBAPを行った．術後Pro　A径3

mmと拡大しAoAP　18mlnHgと減少，心不全も改善

したが，術後1カ月ころより再度増悪した．心エコー

図上もProAの再狭窄を認めたため生後6カJl時，2

回目のBAPを行った．この時Ao∠P30mmllg，　AoG

式Pro　A径2．7mmであった．卜行大動脈径は4．lmm

であったが，バルーン径6mm，2Cm長のホプキントン

社製カテーテルにより10気圧2L∫1｜のBAPを行った．

術後Pro　A径4．6mmと拡大し，　AoAPも10mmllgと

なった．2ttJ｜目のBAP後，経過順調となり，1歳4カ

月時においてもProA径に変化を認めず，体重増加も

良好である．

　結語：1．大動脈離断複合術後Proximal　Arch狭窄

症例に対し2度のBAPを実施し，良好な結果を得た．

2．本例では狭窄部位の3．33～2．22倍，ド行大動脈径の

1～1．46倍のバルーンカテーテルを用いた拡大術が有

効であった．3．症例は治療後，発育良好となり1歳6

カ月となった現在，外来通院にて心内修復術に向けて

経過観察中である．

　47．末梢性肺動脈狭窄に対するバルーン拡大術

（BD）のフォローアップ成績

　　　　東京女子医大口本心臓血圧研究所循環器小児

　　　　科

　　　　　　森　　善樹，中西　敏雄，朴　　仁三

　　　　　　辻徹，中沢誠，門間和夫
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　日的：末梢性肺動脈狭窄（PS）に対するBI）のフォ

ローアップ（FU）成績と再狭窄の頻度，要因を検討す

ること．

　対象と方法：BDを施行し，再度心カテを施行した

20例（心内修復術後のPSl6例，姑息術後のPS　4例），

28病変を対象とした．BD直後とFU時（3～71カ月，

’ピ均29カ月）とで狭窄部の圧差と拡大部径の変化につ

いて比較した．径は体表面積で補正した値を用いた．

またBI）の成功例（拡大前と比較して直後の圧差が

50％以ヒ減少，または径が50％以1二増加を成功）のう

ちFU時の圧差，体表面積で補正した径がBD直後と

比較して50％以上増大（圧差），減少（径）したものを

再狭窄例とし，再狭窄群と非再狭窄群とに分けた．両

群でBI）時の圧差の減少率，径の増大率に差がないか，

またBD直後の肺動脈形態で再狭窄率に差がないかを

検討した．肺動脈形態は拡大直後の造影で瘤状拡大し

たもの，内膜，中膜解離を示唆する壁不整がみられた

もの，壁不整はなく径の拡大のみの3つに分類した．

　結果：対象28病変のうち成功例は20病変であった．

圧差は直後26±21mmHgからFU時31±27mmHgと
変化はなく，拡大部径の実測値は直後8．0±3．61nmか

らFU時9．2±4．6mmと増加したが，体表面積補⊥E値

は直後13．0±9．3mm／nl2からFU時11．3±7．6mm／n12

と，直後と比較してFUでは減少した．再狭窄は成功

2〔1病変中，3病変（15％）にみられた．再狭窄群のBD

時0）圧差の減少率は67±5％，非再狭窄群では66±34％

と差はなかった．BD時の径の増大率は再狭窄群46±

39％，非再狭窄群llO±66％と，再狭窄のなかった群で

径の増人が大きい傾向がみられ，径が直後に100％以ヒ

増加したものでは再狭窄はなかったが，両群間に有意

差はなかった．肺動脈形態では瘤形成，内膜，中膜解

離の所見がみられたものでは再狭窄はなく，＋li狭窄3

病変はすべて径の拡大のみの所見であったが，再狭窄

のない17病変中，9病変が径の拡大のみの所見で，肺

動脈形態間で再狭窄率に差はなかった．

　結論：末梢性肺動脈狭窄に対するBDの中期遠隔成

績はおおむね良好であるが，再狭窄が約15％に生ずる．

再狭窄は拡大直後の径の増大が大きいものほど，肺動

脈の内膜，中膜解離の所見がみられた症例では少ない

傾向がみられたが，その要因の詳細は不明で，今後の

検討を必要とする．

　48．血流動態からみた経皮的バルーン肺動脈拡張術

中の効果判定一右肺動脈上行大動脈起始症根治術後に

吻合部の高度狭窄を来した1例における試み一
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　　　　京都府立医科大学小児疾患研究施設内科部門

　　　　　　城戸佐知子，問山健太郎，佐藤　　恒

　　　　　　小澤誠一郎，寺町　紳二，中川　由美

　　　　　　周藤　文明，坂田　耕一，神谷　康隆

　　　　　　糸井　利幸，浜岡　建城，尾内善四郎

　バルーン肺動脈拡張術は，高耐圧バルーンの使用な

どで手技上の工夫は見られるが，安全性の面などで満

足のいくものとは言えず，最近ではステントの使用が

多くなる傾向にある．しかし，ステントは異物でもあ

り，将来的な問題など解決されていない点も残ってい

る．バルーン拡張術の利点は繰り返し施行できるとこ

ろであり，術中に機能的な面からの効果判定ができれ

ば，造影ヒの拡張度や圧較差のみから判断して合併症

を引き起こすことも少なくなり，安全で効果的な治療

法として定着するものと思われる．

　そこで今回我々は，右肺動脈上行大動脈起始の根治

術後に吻合部の高度狭窄を来たし，2度にわたりバ

ルーLン拡張術を施行した症例を経験し，血流動態の変

化を測定，検討したので報告する．症例は根治手術を

生後1カ月目に施行，術後吻合部に高度狭窄を残し，

バルーン拡張術を術後5カ月目と9カ月目に施行し

た．1回目は狭窄部の日owはjet状になっていたが，

2mmから41nlnの1－lopkingtonバルーンカテーテル

を用い，狭窄部は1mm以下から2mmへ拡張された．

2［111目は4mmから6mmのHopkingtonバルーンカ

テーテルを川いたが，1．8nnniから22mmに拡張され

たにすぎず，ウエストは消失しなかった．

　そこで血流動態の変化について，doPpler　flow

velocity（以ド1）FV）’i　1il定およびdegital　subtraction

angiography（以ド1）SA）から得たtime　density　curve

（以下TI）C）の測定を行った．　DFV測定では，’1’：均血

流速は右肺動脈の末梢で1回目は2．7倍，2回目は2．4

倍に，また狭窄部の直後で各々2．5倍，1．6倍に増加し

た．また，図に2回目のバルーン拡張術時の1）SAを示

すが，画像ll明らかに特に右中，下肺野の流量増加が

みられ，これをTDCに描かせると，右肺血流量の増加

とpeakに達する時間が著明に短縮できているのがわ

かる．DSAの利点は少ない造影例でより鮮明な血流分

布の画像が得られ，それを定量化できる点にあるが，

右肺動脈血流量は1回目は2．5～3．0倍，2回目は

1．3～2．3倍に増加し，2回目においても血流動態から

は一十・分な効果があったと判断された．また，IVUSの結

果，術前のほぼ円形の狭い内腔が，術後には5時の方

向に洋ナシ状に突出し，血管がもともとこのような形
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　　　　　　　　　　　　　　　　　図
A：右室造影のDSA（拡張術前）；右肺動脈血流が少なく，特に中，ド肺で著明である．

B：右室造影のDSA（拡張術後）；右肺の血流が改善している．

C：DSAから得られたtime　density　curve（術前）1図中の1～3は右肺動脈，4～6

は左肺動脈，7は主肺動脈0）densityを示す．右肺では左肺に比して著明なpeak　den－

sityの減少とそれに達する時間の延長がみられる．

1）：DSAから得られたtilne　density　curve（術後）1右肺ltlL流（peak　density）の改

善とpeakに達する時間の短縮がみられる．

㌔
に吻合されていたものと考えられた．この所見はlllL流

動態から得られた所見を裏付けており，造影での変化

が乏しかったのもこのような複雑な形態であったため

と思われた．

　以上のように血流動態の変化をみることで，径の変

化よりも敏感に拡張術の効果を確認でき，不川意に大

きなバルーンを用いたり，高い圧をかけることなく安

全に拡張術を終了できるものと思われた．

　49．Jatene術後の末梢性肺動脈狭窄に対し経皮的

バルーン拡張術を施行後，大動脈一肺動脈痩を生じた

1男児例

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　斉藤　一一郎，飯山　智江，於保　信…

　　　　　　百々　秀心，石沢　　瞭

　完全人lllL管転位i∫W後，末梢性肺動脈狭窄に対し経皮

的バルーン拡張術を施行し，大動脈　肺動脈間に痩孔

を生じた症例を経験したので報告する．

　症例：7歳3カ月男児．生・ド時よりチアノーゼを認

め，心エコーにて完全大血管転位（1型）と診断．日

齢0にバルーン心房中隔裂開術を方｛ti行．3カH時，肺

動脈絞掘術，左ブラロックタウシッヒ短絡術変法．9

カ月時，Jatene　r・術を施行した．術後経過は良好で

あった．3歳9カJl時，両側末梢’性肺動脈狭窄に対し，

経皮的バルーン拡張術を施行し，圧差消失．しかしそ

の後再狭窄が疑われ，6歳11カ月時の心臓カテーテル

検査ではi：肺動脈右肺t；lj脈問圧差26ml1〕Ilgを認め
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た．7歳3カ月時，右末梢性肺動脈狭窄に対して，全

⊥才ぴ禾酉乍ド1こφ12mm正31ue．Nlax　balloon　catheter　2本

を使川し経皮的バルーン拡張術を施行．2回目の拡張

後，モニターILQRS．幅拡大，　ST低ドを認め，　IIII圧も

低ドした．直ちに心マッサージドにカテーテルを緊急

抜去，エヒネフリンを投与し，III山三回復，徐々に状態

は安定した．胸部レントゲン写真ヒ，右肺門部に出血

によると考えられる陰影が生じたが，経時的には増強

は見られなかった．これより1年5カ月後，心臓カテー

テル検査を実施した所，ヒ行大動脈一右肺動脈間に痩

孔を確認．1年9カJl後，大動脈一．肺動脈痩パッチ閉

鎖術，肺動脈形成術を行った．

　まとめ：経皮的バルーン拡張術の合併症として，血

管破裂が知られている．大動脈　肺動脈痩は，Jatene

術後の人梢性肺動脈狭窄に対し経皮的バルーン拡張術

を施行する時に生じうる合併症として，充分な注意が

必要と考えられた．

　50．Cutting　BalloonによるGore－tex　intraatrial

baHle　fenestration

　　　　長野り｜い‘∠こども病院循環器科，心臓血管外

　　　　科＊，臨床工学科＊＊

　　　　　　安河内　聰，里見　元義，岩崎　　康

　　　　　　汲川　善宏，原田　順和㌔竹内　敬昌＊

　　　　　　森嶋　克昌＊，太川　敬三＊，金子　　克＊＊

　今回我々は蛋白漏出性胃腸V」liを合併した段階的

Fontan　r・術後の左心低形成症候群の男児に対し，バ

ルーンカテーテルにbladeをmountした（｝oodmaii

社製Cutting　Ball（）onをfijいて経皮的にGore－Tex心

房中隔の開窓術を行いその効用と限界について検討し

たので報告する．

　症例：症例は2歳男児．生直後左心低形成症候群（僧

幌弁狭窄／大動脈弁狭窄）と診断され生後22L」にNor－

wood手術，生後6カ月でHemi－Fontan手術，1歳6

カ月でGore－Tex人1二血管（直径10mm，厚さ0．64mm）

を用いて心房中隔を作成したfeneg．　trated　Fontan手

術（径3mm）を施行した．術後経過は順調で術後35日

目に退院したが，術後2カ月頃より心房bafhe開窓部

の閉鎖によると思われる両側の乳摩胸水，ステロイド

難治性の蛋白漏出性胃腸症，低心拍出症候群を合併し

たため，術後9カ月経皮的心房中隔開窓術を試みた．

　方法と結果：大腿静脈からのアプローチでは

Brockenbrough針で心房baflieの穿刺ができなかっ

たため，内頸静脈からのアプローチでGore－Tex　baffie

（GTB）の穿刺に成功した．穿刺後，径41nmのPTCA

7｛｝1　　（83）

バルーンで穿刺孔の拡大を試みたが高圧をかけても

Waistが消失せず，血行動態的に有意な心房間交通を

作成出来なかった．Gore－Tex　Bameを拡大するため

には切れ目を人れる必要があると考えbladeが

MOUI）tされているCutthng　balloon（CB）を使用する

ことにした．翌LI再度内頸静脈経由でBrockenbrough

針を用いGTBを穿刺後O．Ol4”guide　wire　guideで3

mm　CBを心房bameが中央に位置するように挿人し

inflateした．その後4mm　PTCA，8mm　Ultrathinで

拡大し，容易にwaistは消失した．術後経食道エコー

で，径7mmの心房問交通が確認でき，平均中心静脈圧

は拡大前23mmlIgから拡大後17mmHg，大動脈酸素

飽和度は84％から80％と下降し，If皿行動態の改善が得

られた．循後3日に呼吸器より離脱し，経過順調であっ

たが，術後30日よりGTBの経皮的に開窓した孔が自

然閉鎖して再度低心拍出となり，33日目に人工心肺下

take　doWl1したが血行動態の改善無く多臓器不全の

ため失った．術中所見でGTBの開窓部は完全に内膜

で覆われ閉塞していた．

　結語：GTBに対する経皮的心房中隔開窓術は，　cut－

ting　balloonを川いることにより可能である．低心拍

出症候群を呈したFOntan術後患者に対して経皮的開

窓術は有効であるという報告があるが，我々の症例の

ようにGore－Texを使用したIL・房ba伍eに対しては一’

時的な効果しか期待できず，自然閉鎖が生じやすいと

思われるため経皮的開窓術後，速やかに外科的なtake

downを考慮すべきである．

　51．BAS施行後心タンポナーデをきたした，並列心

耳を伴う完全大血管転位1型の1例

　　　　倉敷中央病院心臓病センター小児科

　　　　　　脇研自，馬場清，大西博之
　　　　　　丸子　俊成，田中　陸男

　症例は生後2日目の男児．チアノーゼのため当院

NICUに紹介され入院．心エコー図で完全大血管転位

（1型）と診断．心房レベルのmixillgは不良と判断し，

緊急で心カテアンジオ検査を施行．X線透視および心

エコー図でバルーンの位置を確認したのちBAS（3

ml）を1回施行した．その直後より顔面蒼白，　IftL1，E低
一

ド，SaO，低下，心エコー図で心のう内echo　free　space

の急速な増加を認め，心タンポナーデによるショック

と診断．直ちに気管内挿管し，心のう穿刺施行．輸血

血液到着までシリンジにヘパリムを加え穿刺吸引した

自己血をそのまま輸血し，血圧低ドに対処した．カテ

室にて緊急手術となった．術中，右心耳は左心耳の内
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側前方に隣接しており，並列心耳と判明．右心耳に裂

孔が認められ，BAS施行時に生じたものと思われた．

また，右心耳の裂孔の縫合を行った．約10分間の心マッ

サージを行い，その後心拍，血圧は回復し，ICUへ収

容となった．無尿が続き，腹膜透析開始し，一時利尿

を認めたが，再び無尿となったためCVVHを施行す

るも状態改善はみられず，その後多臓器不全，DICと

なり，3カ月後に死亡した．

　剖検では，右心耳は通常の位置（右前方）とは異な

り，左心耳の内側前方に隣接しており　（並列心耳）右

房内からみると左上大静脈遺残の存在により冠静脈洞

が拡張しており，卵円孔入「］部が通常よりも」二方へ偏

位しているため右心耳への入口部は卵円孔の前方にき

わめて隣接しているのが認められた．この入rJ部から

右心耳への通路は狭く，手術で縫合された部位に一致

しており，BAS施行の際，卵円孔ではなく隣接する右

心耳の入口部にカテーテルを挿入したため，この部位

に亀裂を生じたものと考えられた．

　考察：1）並列心耳を合併した症例では，BASを施

行する際に注意が必要と思われた．BAS施行前に心エ

コー図でその合併を診断し，f’め認識しておくことが

重要と考えられたが本症例のように冠静脈洞の拡張に

より卵円孔が通常よりヒ方に位置する場合心エコー図

1典型的な並列心耳の所見と異なる場合があり，注意

が必要と思われた．2）心タンボナーデによるショック

に対して，自己⊥血輸血により…時的に救命することが

でき有効と思われた．3）BAS施行の際，左房へのカ

テーテル挿人確認には，バルーン拡張のときの左室方

向への引き込みの有無が参考となると思われた．また，

左房への挿人を確認する方法として，肺静脈へのカ

テーテル挿入の確認や，造影可能なバルーンカテーテ

ルを使用する，などが考えられた．

　52．新生児期を除く心房中隔裂開術における種々バ

ルーンの効果について

　　　　兵庫県立こども病院循環器科

　　　　　　　　　　　黒江　兼司，鄭　　輝男

　　　　　　　　　　　中邨　弘重，三戸　　壽

　新生児期を除く心房中隔裂開術（以下BAS）におけ

る経験に基づき種々バルーンの心房中隔裂開効果につ

いて検討した．

　症例と方法：症例は3例．

　年齢：①3カ月，②1歳7カ月，③2歳7カ月．

　基礎疾患：①TGA　small　muscular　VS．Dp（，　PAB

l－lnBT，②PPA　po　open　Brock　l－1nBT　hyPoPlastic
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RV，③TGA　smal1　VSI）x・aluvular　PS．

　カテ前状態：①緊急カテ，動脈血酸素飽和度（sat）

37％，②緊急カテ，右房圧（RAP）31／21／22，③予定

カテ，sat　72％．いずれも新生児期BAS既施行例で

あった．

　使用バルーンは裂開方法により次の様に分類した．

　引抜きBAS：左房で拡張し右房へ引き抜くBAS（6

FRashikind，5F　Miller）

　拡張BAS：心房中隔部で拡張するBAS（lnoue，

Nucleus，　Hopkington）

　経過：（＊＝効果不充分と判定したもの），①sat

37％一＞Rashikind＊（sat48）一＞Miller＊（sat54）一＞

13mm　Inoue（sat71），②RAP　31／21／22－＞Miller＊

（RAP　29／20／21）一＞14nniii　Hopkington＊（RAP　29／

20／21）一〉緊急oP（Brarock－Hanlol】），③sat

72％一＞Miller＊（sat　73）一＞18mm　Nucleus＊
（sat72）．

　結果と考察：引抜きBASは4試行であり，いずれ

も充分な効果は得られなかった．バルーン変形による

ためと考える．拡張BASは3施行であった．全例バ

ルーン径まで拡張できwaistはみられなかったが，

Inoueを除いた2試行では充分な効果が得られなかっ

た．バルーンが心房中隔と直行し，拡張の方向がうま

く心房中隔をとらえない限り，有効な欠損孔は得られ

ないと考えた．

　まとめ：新生児期以外のBASでは拡張の方向がう

まく心房中隔をとらえる，あるいは心房中隔の一音llを

切除できるカテーテルが必要と考えた．

　53．先天性心疾患の心内修復術前にカテーテル焼灼

術を行い奏効した2例

　　　　国立循環器病センター小児科，＊内科

　　　　　　豊原　啓子，大内　秀雄，新垣　義夫

　　　　　　神谷　哲郎，須山　和弘＊，相原　直彦＊

　　　　　　鎌倉　史郎＊

　症例1：正中心，房室錯位，両大血管右室起始，肺

動脈狭窄，心房中隔欠損の10歳の男児．WPW症候群

にて，年2～3回1二室性頻拍を起こしていた．心室造

影ではLVは右，　RVは左で，　Kent束は，三尖弁輪の

2：45の位置，すなわちIt．　lateralにあった．　It．　lateral

のKent束に対して，デルタ波を指標に，弁下

approachでカテーテル焼灼術を行い奏効した．6カ

月後，Double　switch手Zホ了を行った．

　症例2：心内膜床欠損，肺動脈狭窄，エプスタイン

奇形の1（1歳女児．WPW症候群にて，9歳時より上室

Presented by Medical*Online



’ド成9年lo月1日

性頻拍を認め，βプロッカーの内服を必要とした．rt．

IateralのKent束に対して，カテーテル焼灼術を行っ

た．弁下approachで焼灼できなかったため，　long

sheathを使用し，弁上approachとした．通電1．8秒後

にYA伝導は消失した．2カ月後，心内修復術を行っ
た．

　結論：頻拍発作を起こすWPW症候群を合併した，

2例の先天性心疾患の症例に心内修復術前にカテーテ

ル焼灼術を行った．2例とも，周術期に頻拍発作を起

こすことはなく，安全な手術及び術後管理が行えた．

　54．乳幼児に対する高周波力テーテルアブレーショ

ン

　　　　近畿大学心臓小児科

　　　　　　福原　仁雄，中村　好秀，横山　達郎

　　　　秋田大学医学部小児科　　　　田村　真通

　　　　富山医科薬科大学小児科

　　　　　　　　　　　　市田　蕗子，橋本　郁夫

　平成5年7月から平成8年3月までに，1歳児3症

例に対して，8セッションの高周波カテーテルアブ

レーション（RFCA）を行った．各症例の頻拍の機序は，

それぞれ房室結節回帰性頻拍（AVNRT），房室副伝導

路を介する房室回帰性頻拍（WPW症候群），単形多様

性心室頻拍（pleomorphic　VT）であった．いずれの症

例も複数の抗不整脈薬に抵抗性で，頻拍の持続によっ

て心不全，頻拍誘発性心筋症，全身痙攣などの重篤な

症状を来すためにRFCAが選択された．

　症例：AVNRTの症例は，1歳1カ月時，1歳3カ

月時，1歳7カ月時，2歳8カ月時の合計4セッショ

ンのRFCAを行った．　Slow　Pathway電位を指標に

RFCAを行い，2回目以降は臨床的な頻拍発作は認め

られていないが，経過観察中の電気生理学的検査で心

房エコーが誘発されたために高周波通電を追加した．

WPW症候群の症例では，1歳4カ月時にRFCAを施

行した．Cardima社製2．5Fの16極電極カテーテルを

冠状静脈洞への挿入して，洞調律中の最早期心室興奮

部位およびアブレーションカテーテルの先端単極誘導

のPQSパターンを指標にアブレーション至適部位を

探し，left　postero・lateralでRFCAを施行した．以降，

頻拍発作の再発は認められていないが，2歳時の心電

図でa波が認められ再評価を予定している．Pleomor－

phic　vTの症例は，薬剤抵抗性で血圧低下や全身痙攣

を伴う発作を繰り返すため，1歳4カ月時と1歳6カ

月時に前医でRFCAが行われた．しかし発作を抑制で

きず，1歳7カ月時にRFCAのために当科に紹介され

703　　（85）

表各セッションの詳細

症　例 年　齢
体重
（kg）

電極カテ
の本数

通電
設定

通電
回数

手技
時間

透視
時間

症例1－1 lylm ll．0 右心2
左心1

8W30sec 2 2h40m 16m30s

症例1－2 ly3m 11．6 右心4 7W30sec 4 3h10m 22m24s

症例1－3 ly7m 13．2 右心3 8W30sec 2 3h40m 44mOOs

症例1－4 2y8m 16．3 右心3 12W60sec 7 3hOOm 19m12s

症例2 Iy4m 11．4 右心3
左心1

70℃30sec 3 3h50m 57m24s

20W30sec 2

症例3－1 1y7m 9．8 右心3
左心2 80℃30sec 7 5h43m 28mOOs

症例3－2 ly7m 10．4 右心1
左心1 80℃30sec 5 lh52m 16m30s

症例3－3 1y8m 10．6 右心1
左心1 80℃30sec 13 2h59m 24m36s

た．発作中のQRS波形は，右脚ブロックで右軸偏移，

垂直軸，左軸偏移などの単形多様性を示し，頻拍の

rateも形態によって150～370／分と多様性を示し，プ

ロカインアミドの静脈内投与で停止可能であった．先

端電極からのpace　mappingや頻拍中の最早期心室興

奮部位を指標にRFCAを施行したが，アブレーション

前にみられた形態のVTは消失するが，術前とは異な

る形態のVTが数日後に出現するという経過を繰り

返した．当院で3セッションのRFCAを行った後アミ

オダロン内服を開始して，以後臨床的な頻拍発作は認

められない．

　考察：これら8セッションのRFCAによる短期的

な合併症は認めていない．乳幼児の難治性頻拍発作に

対してRFCAは臨床的には有効な方法であったが，い

ずれの症例も完全に不整脈の機序が除去できたかどう

かは不明である．再発例に対する再アブレーションは，

その都度他の治療法との比較で慎重に検討されるべき

と考えられる．乳児でアブレーション部位の拡張に対

する危倶が報告されているが，報告した3例では遠隔

期の新たな不整脈の出現などは認められていない．し

かし，長期的な予後に関して経過を観ていく必要があ

ると考えられる．

　55．極細電極カテーテルの使用経験

　　　　近畿大学心臓小児科

　　　　　　中村　好秀，福原　仁雄，横山　達郎

　高周波カテーテルアブレーションを確実に行うため

には，詳細な電位のマッピングが必要である．我々は，

2～2．5Fサイズの極細電極カテーテルを使用し，カ

テーテルアブレーション時のマッピングに有用であっ

た症例を経験した．
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LAO60度 LAO60度

1歳男児左側房室副伝導路　　21歳男性右側房室副伝導路

図

　症例：症例1は1歳男児の左側房室副伝導路である

（下図左）．左側房室副伝導路の部位診断には，冠静脈

洞内のマッピングは重要であるが，乳幼児においては，

従来の電極カテーテルでは困難である．我々は，右内

頸静脈から挿入した5Fカテーテルを用いて16極の2．5

F電極カテーテルを冠静脈洞内に挿人し，電位記録を

行った．電位記録は心房電位および心室電位ともにi・

分な電位を確認することができた．アブレーションは

卵円孔からの心房到達法で成功した．

　症例2は21歳男性0）右側房室副伝導路である（卜図

右）．右室房室副伝導路の部位診断は，左側の冠静脈洞

内マッピングのような適切な電位を得ることが困難で

ある．我々は右冠動脈内に2．5Fl6極のカテーテルを挿

人し，マッピングを施行した．房室副伝導路部位は速

やかに判定可能であった．しかし冠動脈の損傷や攣縮

には注意が必要と考えられた．また14歳の心房頻拍例

では心内膜側の三尖弁輪マッピングに7Fのニューヘ

イロカテーテルを使用した．これは7Fであるが，心房

中隔側のマッピングも可能であり，操作性は良好で

あった．電位もすべての誘導で記録可能であった．従っ

て右冠動脈内マッピングの適応は制限されると考えら

れた．また1本の7Fシースに3本の2F電極カテーテ

ルが挿入できるセットも発売された．操作性は通常の

カテーテルより劣るが，術後例で使用できる血管が制

限されている場合には有用であると考えられた．

　考察：いずれのカテーテル操作においても合併症は

認めなかった．細いカテーテルでも電位記録や刺激に

支障はなく，このような極細カテーテルの普及は，小

児の分野における電気生理学的検査やアブレーション

の発展に大きく貢献すると考えられた．

　56．超短時間力テーテルアブレーションの試み

　　　　日本大学医学部小児科

　　　　　　住友　直方，三沢　正弘，山ド　恒久

　　　　　　唐沢　賢祐，鮎沢　　衛，能登　信孝

　　　　　　岡田　知雄，原田　研介

　目的：小児科領域でも高周波カテーテルアブレー

ション（CA）はかなり行われるようになってきたが，

CA部位が小児の成長につれて拡大し，催不整脈性を

持つ可能性などが指摘されている．このため小児の

CAはできるだけ短時間に行うノ」が，このような危険

性は少なくなるはずである．

　今回，房室回帰性頻拍に対し超短時間CAを行い有

用性について検討したので報告する．

　対象：対象は，当科で総CA時間が10秒未満の超短

時間CAを行った2例である．

　症例1：10歳男子．現病歴では数カ月前に動悸が出

現し，近医で，digoxinなどの服用を受けていたが，そ

の後も頻回に動悸を訴え，CAを希望し来院する．入院

時現症では胸部所見では心雑音は聴取せず，他に特記

すべきことはなかった．心エコー図検査でも器質的心

疾患を思わせる所見は認めなかった．

　症例2：14歳男子．現病歴では小学校人学時の心臓

健診でWPW症候群と診断され，8歳より動悸を訴え

るようになり，当院を受診し，電気生理学的検査を行

い，房室回帰性頻拍の診断で，verapalnil　l20mgの服

用を行っていた．その後も月に1～2回の発作をおこ

し，カテーテルアブレーション目的で入院となる．人

院時現症では胸部所見で心雑音は認めず，他に有意な
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　　　　　　　　　図　症例1のカテーテルアブレーション

刺激周期400msecの右室連続刺激中に通電を行った．約2秒で副伝導路の離断に成功
した．

異常所見は認められなかった．心エコー図では軽度の

心室中隔の肥厚を認めた．

　結果：電気生理学的検査の結果，副伝導路の部位は

症例1が潜在性左後壁副伝導路，症例2が顕性左前側

壁副伝導路であった．CAはいずれも弁下部アプロー

チで，症例1，2とも20Wの出力を用いた．症例1は，

右室連続刺激中に，症例2は洞調律時にCAを行った．

　CA開始から副伝導路焼灼成功までの時間はそれぞ

れ2秒と4秒で，総CA時間は4秒（図）と9．3秘，　CA

成功からの通電はそれぞれ2秒と5．3秒，CA　Lril数はい

ずれも1回であった．

　Holter心電図では心室期外収縮の総数が24時間で

CA前にはいずれもOであったのに対し．CA直後には

3，26と若「増加していた．また症例1では最短RR

350msec，13連発の非持続性心室頻拍を認めた．

　術後の心エコー図検査では，まったく異常は認めら

れなかった．

　それぞれ29カ月と60カ月無投薬で経過を観察してい

るが，CA後の副伝導路及び上室頻拍の再発は認めて

いない．

　結語：超短時間CAは直後の不整脈の発生はけっし

て少なくなかったが，術後再発例はなく，症例により

有用な方法と思われた．しかし，右の副伝導路に対し

て同様な短時間CAで十分であるか，どのような条件

がそろった場合に有効なのか，追加のCAがはたして

必要かどうかなどの問題が残っており，症例の積み重

ね，長期の経過観察を行い，適応を考える必要がある

と思われた．

　57．左室後側壁のケント束アブレーションに際し，

両脚のブロックによる房室ブロックを生じ，アブレー

ション後に左脚ブロックを残した1例

　　　　京都府立医科大学小児疾患研究施設内科部門

　　　　　　周藤　文明，小澤誠一郎，寺町　紳二

　　　　　　中川　由美，城戸佐知子，坂田　耕一

　　　　　　神谷　康隆，糸井　利幸，浜岡　建城

　　　　　　尾内善四郎

　症例は14歳の女児，6歳頃より動悸を自覚，PSVT

として経過観察されていた．10歳時にWPW症候群と

診断，3E禁で管理されていた．その後動悸を月1回の

ペースで自覚するも，息堪えや冷水への顔浸けなどに

より動悸は停止していた．平成7年より動悸の頻度は

週1回に増え，当科を紹介受診．今回，カテーテルア

ブレーションを目的に当科人院となった．

　平成8年9月12日，カテーテルアブレーションを施

行．EPT社製アブレーションカテーテル（Blazer

Catheter，7F）を左室後側壁の僧帽弁下に留置，　EPT

社製温度感知型通電装置（EPT－1000）により2回の通

電を行ったところ，完全房室ブロックを生じた．アブ

レーションカテーテルを下行大動脈の横隔膜レベルま

で，右心房および右心室に留置した電極カテーテルを

下大静脈または上大静脈まで引き抜いたところ房室伝

導は回復したが左脚ブロックを残した．右心室での

overdriveや早期刺激ではリエントリーは誘発されな

くなったためカテーテルアブレーションを中止した．

カテ翌口以降も発作を繰り返したがATP，　Ia群，　Ca

プロッカーなどにて停止可能であった．カテ後3日目

からはlc群とCaプロッカーの内服を開始．その後は

カテ終了後7口目まで頻拍発作を認めず，9月19日退
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院となった．退院翌U，体育の授業中に発作を生じ当

科救急受診．ATPにても頻拍は停止できず緊急入院

となった．ATP，　Ia群，　Caプロッカーにも抵抗性と

なり電気的除細動にても停止は困難であった．

　9月26日，カテーテルアブレーションを再施行，ケ

ント束の切断に成功した．今回は，1回目のアブレー

ションにて生じた左脚ブロックが残存しており，左室

後側壁のアブレーションと左脚ブロックの関係につい

ての文献的考察も含めて報告する．

　58．Rashkind　PDA　occlusion　systemによる

PDA閉鎖術の長期予後一遠隔期完全閉鎖と左肺動脈

狭窄一

　　　　国立循環器病センター小児科1），同　放射線

　　　　診療部2）

　　　　　　矢崎　　諭1）越後　茂之1｝小野　安生1）

　　　　　　新垣　義夫り神谷　哲郎1）木村　晃二2）

　対象と方法：1989年5月～1991年6月にRashkind

PDA　occluderを留置した13（男2女11）例で，術後の

観察期間は75～87カ月（平均80カ月）であった．留置

時年齢は1．7～11．5（平均6．2）歳，PDA最小径は

1．9～7．7（3．3±1．6）mm，術前のQp／Qsは

1．18～3．21（1．98±0．66）であった．3例に初回の6

～ 16カ月後に2回目の留置術を実施した．閉鎖栓は17

mm，12mmを各々8個使用した．残存短絡の有無はカ

ラーフローマッピングで判定した．2個留置例の閉鎖

に要した期間は2回目からの期間で検討した．

　結果：〈成績〉観察期間中の完全閉鎖は10例で，3例

（23％）は短絡が残存した．完全閉鎖に至る期間は，1

カ月以内：3例，1カ月～1年：2例，1年～3年：

3例，3年以上：2例であった．対象全例で術後の

LVDdは正常予測値の102±6％（術前121±19％）に低

下しており，短絡残存例でも116％（前159％），110％

（前131％），99％（前106％）と容量負荷は大きく軽減

していた．短絡残存例の最終カテーテル時のQp／Qsは

3例とも1．2以下（術前平均2．03）であった．肺高血圧

（平均肺動脈圧20mmHg以上：術前5例）の残存はな

かった．〈合併症＞17mm閉鎖栓を使用した7例中3

例に計5本のアームの破損が認められた．12mm閉鎖

栓はアームが細く，単純写真での判定は困難であった．

左肺動脈狭窄が2例（1例は2個留置例）に認められ

た．溶血は1例に留置後の残存短絡が多い短期間のみ

みられた．感染性心内膜炎の合併はなかった．

　考察：短期成績では有意差のあった短絡残存群と完

全閉鎖群のPDA径，体格（ここではBSAで検討）に
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は差がなかった．遠隔期（1年以ヒ）完全閉鎖例5例

の閉鎖確認時期は22，24，31，65，80カ月でr想以ヒ

に長い期間を経て完全閉鎖に至る例が見られた．早期，

遠隔期閉鎖群の間で術前のPDA最小径，　LVDd，　Qp／

Qs，　BSAに差はなかった．遠隔期閉鎖例では概ね早期

に短絡量を大きく減じており，その時点で臨床症状も

改善していた．これらの症例では感染性心内膜炎に対

する注意を怠らなければ，追加留置をせずに，完全閉

鎖を期待して数年以上経過観察することは妥当と考え

られた．左肺動脈狭窄は閉鎖栓が体格に比して大きい

例に見られた．血流加速のない適正留置例でもCT上，

血管壁からアームが浮いて観察され，留置手技の経験，

留置時の細心の注意が不可欠と考えられた．破損した

アームはいずれも17mm閉鎖栓のPA側のもので，破

損確認時期は7～62カ月で，すでに内膜に覆われてい

るとされる時期であり，破損例に臨床的に問題が生じ

たものはなかった．

　59．動脈管開存に対するコイル塞栓術一動脈管開存

を合併した肺動脈弁欠損の1例を中心に一

　　　　筑波大学小児科，茨城県立こども病院小児科＊

　　　　　　堀米　仁志，宮本　朋幸，関島　俊雄

　　　　　　猪狩　実穂，磯部　剛志＊

　当院における動脈管コイル塞栓術の成績について，

心室中隔欠損を伴わない肺動脈弁欠損症に合併した症

例を中心に報告する．

　対象と方法：1996年5月から10月の6カ月間に筑波

大学小児科で動脈管コイル塞栓術を施行した7例を対

象とした．年齢1．2～13．2歳，体重9．5～43．5kg，動脈

管の最狭窄部径はO．7～3．5mmであった．合併心奇形

は心室中隔欠損を伴わない肺動脈弁欠損，軽症肺動脈

弁狭窄，大動脈弁閉鎖不全が各1例であった．動脈管

結紮術後再開通例が1例，宗教的理由で外科治療を受

けていなかった症例が1例含まった．全例，麻酔科医

による全身麻酔下にJackson　Detachable　Coil（Cook

社製）を用いて施行した．アプローチルートは5例が

逆行性，2例が順行性であった．

　結果：7例中6例でコイル留置に成功した．他の1

例では1歳過ぎまで待機していたところ動脈管が0．7

mm径まで狭小化し，コイル（0．97mm）が動脈管を通

過せず中止した．6例中5例では1本のコイルを用い，

直後の造影で完全閉塞が確認された．最狭窄部径3．5

mmの症例では2本のコイルで6時間後に完全閉塞し
た．

　心室中隔欠損を伴わない肺動脈弁欠損症に合併した
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動脈管の症例：本例は出生直後から呼吸不全，心不全

が強く，3カ月間呼吸管理を要した．生後7カ月に再

び抜管困難になったときには主肺動脈の縫縮吊り上げ

を行って呼吸器を離脱した（本例はPediatric　Car－

diologyに掲載予定）．このときは術中の状態が重症

で，動脈管は細く，巨大な主肺動脈の後ろにあったた

め放置した．7歳時にコイル塞栓術を施行した．コイ

ルはまず8mm径5巻きを1本留置し，　detachする前

に5mm径5巻きを1本追加した．わずかな遺残短絡が

あったが，6時間後のカラードップラーで閉塞が確認

された．塞栓後，Qp／Qsは1．2から1．0となり，右室の

容量負荷軽減により，CTRは74％から70％まで改善

し，頻繁に訴えていた胸痛が消失した．しかし，おそ

らく遺残短絡が6時間続いたことが関係して軽度の溶

血が起き，一過性に尿潜血とビリルビン・LDHの上昇

が認められた．

　結語：動脈管のコイル塞栓術は，様々な理由により

外科治療を選択しずらい症例に特に有効な治療法であ

る．溶血は遺残短絡がある場合の重要な合併症であり，

肉眼的血尿がなくても軽度の溶血がおきている可能性

があると考えられた．

　60．動脈管開存に対するCoi1塞栓術の遠隔期に残

存短絡の増加を認めた1例

　　　　札幌医科大学医学部小児科

　　　　　　　　　　　　辰巳　正純，富田　　英

　　　　　　　　　　　　布施　茂登，千葉　峻三

　はじめに：動脈管開存（PDA）に対するCoil塞栓術

後に残存したわずかな短絡が，coilの形態変化ととも

に遠隔期に増加した症例を経験した．

　症例：4歳11カ月の男児．妊娠分娩歴，既往歴に特

記すべきことなし．10カ月時心雑音を指摘され，PDA

と診断された．3歳3カ月時当科紹介受診し心臓カ

テーテルにて左右短絡率33％，最小径2mm，　type　Aの

PDAと診断し，3歳11カ月時Coil塞栓術を行った．

detachable　PDA　coil（Cook⑧，径5mm　5ループ）を

逆行性に1個留置したが，肺動脈側のループがゆるく

coilの上縁からわずかな短絡を認めた．しかし心雑音

は消失し，血液ガス分析でも肺動脈内で酸素飽和度の

有意の上昇を認めなかったため，自然閉鎖を期待し手

技を終了した．翌日のドプラエコーにてもCoil上縁よ

りわずかな短絡を認めるのみであった．2日後のエ

コーでは，残存短絡の部位がCoil中央からに変化し，

2週間後にはエコー上明らかな短絡の増加が認められ

た．塞栓術後6カ月を経過しても短絡は減少しなかっ
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たため，4歳11カ月時再塞栓術とした．入院時現症で

は身長は105．5cm，体重は15．Okg，肺音は清で第2肋

間胸骨左縁に1evin　2／6の収縮期雑音を聴取した．入院

時の胸部レ線と心電図には特に異常を認めなかった

が，経過中の胸部レ線側面像にて，留置したCoilが長

軸方向に短縮するのが観察された．再塞栓術前の血液

ガス分析にて9％の左右短絡があり，大動脈造影でも

初回塞栓術直後の造影に比して短絡の増加が認められ

た．径5mm　5ループのdetachable　PDA　coilを逆行性

に1個追加し完全閉鎖を得た．

　考察と結語：PDAに対するCoil塞栓術後の遠隔期

に残存短絡が増加した症例を経験した．経過とともに

留置したCoilが長軸方向に短縮するのが観察され，遠

隔期における残存短絡の増加との関連が示唆された．

経過中にCoilの形態が変化することはあるが，短絡量

が増加していったという報告はなく遠隔期における

Coilの形態変化と残存短絡の関係について今後検討

する必要があるものと考えられた．

　61．動脈管開存症術後・短絡残存例におけるコイル

塞栓術

　　　　岡山大学医学部小児科

　　　　　　鎌田　政博，大月　審一，荒木　　徹

　　　　　　片岡　功一，石原　陽子，清野　佳紀

　　　　岡山大学医学部心臓血管外科　佐野　俊二

　はじめに：動脈管術後遺残短絡の多くは短絡量も少

なく，放置・経過観察されてきたものも少なくなかっ

たが，カテーテル治療の発達により，これら遺残短絡

例も治療対象となってきた．今回は自験例をもとにそ

の問題・注意点につき検討してみた．

　対象・方法：対象は術後遺残短絡を有しコイル塞栓

術を施行した6例で，手術前肺体血流比は2．0～4．0，

塞栓時年齢は20～95カ月で，肺体血流比1．0～1．3の遺

残短絡を有していた．これらに対し，Jackson着脱式

コイルを使用し塞栓術を行った．動脈管へのアプロー

チは2例で大動脈側から，4例で肺動脈側から行った．

　結果：1）結紮術後の動脈管形態：基部に太い膨大

部を有するもの（タイプA）と，非常に細い動脈管が

膨大部なしに大動脈と連絡するもの（タイプB）の2

種に大別された．結紮術前の動脈管形態は，タイプA

では管状かつ非常に太く，タイプBでは肺動脈側で縮

小化していた．症例数はタイプA2例，タイプB4例

であった．2）治療成績：5例では完全閉塞を得ること

ができたが，タイプBの1例でコイルが左肺動脈に脱

落した．本症例では，大動脈側膨大部はなく，動脈管
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は糸状で長さ9mmであった．肺動脈側からカテーテル

を通すことができず，大動脈側からアプローチした．

5mm径・3巻のコイルを使川したが，大動脈側にコイ

ルが突出しないように気遣うあまり，大動脈側にコイ

ル巻数が少なくなり，コイルが左肺動脈内に脱落した．

回収段階でコイルをカテーテル内に収納できず，コイ

ルを抜去する際，三尖弁腱索にコイルが絡まった．

キャッチングスネアの不良もあり（3Frスネアrを使

用したがスネアが離断），開胸のピコイルを回収し動脈

管の結紮術を施行した．

　考察：動脈管の2重結紮を行う際，まず大動脈側か

ら行い，次に肺動脈側を結紮する．動脈管組織は脆弱

で，瘤を残さないようできるだけ大動脈側で結紮する

ため，通常B型になる．しかし，大動脈側を結紮する

段階で，動脈管には高圧がかかっており，太い動脈管

症例では大動脈際での結紮が困難な場合があること，

Ruptureを起こさないよう大動脈側ではやや緩めに結

紮するため，結紮がより動脈管側となり，A型の形態

をとることがあるものと考えられた．コイル塞栓術時，

タイプAでは膨大部が大きく，安全に塞栓術が行え

た．しかし，タイプBでは，動脈管は細くコイルが管

内で伸展，さらには膨大部が欠如するため，大動脈（肺

動脈）内にコイルが突出しやすい状態にあり注意すべ

きである．

　結語：結紮術後の動脈管形態は2種に大別され，細

く膨大部が欠如する症例では，大動脈内へのコイル突

出などに注意する必要がある．

　62．PDAコイル塞栓術後のIVUSによる観察

　　　　長野県立こども病院循環器科，心臓血管外

　　　　科＊，臨床’11学科＊＊

　　　　　　里見　元義，安河内　聰，岩崎　　康

　　　　　　汲田　喜宏，原田　順和＊，竹内　敬昌＊

　　　　　　森嶋　克昌＊，太田　敬三＊，金子　　克＊＊

　背景：PDAのコイル塞栓術に際しては，肺動脈側へ

も大動脈側へもコイルの突出なく自然な形態を保った

まま内膜で覆われることが理想的である．我々は，こ

のような観点から，コイル塞栓術後の6例に対して，

IVUSを用いて観察を行い若干の知見を得た．

　対象：症例1～6で年齢はそれぞれ3，9，11，5，

4，7歳（平均6歳），体重13．1，23．5，38．1，17．4，

10．8，16．9（平均20kg）である．

　方法：経静脈アプローチ3例，経動脈アプローチ3

例であった．全例コイルはJackson　detachable　coilを

用いた．用いたコイルの数はそれぞれ2，1，1，2，
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2，l／ll’flであった．　IVuSはIIP社製M240｛｝AをMjい，

我々が改良したIVUS用カテーテルを川いて肺動脈

および大動脈内にBoston　S．　cientific社製のIVUS探

触子S（micathを挿人し，コイル塞栓部位の前後を引

き抜きながら観察した．探触fの周波数は30MIIzを

用い，TVinTVシステムを用いてカテーテル位置と

IVUS画像を同時にVTRに記録し，再生画像につい

て分析した．コイル塞栓部において円形に観察された

血管面積と，コイルの血管内腔への突出面積の比率を

IVUS一ヒでの突出率として求めた．また同時に行った

肺動脈および大動脈造影，肺動脈と下行大動脈の引き

抜き圧較差とも比較検討した．

　結果：造影法で形態的に肺動脈狭窄，大動脈狭窄を

認めた例はなかった．引抜き圧で左肺動脈または下行

大動脈内に圧較差を認めた例はなかった．IVUSで計

測した突出率は肺動脈で5．8，4．7，8．7，21．4，4．0，

6．5％で大動脈内で1．6，0，0，3．5，0，1．6％であっ

た．肺動脈突出率が塞栓直後に21．4％であった例は6

カ月後には7．5％と減少していた．大動脈側で直後に

7．5％であった例は6カ月後には血管内膜の新生によ

る平滑化が観察されたが元の大動脈断面積に対する突

出率では10．7％と増加していた．

　考案：大動脈側0）突出率は血管内腔に占めるコイル

の割合を良く表現しているが，肺動脈側では轡曲部の

立体構造によって真の突出率よりも過大に表現してい

ると思われる．しかしながら過大評価されているとは

いっても血管内腔に存在するコイルの長さを表現して

いることには変わりはないと思われる．

　結語：造影，引き抜き圧較差では認められないにも

拘わらず内腔へのコイルの突出がIVUS画像上観察

された例があった．コイル塞栓術に当たっては，IVUS

などを用いて出来る限り内腔へ突出しない方法を選択

していく努力が必要である．

　63．動脈管開存症の治療経費についての検討

　　　　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

　　　　　　　　　　　　富松　宏文，中西　敏雄

　　　　　　　　　　　　中澤　　誠，門間　和夫

　背景：動脈管開存症（PDA）の治療法として，コイ

ル塞栓術（塞栓術）が行なわれ，良好な結果が得られ

ている．しかし，保険診療が中心であるわが国での塞

栓術に要する経費についての報告は少ない．

　目的：塞栓術と手術による治療の入院経費を比較

し，塞栓術の経済性について検討することを目的とし
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た．

　対象・万法：対象は’94年1月から’96年4月までの問

に当科で治療されたPDA患者16名（f：術9名，塞栓術

7名）．これらの症例の人院日数，入院経費等について

比較検討した．塞栓術症例の内2例は診断カテと塞栓

術を2回に分けて施行し，他の5例は診断カテと塞栓

術を同時に施行した．また，手術症例は全例心カテを

施行せずに手術を行なった．尚，手術手技料は195，000

i’］（乳児加算292，500F「］）コイル塞栓術料は119，000円，

コイル代は87，140円／本，両心カテの技術料は72，000円

であった．尚，今回の塞栓術症例では全例コイルの使

用は1本のみであった．

　結果：対象症例の年齢は塞栓術症例が11歳（3

～ 16），手術症例が平均2歳（0．3～6）と手術症例が

有意に低年齢であった．また入院日数は塞栓術症例が

’lz均IO日（7～16），手術症例が18口（14～21）と塞栓

術症例の方が有意（p〈O．01）に短かった．人院経費は

塞栓術症例が平均697，000r「］（57，500～94，500），手術

症例は平均95，400円（804，000～1，233，000）と有意に

塞栓術が低額であった．手術や塞栓術の手技料と麻酔

やコイルおよびカテーテルの経費を人院費から差し引

き，人院U数で割り1日当たりの人院費用を比べると，

塞栓術症例では2，653円，手術症例では3，1471」］と有意

差はないが塞栓術の方が低額であった．

　考按：動脈管に対するコイル塞栓術の手技料はf：術

r・技料の約二分の一であり，コイル代を加えると手術

r・技料とほぼ同等であった．したがって，使用するコ

イルの金額によっては手術料より高額となる．しかし，

人院1日当たりの経費は有意差はないものの，塞栓術

のほうが低額であり，かつ入院日数は有意に塞栓術の

方が短いため，今回使用したコイルでは総人院経費は

塞栓術のほうが低額であった．また，診断カテと塞栓

術を2回に分けて施行した場合，両心カテの技術料と

％
o
o
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カテ等0）経費が加わり，総入院経費は628，000円と

857，000円であった．これは全手術症例（9例）の’V均

9，450，000frJよりも低額であり，さらに乳児加算のない

手術症例（5例）の’1’1均870，000rgよりもやや低額で

あった．

　これらの検討より，動脈管の治療におけるコイル塞

栓術は適応や成功率の点で様々な制限があるものの，

手術に比べ入院経費の点からは有利であった．

　64．動脈管開存に対するコイル塞栓術の現況：多施

設アンケート調査による本邦における成績

　　　　札幌医科大学医学部小児科，＊市立釧路総合病

　　　　院小児科，＊＊北海道立小児総合保健センター

　　　　循環器科

　　　　　　富田　　英，布施　茂登，千葉　峻三

　　　　　　横澤　正人＊，東舘　義仁＊＊

　目的：動脈管開存（PDA）に対するコイル塞栓術（塞

栓術）の本邦における施行状況，成績を調査すること．

　方法：JPIC会員の所属する全国の175施設に対しア

ンケートを送付．1996年9月30日におけるPDAに対

する塞栓術の施行状況，成績を調査．

　結果：34施設より218例に対する231回の塞栓術に関

する解答を得た．1．218例の背景：月齢は1

～ 756（80±83，’r均／直±標準偏差）カ月，体頂は

2．8～75．0　（21．1±12．8）　kg，　PI）AO）自↓ノ」＼f〕～は

0．5～6．（1（2．2±｛L9）mm，形態分類はtype　A　143例，

B12例，　C23f列，1）10f列，　E29例，記載無し1f列．合

併奇形は41例あり，心室中隔欠損が12例と最多．結紮

術後の｝lf開通が51　1」，　Rashkind動脈管1茅1鎖システム

留置後の残存短絡が3例．2．塞栓術のノ∫法：ll固目の

アプローチルートは順行性（A）11　9．　［t　：1，逆行性（R）

98回，スネア法（S）9回，記載無し5　［t　il．コイルの種

類はGiailturco（G）36回，　detachable（D）164［ri｜，そ

の他30回，記載無し1回．ループ径（L）は5mm未満

12回，5mm　l62Lnl，5mm以ヒ51　Lr　i1，記載i無し6Lr　il．2

個目はA23回，　R15回，　S4回，記載無し2回，　GlO

回，D30回，その他2回．　Lは5mm未満1［，・1，5mm　27

回，5mm以ヒ14回．3個目はA1回，　R　6回で全て5

ml11のD，　GとD以外のコイルは全て，つづみ型また

はDuct－Occludで，5mm以上のコイルの多くは8iniii．

3．塞栓術の成績：218例に対し219回の初回塞栓術が，

12例に対し12回の塞栓術後の残存短絡に対する再塞栓

術が行われた．初回塞栓術のうち178例では1個のコイ

ル留置が，40例，41回では複数のコイル留置が行われ

た．初回の塞栓術では219回中コイルの留置が可能で
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あったのは205回93．6％，コイルの留置が可能であった

症例では1回の塞栓術で83．4％が完全閉鎖し，再塞栓

により89．3％が完全閉鎖した．再塞栓術を行ったのは

12例で，全例完全閉鎖した．成功例の最年少は1カ月，

2．8kg，径1．5mmで5mm　1個により，最も大きな

PDAの最小径は4．6mmで3個のコイルにより完全閉

鎖した．4．合併症：219回の初回塞栓術ではコイルの

脱落，溶血，左肺動脈狭窄，感染症などの合併症を22

回で，12回の再塞栓術では1回のコイル脱落を認めた．

留置直後の造影で完全閉鎖していた症例の再開通を6

例で認めた．5．PDAの最小径と成績：3mm以上の動

脈管ではコイルの留置が不成功に終わる確率が有意に

高く，2mm以上では合併症，コイル留置直後，遠隔期

の残存短絡の確率が有意に高かった．6．Lの合計と

PDAの最小径の比と成績：遠隔期に残存短絡の無い

群では，残存短絡の有る群に比べてこの比が大きく，

3．6以上では遠隔期の残存短絡の可能性が低いと考え

られた．

　結論：PDAに対する塞栓術は，有効な治療戦略と考

えられた．

　65．simultaneous　double　or　triple　coil　technique

を用いた中等度以上の動脈管開存症に対するコイル閉

鎖術

　　　　久留米大学小児科

　　　　　　橋野かの子，赤木　禎治，石井　正浩

　　　　　　衛藤　元寿，杉村　　徹，家村　素史

　　　　　　加藤　裕久

　背景：動脈管開存症は，以前よりPorstmalm法や

Rashkind法などの非開胸的治療が試みられてきた疾

患である．しかし，Porstmann法は高率に血管損傷を

来す可能性があり，またRashkind法は約1／3の症例に

残存短絡が発生する問題点を有している．我々は，1996

年より動脈管開存症に対するコイル閉鎖術の効果につ

いて報告してきた．その後，同様の報告がされている

が，そのほとんどが，最小径が2．5mm以下の小さな動

脈管です．

　目的：目的は当科で施行している中等度以上すなわ

ち，最小部径が3．Omm以上の動脈管開存症に対するコ

イル閉鎖術の有用性を検討することである．

　対象：対象は，1995年2月より1997年1月までに，

動脈管コイル閉鎖術を施行した38例のうち，最小径が

3．Omm以上の17例で，男女差は8対11です．年齢は，

1．2～47歳，（中央値6．4）歳，体重は，7．2～62kg，（中

央値21）kg，最小径は，3．O～5．2mm，（平均3．7±0．7）

日本小児循環器学会雑品、第13巻　第5号
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　　　＼
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　　n＝4

　　　　　　M 「

close
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Fo110w－up　evaluation　by　color　Doppler　ECHO

mmであった．肺体血流比は，1．71～2．62，（平均1．16±

O．37）であった．全例典型的な連続性雑音を認めてい

ました．動脈管の形態は，conical　shapeが13例，　win－

dow　typeが11列，　tubular　typeが3｛列，　aneurysmal

typeが1例，　enlogated　conical　shapeが1例でした．

臨床症状として，多呼吸や体重増加不良といった心不

全症状を6例に，肺高血圧を8例に，易感染性，運動

制限を19例中14例に認めた．

　方法：これらに対し，Cook社製のコイルを用い経

静脈的approachでコイル閉鎖術を施行した．

　結果：私達は，カラードプラーエコーを用い塞栓術

後の閉鎖状況を評価している．tableは術後成績を示

している．初期の3例は1個のコイルで閉鎖を試み，

心雑音は消失したが，カラードプラ上で全例に残存短

絡を認めた．しかし，simultaneous　dotlble　or　tripIe

coil　techniqueに変更してからは，2個のコイルを用

いた10例中2例で僅かな残存短絡を認めたが，3個以

ヒを用いた症例では，全例で術直後に完全閉鎖した．

残存短絡を認めた5例中4例では6カ月後以降にコイ

ル治療を追加し，完全閉塞に成功した．以上より，現

在最終的な完全閉塞率は95％に達している．

　総括：コイルを用いた動脈管閉鎖術は，長期予後な

ど，今後も検討を要する項目を残している．しかし，

適切な手技で施行すれば，心不全や肺高血圧を合併す

るような中等度以上の動脈管開存症でも，複数のコイ

ルを使用することで，侵襲度の少ない非開胸的根治が

可能であると思われる．

　66．動脈管コイル塞栓術後におけるコイル形態の長

期予後一左肺動脈狭窄，残存短絡および再疎通との関

係一

　　　　順天堂大学小児科，順天堂浦安病院小児科＊

　　　　　　西本　　啓，井埜　利博，高橋　　健

　　　　　　稀代　雅彦，大久保又一，秋元かつみ
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　　　　　　藪田敬次郎，岩原　正純＊

　目的：動脈管コイル塞栓術において，留置コイルの

形態的変化が塞栓術の長期予後におよぼす影響を明ら

かにするために，コイル形態の経時的変化と左肺動脈

狭窄，残存短絡および再疎通との関係をretrospective

に検討した．

　対象：動脈管コイル塞栓術後少なくとも1年を経過

した16例に限った．年齢は2歳9カ月～13歳（平均83

カ月），体重は11～40kg（平均23．5kg），動脈管最小径

は1．0～3．5mm（平均2．1mm），形態はA12，　B　1，

C2，　E　1で，　Qp／Qs　1．1～2．0（平均1．4）である．使

H］コイノレIS　Gianturco　lM列，　Jackson　detachable　5｛列

で，動脈管最小径の2倍以上の径のコイル（径5mmま

たは8mmで4～5100p）を選択し，全例1個留置した．

　方法：術後のコイル形態の定量的計測には留置翌

日，1週，1カ月，3カ月，6カ月および1年後の胸

部X線側面像を用いた．コイルの長軸の長さ（コイル

長）を計測し，また気管の長軸に直交する線と肺動脈

側ループが成す角（PA側ループ角）およびPDA側

ループと成す角（PDA側ループ角）を求めてコイルの

偏位・屈曲の示標とし，心エコーにて観察した短絡お

よび左肺動脈血流速度との関係を経時的に検討した．

　結果：コイルの形態は術後1カ月まではほぼ不変で

あったが，3～12カ月にかけてコイル長は有意に短縮

し，6カ月後，1年後のコイル長はそれぞれ留置直後

の’1’i均85％，77％に短縮した．留置直後にカラードプ

ラーにて残存短絡を認めた6例においてもコイル長の

短縮程度は同様であり，6カ月以内に全例で短絡は消

失した．PA側ループ角は，留置翌日では60Lから180’ま

で幅広く分布していたが経過とともに偏位し，1年後

には120前後に収束する傾向を示し，PA側ループ平

面は左肺動脈後上壁に沿うように偏位するものと考え

られた．パルスドプラーによる左肺動脈血流速度は留

置翌日にわずかに増加したが，PA側ループの偏位に

一致して経過とともに減少する傾向を示した．一方，

PDA側ループ角は留置翌日では一90‘から90’に分布

しており，1年後においてもほとんどの症例で不変で

あったが，1カ月後に再疎通した1例ではPDA側
ループ角は留置翌日go°から1カ月後60°，1年後55⊂と

明らかな偏位・屈曲を認めた．

　結語：コイルの縮少を伴う形態的変化は，左肺動脈

狭窄の危険性を減少すると思われるが，一方では再疎

通の原因に関与する可能性が示唆された．
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　67．コイル塞栓術により溶血をきたした動脈管開存

の1例

　　　　榊原記念病院小児科

　　　　　　畠井　芳穂，村上　保夫，森　　克彦

　　　　　　鈴木　清志，西山　光則，三森　重和

　動脈管開存（PDA）にたいし，Detachable　Coi1（Cook

社）による閉塞術を施行後，溶血をきたしたため，更

に2個目のコイルを追加し，症状が消失した症例を報

告する．

　症例は10歳の男児で，学校検診で心雑音を指摘され，

当院で心カテ造影検査を行った（Qp／Qs＝1．3，　PDA最

小径2．5mm）．コイルは直径5mm，5ループのタイプ

を用い，肺動脈側から塞栓術を施行した．肺動脈側に

2ループ，動脈管に1ループ，大動脈側に2ループと

し，コイル留置10分後の大動脈造影でPDAの短絡は

わずかとなった．翌日の心エコーでも残存短絡を認め

たが，左肺動脈狭窄の所見はなく，退院した．術後2

日目に溶血尿が出現したため，術後3口目に再入院し

た．貧血の進行，LDHの上昇を認めたため，同日に緊

急心カテ検査を施行した．コイルの位置に変化はな

かった．最初はコイルの回収を試みたが，回収不可の

ため，2個目のコイルを肺動脈側から留置した．3時

間後には短絡は完全閉鎖し，溶血尿も消失したので，

3H後に退院した．

　コイル塞栓術における合併症として，溶血は，放置

すれば腎不全に至る可能性があり，重篤である．コイ

ルを回収するか，短絡の完全閉鎖をすべきである．

　68．Jackson　detachable　coilによるPDA　coil閉

鎖術後の溶血発症例

　　　　東大病院小児科

　　　　　　堤　　修一，磯田　貴義，菱　　俊雄

　　　　　　賀藤　　均，渋谷　和彦，星山　雅樹

　　　　　　戸田　雅久，柳澤　正義

　Jackson　detachable　coi1によるPDA閉鎖術の溶血

発症例について報告する．

　症例1：66歳女性．大動脈閉鎖不全＋PDA（Win－

dow　type最小径3．4mm）：8mm　coi1を用いて閉鎖．

detach前の造影で軽度の遺残短絡を認めたが自然閉

鎖を期待し手技を終了．約6時間後から血尿が出現，

LDHが211→8921U／1と上昇，血清は赤色調を呈した．

ハプトグロビンの投与と輸液で経過を観察したが，Hb

は13．6→11．9g／dl（8日後）と溶血が継続した．手技後

14日の弁置換術時にコイルを抜去，PDAをパッチ閉
鎖．
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　症例2：2歳女児．PI）A（funnel　type最／j・径2．2

mm）：径51nmのcoilで閉鎖．　detach前造影でコイル

ヒ部にごく軽度の遺残短絡，detach後造影でモニター

．ヒは短絡がないと判断した．20時間後の心エコーで

coilヒ部に軽度の遺残短絡を認めた．26時間後から尿

が暗赤色を呈し，LDH　249→411→8711U／／，　Hb　l2．1

→10．4g／d1と溶血性貧血がみられた．輸液とハプトグ

ロビン投与で対応，48時間後には尿潜血は±と改善し

た．5日後には短絡が心エコー上検出されず，LDH

7921U／／，　Hbl1．04g／d1と改善傾向があり退院した．

日本小児循環器学会雑1沁　第13巻　第5号

　考察：PDAのcoi｜閉鎖では溶血の危険性が想定さ

れるがどのような場合に生じるのか，遺残短絡の程度

と相関するのかなど不明な点が多い．呈示した2例か

ら次の注意点があげられるが，臨床例を積み重ね溶Ihl

例の防止について検討していかなければならない．（1）

溶血は遺残短絡によって生じる．（2）明らかな遺残短

絡がある場合には放置することはできない．（3）遺残

短絡はたとえ軽度でも常に溶血の危険性があり，溶血

の有無について十分患者を観察する必要がある．
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