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要 旨

大内　秀雄

　1993年4月から1997年3月までの4年間に国立循環器病センター小児科において，18例の頻拍性不整

脈に対してカテーテル焼灼術を行った．症例の内訳は，男10例，女8例，年齢は3歳8カ月から22歳（中

央値12歳），体重は15kgから73kg（中央値48kg）であった．疾患の内訳と成功率は，房室回帰性頻拍

（AVRT）11例（成功率11／11），房室結節回帰性頻拍（AVNRT）1例（成功率1／1），心房頻拍（AT）

3例（成功率2／3），心房粗動（AF）1例（成功率1／1），心室頻拍（VT）2例（成功率1／2）であった．

　安全な手術操作及び術後管理を行うことを目的に，先天性心疾患の心内修復手術前のAVRTの2例

に，カテーテル焼灼術を行い，成功した．

　合併症は全例認めなかった．平均28カ月（2～56カ月）の観察期間でAVNRTの1例が再発した．ま

た，common　typeのAFの1例に，新たにuncommon　typeのAFが出現し，再度のカテーテル焼灼術

を待機中である．

　小児の頻脈性不整脈に対する，カテーテル焼灼術は有用な治療と思われた．しかしながら，小児のカ

テーテル焼灼術後の組織学的変化については，臨床的にはまだ不明な点も多く，長期予後及び適応につ

いてはさらに検討していく必要があると思われた．

　　　　　　　　　はじめに

　直流通電法にかわって，より安全な高周波通電法が

普及し，また操作の容易なsteerable　large－tip　cath－

eterが登場したことによって，特に内科領域では，頻

拍性不整脈に対するカテーテル焼灼術が盛んに行われ

るようになった．最近，小児科においても，薬剤抵抗

性の症例や先天性心疾患の術前，術後の頻拍性不整脈

に対する，カテーテル焼灼術が行われ良好な成績が報

告されている1）A”6）．今回我々の施設でも18例の頻拍性

不整脈に対して，カテーテル焼灼術を行ったので，そ

の適応，問題点について考察する．
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　　　　　　　　　対象と方法

　［対象］表1に，1993年4月から1997年3月までの4

年間に，頻拍性不整脈に対してカテーテル焼灼術を

行った18例を示す．症例は18例中男10例，女8例，年

齢は3歳8カ月から22歳（中央値12歳），体重は15kgか

ら73kg（中央値48kg）であった．疾患の内訳は，房室

回帰性頻拍（AVRT）11例，房室結節回帰性頻拍

（AVNRT）1例，心房頻拍（AT）3例，心房粗動（AF）

1例，心室頻拍（VT）2例であった．カテーテル焼灼

の手技，適応理由，不整脈機序別または各疾患別の結

果，透視時間，その後の経過について，retrospective

に検討を行った．

　［カテーテルの手技］可能な限り，カテーテルは，高

位右房（HRA），　His，右室（RV），冠静脈洞（cs）に

留置するようにした．CSへのアプローチは，肘静脈，

鎖骨下静脈の他，体重及び年齢の小さい例では，気管
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表1　症例のまとめ

症例 性 年齢 体重 観察期間 疾患 焼灼方法 効果 適応理由 透視時間（分） 備考

1 M 13 66 48 AVRT 直流 成功 1
） 39．1

2 M 14 63 37 AVRT 高周波 成功 1
） 49．5

3 F 14 51 31 AVRT 高周波 成功 2）－B） 71．4

4 F 22 73 25 AVRT 高周波 成功 2）－B） 測定せず

5 M 9 15 25 AVRT 高周波 成功
3
） 79．1 AVD，　DORV，PS，　ASD

6 M 3 16 23 AVRT 高周波 成功
1
） 126．1

7 M 11 38 22 AVRT 高周波 成功 2）－B） 113．2

8 F 7 20 18 AVRT 高周波 成功
1
） 76．1

9 F 10 28 10 AVRT 高周波 成功
3
） 84．6 Ebstein，　ECD，　PS

10 M 12 32 12 AVRT 高周波 成功 1
） 80．6 KentはHis近傍

11 M 13 54 1 AVRT 高周波 成功 2）－B） 65

12 M 11 48 11 AVNRT 高周波 成功
1
） 68．1

13 F 13 40 19 AF 高周波 成功 2）－A） 131．1 Ebstein，　RVOTR術後

14 F 9 19 23 AT 高周波 成功 1
） 84．6 TIM

15 M 13 56 22 AT 高周波 成功 1
） 108．6

16 F 12 60 4 AT 高周波 不成功 1
） 137

17 F 13 47 46 VT 高周波 不成功 1
） 57．1

18 M 16 48 41 VT 高周波 成功 2）－B） 70．］

AVD：房室錯位，　DORV：両大血管右室起始，　PS：肺動脈狭窄，　ASD：心房中隔欠損，　Ebstein：エプスタイン，RVOTR：

右室流出路形成術，ECD：心内膜床欠損，　TIM：tachycardia　induced　cardiomyopathy

理由について：1）薬物治療に抵抗性，2）薬物治療が困難i；2）－A）TIM，2）－B）薬物治療を選択しない，3）先天性心疾

患の手術前処置

内挿管による全身麻酔下に，右内頸静脈を用いた．最

初の1例のみ直流通電で，残りの全例は高周波通電法

で行った．高周波通電法は，原則として，steerable

large－tip　catheterを用いた．

　［適応理由］表1に適応理由を示す．大きく分けて，

1）薬物治療に抵抗性の場合，2）薬物治療が困難な場

合A）TIM：tachycardia　induced　cardiomyopathy

を認める場合，B）薬物治療を選択しない場合，3）先

天性心疾患の手術前処置としての場合，の3点とした．

今回の症例では，1）の薬物治療に抵抗性の場合が10例，

2）のA）が1例，2）のB）が5例（運動を希望など本人

および家族からの強い要請があり，かつ頻拍拍数が多

い例）であった．3）の目的で，2例に対して，心内修

復術前にカテーテル焼灼術を行った．

　　　　　　　　　　　結　　果

　［不整脈機序別または各疾患別の結果］全例に合併症

は認めなかった．

　（1）AVRT：右側副伝導路6例（内His束近傍1

表2　AVRT

症例 性 年齢 体重 Kentの位置 approach

1 M 13 66 lt．　lateral 僧帽弁下

2 M 14 63 rt．　lateral 三尖弁上

3 F 14 51 lt．　lateral 僧帽弁下

4 F 22 73 rt．　pos．　sept 三尖弁上

5 M 9 15 It．　lateral 三尖弁下

6 M 3 16 It．　pos．　lat． 僧帽弁下

7 M 11 38 lt．　POS．　lat． 僧帽弁下

8 F 7 20 rt．1ateraI 三尖弁上

9 F 1⑪ 28 rt．　latera1 三尖弁上

10 M 12 32 His近傍 三尖弁下

11 M 13 54 rt．1ateral 三尖弁上

例），左側副伝導路5例に対するカテーテル焼灼術はす

べて成功した（表2）．器質的心疾患を合併しない4例
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の左側副伝導路に対しては，カテーテルを経動脈的に

左室に挿入し，僧帽弁下に行った．右側副伝導路に対

するカテーテル焼灼術は，long　sheathを使用して，弁

上アプローチで施行した．His束近傍にKent束が存

在する症例10は，His束及び房室結節から少しでも離

れていた方が良いと考え，三尖弁下で焼灼を行った（図

1一①）．弁下の岡定を良くするため，右内頸静脈アプ

ローチとした．焼灼は低出力（30W，18sec）で行い，

焼灼中は，洞調律下で房室接合部調律や，房室伝導時

間の延長の出現に注意を払いながら行った．

　（2）先天性心疾患の心内修復手術前のAVRTの2

例

　①症例4は右胸心，房室錯位（AVD），両大血管右室

起始（DORV），肺動脈弁狭窄（PS），心房中隔欠損

（ASD）で，1歳で頻拍発作を認めて以来，ジソピラミ

ドを内服していた．9歳で心内修復術に先だって，カ

テーテル焼灼術を行った．図2一①に心臓カテーテル検

査の造影所見を示す．左室が右側，右室は左側で，Kent

束は三尖弁輪の3：00の位置に存在した．ASDを通し

て，弁下アプローチで焼灼を行った（図2一②）．半年

後に心内修復術（Double　switch手術）を行った．②

症例9はエプスタイン奇形（Ebstein），心内膜床欠損

（ECD），　PSにAVRTを伴った例で，9歳で頻拍発作

を認め，ベラバミルを内服していた．10歳で，心内修

復術に先だって，カテーテル焼灼術を行った．Kent束

は三尖弁輪の9：00の位置に存在した．Kent束の，弁

輪から右室側への偏位はほとんどなかった．弁下アプ

ローチでは，焼灼できなかったため，long　sheathを使

用し，弁上アプローチで成功した．2カ月後に，心内

修復術を行った．

　（3）AVNRT：common　typeのAVNRTの1例
に，slow　pathwayに対するカテーテルを焼灼術を

行った．Kochの三角下1／3に対して，解剖学的アプ

ローチを行った．合併症は認めなかったが，3カ月後

に再発した．

　（4）AF：common　typeのAFに対して，　reentry

回路の最狭部位である，三尖弁から下大静脈の間を

linearに焼灼を行った（図3）．しかし，その後，　ullcoM－

mon　typeの心房粗動及び心房頻拍が出現した．

　（5）AT：AT　3例に対してカテーテル焼灼術を

行った（表3）．症例14はTIMで，うっ血性心不全の

状態で左室駆出率は18％であった．カテーテル焼灼術

後，全身状態は改善し，左室駆出率は65％と改善を認

めている．症例15はoriginが左心耳であったため

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第4号

Brockenbrough法による左心房アプローチを行った．

この成功した2例は，Bump現象（＋）で，　paced　acti－

vation　sequence　mappingもよく一致していた（図
4）．

　（6）VT：2例中，　originが左室下壁中隔心尖部の

1例のみ，成功した（表4）．

　（7）不成功例：17例中2例であった．ATの症例16

は，先行度からは，originは，　high　septumと考えら

れ，右房（RA），左房（LA）とも大体同程度であった．

RAからも，また卵円孔を通してLAからもアプロー

チしたが，ともにsequence　mappingの一致率は不良

で（LAの方がやや良好），不成功に終わった．

　VTの症例18は，　originは，右室流出路であったが，

pace　mappingを指標とした焼灼は不成功であった．

VTは，検査中誘発困難であった．

　［透視時間］透視時間は平均84．5分，検査時間は4

～ 5時間を要した．

　［焼灼術後の経過観察］平均28カ月（2～56カ月）の

観察期間で，成功例の16例中，AVNRTの1例（症例

12）が再発した．しかし，本症例は，焼灼前はプロプ

ラノロールを内服しても，月に1，2回は頻拍発作を

認めていたが，焼灼後は内服により，発作は認めなく

なっている．AFの症例13は，前述したように，新たに

uncommon　typeのAFが出現し，再度のカテーテル

焼灼術を待機中である．

　　　　　　　　　　考　　察

　内科領域で，広く，盛んに行われるようになったカ

テーテル焼灼術は，小児科領域においても普及し，適

応，成績ともに，同等に行われるようになってきてい

る．特に，器質的心疾患を伴わない，上室性頻拍性不

整脈に対するカテーテル焼灼術は，成人と比しても，

手技的にもほとんど変わらず，成績も良好である1）～6）．

特に，AVRTに対しては，薬剤抵抗性例のみならず，

長期の服薬を望まない例や，運動を思いきり行いたい

例など，両親及び本人が希望する例にも，適応が拡大

されつつある．AVRTに対するカテーテル焼灼術は，

成功率も高く，今後適応は拡大されるものと思われる．

但し，症例10のような，His束近傍のKent束のよう

に，場所によっては，施行を慎重にせざるを得ない場

合もある．

　AVNRTの焼灼に関しては，従来の報告の通り7），

slow　pathwayに対して，　tendon　of　Todaro，冠静脈

洞口，三尖弁輪で囲まれたKochの三角を目標に焼灼

したが，3カ月後に再発した．焼灼に成功した
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図1①His束近傍にKent束が存在するAVRT（症例10）に対して，カテーテル焼灼術を行った．②AVRT

　時の電位．His束が最も早い．③RV　pacingとLV　pacing時の逆行性A波のマッピング．星印が，　St－A

　時間が最も短い部位．ABL．：アブレーションカテーテル，　CSd：冠静脈洞遠位，　CSp：冠静脈洞近位
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図2　図2一①に，症例4の心臓カテーテル検査の造影所見を示す．左室が右側，右室

　は左側で，Kent束は三尖弁輪の3：00の位置，すなわちIt．　lateralに存在した．

　ASDを通して，弁下アプローチで焼灼を行った（図2一②）．ABL．：アブレーション

　カテーテル，HRA：右房高位，　LV：左室．
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AVNRTの10％は再発するという報告もあり8）～10），

Manolisら11）は，再発した例の焼灼部位は非再発例に

比べて，やや冠静脈洞口の後方であったと述べている．

本症例も，再発後，内服薬で良好にコントロールでき

るようになり，経過観察としているが，機会があれば，

次回はやや前方を狙うと再発は予防できるかもしれな

い．

　ATに対しては，　AT中のactivation　time，　P波の

pace　mapping，　Bump現象，　paced　activation

sequence　mappingを指標に行った12）13）．　ATに対す

　　　　　　　　SVC

　　　　　　　　　　　　蔭濠
　　　　　　　羅轟鱗

　　　　　　熱48153

　　　　　　　　　　159　252
自由壁側　　　51
　　　145　　「69　　・］～．
　　　　　　　　163　　　　CS

　　　　　　　　181　　277
　　　　　　　　　　190

CL＝283ms

中隔側

eAblation　line

図3　上大静脈（SVC），下大静脈（IVC）を中心に右

　房を開いた模式図である．左側が中隔側，右側が自

　由壁側である．AF中の右房内伝導パターンを冠静

　脈洞（CS）を起点にマッピングした．　AFは，　com－

　mon　typeすなわち心房中隔を上行し，右房自由壁

　の三尖弁側を下行するmacro－reentryであり，右房

　自由壁でのsequenceは，　anteriorからposteriorに

　向かっていた．cycle　length（CL）は283msであっ

　た．reentry回路の最も狭い部位は，三尖弁から下大

　静脈の間と考え，同部位に線状焼灼（矢印の部分）

　を行った．

る，焼灼部位決定に際しては，体表面心電図上のP波

pace　mappingでは，判定困難な場合が多く，このよう

な場合には，paced　activation　sequence　mappingを

指標として用いた．この時，AT起源近くの電極カテー

テルでは，多くの部位からのpacingでsequenceが同

一 となってしまい，有効部位の決定には起源より遠い

部位にカテーテルを留置することが重要であった．

　common　typeのAFに対して，　reentry回路の最狭

部位である三尖弁から下大静脈の間をlinearに焼灼

を行った’4）15）．本症例はエプスタイン奇形のRVOTR

（右室流出路形成）術後で，生後から存在する右房負荷

による，右房拡大を認めていた．右房拡大を認める症

例に対する心房粗動のカテーテル焼灼術には，問題点

が残されている．

　器質的心疾患を伴わないVTに対する，カテーテル

焼灼術，すなわち内科領域では，虚血性心疾患を伴わ

ないVTに対する，カテーテル焼灼術の成績80～90％

と良好である16）．小児科領域でも，同様の結果が報告さ

れている2）ユ7）．症例17は，originは，右室流出路であっ

たが，VT中のpace　mappingを指標とした焼灼は不

成功であった．鎌倉らの報告では18），右室特発性心室頻

拍における，pace　mappingに関しては，　VTよりもむ

しろPVCを指標にした方が，良好な成績が得られた

としている．また，検査中は，麻酔薬の効果もあって

誘発困難な事が多いため，可能な限り，誘発の方法を

前もってチェックしておくのが望ましいと考えられ

た．

　先天性心疾患を合併した例に対して，心内修復術前

に，カテーテル焼灼術を行った例も報告されてい

る19）2°）．複雑心奇形においては，房室弁の解剖学的位置

関係が正常と異なり，房室弁へのアプローチに工夫が

必要である．手技的には，電気生理学検査及びカテー

テル焼灼術前に，解剖学的構造を理解しておけば，そ

れほど困難ではないと考えた．但し，His束の走行が，

正常と異なっていたり，前方と後方の2つの房室結節

表3　AT

症例 性 年齢 体重 焼灼方法 pace　map． max　dev．　seq．　map． Bump 効果 備考

14 F 9 19 右心耳先端 11／12 ⊥5 十 成功 TIM

15 M 13 56 左心耳先端 11／12 十5 十 成功

16 F 12 60 左側高位中隔 評価せず 十20 一 不成功

TIM：tachycardia　induced　cardiomyopathy，　pace　map．　l　pace　mappingの一致率

max　dev．　seq．　map．：max　deviation　of　paced　activation　sequence　mapping（ms） Bump：Bump現象
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図4　症例14のpaced　activation　sequence　mapping

　は，良好に一致していた．ABL．：アブレーションカ

　テーテル，RAA　base：右心耳基部，　LRA　Iat．：右

　房下部外側，CSd：冠静脈洞遠位，　CSp：冠静脈洞近

　位

表4　VT

症例 性 年齢 体重 origin 効果

17 F 13 47 右室流出路 不成功

18 M 16 48 左室下壁中隔心尖部 成功

が存在して，His束の電位がうまく記録できない場合

がある．また，エプステイン奇形にAVRTを認める場

合は，複数のKent束が存在する場合や，本来の三尖弁

付着部から離れている場合があるため，十分注意する

必要がある．先天性心疾患の心内修復術前に，カテー

テル焼灼術を施行することは，術中及び術後管理を安

全に行う上で有用と考えられた．先天性心疾患の心内

修復術後の不整脈に関しては，心房負荷が術後も残存

するFontan手術や，心房内操作を行ったMustard手

術を施行した症例に，術後認めた上室性不整脈に対し

て，カテーテル焼灼術を行い，有効であったとする報

告も散見される21｝”v23）．しかし，　AT（多源性のことも

多い），AF，　Af（心房細動），をそれぞれ，あるいは複

数認める症例に関しては，カテーテル焼灼術が困難な

場合も多い．また，術後の心室性不整脈に対しては，

特に困難を極める．ファロー四徴症の術後のように，

右室流出路の切開創あるいはパッチの周囲のmacror・

eentryのVTに対しても，カテーテル焼灼術の報告は

あるが24）25），効果は今一つである．小児科領域におい

て，先天性心疾患の心内修復術後の不整脈に対する治

療は，心機能が低下しているため，使用する抗不整脈

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第4号

薬が限られてしまい，治療に難渋する場合が多い．こ

のような症例では，カテーテル焼灼術により，根治に

近づけるよう工夫が必要であろう．

　今回の症例では，透視時間は平均84．5分，検査時間

は4～5時間を要している．放射線被曝による発癌性

の問題は，数十年経たないと結論は得られないであろ

う26）が，透視時間や検査時間が長く，今後の問題点と考

えられた．カテーテルの改良などの技術的な改良によ

り短くなってきたとはいえ，さらなる検討が必要であ

る．

　従来の報告では，小児における，高周波カテーテル

焼灼術後の合併症の発生率は，成人に比べても，ほと

んど差がない．しかし，重篤な合併症の報告も認める．

Seu1は3｝，5週，3．2kgのAVRTの乳児に対して高周

波カテーテル焼灼術を行い，2週後に，VTにより，死

亡したと報告した．高周波カテーテル焼灼術後の，心

筋の組織変化は，成人においては，焼灼巣の大きさは，

慢性期（数カ月後）には急性期（直後から数時間後）

の約2／3に縮小するといわれている27）．しかし，未熟な

乳幼児心筋の場合は，成人とは異なる．Seulらの報

告28）によると，生後4週と8週のヒツジの心房，房室弁

輪部，心室に対して，高周波カテーテル焼灼術を行い，

直後，1カ月後，8カ月後の組織変化を比較した．房

室弁輪部では，焼灼巣の拡大は認めなかったが，心房

では1カ月後に164％，心室では8カ月後に171％まで

焼灼巣が拡大した．乳幼児期の高周波カテーテル焼灼

術は，適応を制限するべきであると考えた．

　　　　　　　　　　結　　語

　小児の頻脈性不整脈に対する，カテーテル焼灼術は

有用な治療と思われた．しかしながら，小児のカテー

テル焼灼術後の組織学的変化については，臨床的には

まだ不明な点も多く，長期予後及び適応についてはさ

らに検討していく必要があると思われた．

　本論文の要旨は第99回日本小児科学会（1996年4月熊本）

で発表した．

　　　　　　　　　　文　　献

　1）Van　Hare　GF，　Witherell　CL，　Lesh　MD：

　　　Follow－up　radiofrequency　catheter　ablation　in

　　　children：results　in　lOO　consequtive　patients．　J

　　　Am　Coll　Cardiol　1994；23：1651　1659

　2）Hsieh　IC，　Yer　SJ，　Wen　MS，　Wang　CC，　Lin　FC，

　　　De　W：Radiofrequency　ablation　for　su－

　　　praventricular　and　ventricular　tachycardia　in

　　　young　patients．　Int　J　Cardiol　1996；54：33－－40

　3）Saul　Jp，　Hulse　JE，　De　W，　et　al：Catheter

Presented by Medical*Online



平成10年7月1日

　　　ablation　of　accessory　atrioventricular　path－

　　　ways　in　young　Patients：use　of　long　vascular

　　　sheaths，　the　transseptal　apProach　and　a　retro－

　　　grade　left　posterior　parallel　approach。　J　Am

　　　Coll　Cardiol　1993；21：571－583

4）Case　CL，　Gillete　PC，　Oslizlok　PC，　et　al：　Radio－

　　　frequency　catheter　ablation　of　incessant　medi－

　　　cally　resistar】t　supraventricular　tachycardia　in

　　　infants　and　small　children．　J　Am　Coll　Cardiol

　　　1992；20：1405　　1410

5）Dick　M，0’connor　BK，　Setwer　GA，　et　al：Use

　　　of　ratiofrequency　current　to　ablate　accessory

　　　pathway　connection　in　children．　Circulation

　　　199ユ；84：2318－2324

6）Van　Hare　GF，　Lesh　MD，　Scheinman　M，　et　a1：

　　　Percutaneous　radiofrequency　catheter　ablation

　　　for　supraventricular　arrhthmias　in　children．　J

　　　Am　Coll　Cardiol　l991；17：1613－1620

7）Jackman　WM，　Beckman　KJ，　McClelland　JH，　et

　　　al：Treatment　of　supraventricular　taachycar－

　　　dia　due　to　atrioventricular　nodal　reentry　by

　　　radiofrequency　catheter　ablation　of　slow　path－

　　　way　conduction．　N　Engl　J　Med　1992；327：313－

　　　318

8）Kay　GN，　Epstein　AE，　Dailey　SM，　Plumb　VJ：

　　　Selective　radiofrequency　ablation　of　the　slow

　　　pathway　for　treatment　of　atrioventricular

　　　nodal　reentrant　tachycardia．　Circulation　l992；

　　　85：1675－1688

9）Moulton　K，　Miller　B，　Scott　J，　Woods　WT：

　　　Radiofrequency　catheter　ablation　for　AV　nodal

　　　reentry：a　technique　for　rapid　transection　of

　　　the　slow　AV　nodal　pathway．　PACE　1993；16：

　　　760．－768

10）Langberg　JJ，　Leon　A，　Borganelli　M，　Kalbfleis－

　　　ch，　et　al：Arandomized，　prospective　compari－

　　　son　of　anterior　and　posterior　apProaches　to

　　　radiofrequency　catheter　ablation　of　atrioven－

　　　tricular　node　reentry　tachycardia．　Circulation

　　　l993；87：1551　　1556

11）Manolis　AS，　Wang　PJ，　Estes　NAM：Radiofre－

　　　quency　ablation　of　slow　pathway　in　patients

　　　with　atrioventricular　nodal　reentrant　tachycar－

　　　dia．　Circulation　1994；90：2815－2819

12）Tracy　CM，　Swartz　JF，　Fletcher　RD，　Hoops　HG，

　　　Solomon　AJ，　Karasik　PE，　Mukhrjee　D：Radio－

　　　frequency　catheter　ablation　of　ectopic　atrial

　　　tachycardia　using　Paced　activation　sequence

　　　mapping．　JACC　1993；211910－917

13）Pappone　C，　Stabile　G，　De　Simone　A，　Senatore

　　　G，Turco　P，　Damiano　M，　Iorio　D，　Spampinato

　　　N，Chiariello　M：Role　of　catheter－induced

517－（25）

　　　mechanical　trauma　in　localization　of　target

　　　sites　of　radiofrequency　ablation　in　automatic

　　　atrial　tachycardia．　JACC　1996；27：1090－－1097

14）Tabuchi　T，　Okumura　K，　Matsunaga　T，　Tsu－

　　　noda　R，　Jougasaki　M，　Yasue　H：Linear　abla－

　　　tion　of　the　isthmus　between　the　inferior　vena

　　　cava　and　tricuspid　annulus　for　the　treatment　of

　　　atrial　flutter．　Circulation　1995；92：1312－1319

15）Fischer　B，　Haissaguerre　M，　Garrigues　S，　Poquet

　　　F，Gencel　L，　Clementy　J，　Marcus　FI：Radiofre－

　　　quency　catheter　ablation　of　comon　atrial　flutter

　　　in　80　patients．　JACC　1995；25：ユ365　1372

16）Klein　LS，　Shih　HT，　Hackett　FK，　et　al：Radio－

　　　frequency　catheter　ablation　of　ventricular　te－

　　　chycardia　in　patients　without　structual　heart

　　　disease．　Circulation　1992；85：1666－1674

17）0’connor　BK，　Case　CL，　Sokoloski　MC，　Blair　H，

　　　Cooper　K，　Gillette　PC：Radiofrequency　cath－

　　　eter　ablation　of　right　ventricular　outflow　ta－

　　　chycardia　in　children　and　adolescents．　J　Am

　　　Coll　Cardiol　1996；27：869　　874

18）鎌倉史郎，清水　渉，岡野嘉明，須山和弘，栗田隆

　　　志，相原直彦，大江　透，下村克朗：右室特発性心

　　　室頻拍におけるアブレーション至適部位の検索法

　　　　　pace　mappingの有用性一．心電図　1996；16二

　　　152－162

19）Levine　JC，　Walsh　EP，　Saul　Jp：Radiofrequen－

　　　cy　ablation　of　accessory　pathways　associated

　　　with　congenital　heart　disease　including　heter－

　　　otaxy　syndrome．　Am　J　Cardiol　1993；72：689

　　　693

20）Van　Hare　GF，　Lesh　MD，　Stanger　P　：Radiofre－

　　　quency　catheter　ablation　of　supraventricular

　　　arrhthmias　in　patients　with　congenital　heart

　　　disease：results　and　technical　considerations．　J

　　　Am　Coll　Cardiol　1993；22：883－890

21）Van　Hare　GF，　Lesh　MD，　Ross　BA，　Perry　JC，

　　　Docostkar　PC：Mapping　and　radiofrequency

　　　ablation　of　intraatrial　tachycardia　after　the

　　　Senning　or　Mustard　procedure　for　transposition

　　　of　the　great　arteries．　Am　J　Cardiol　1996；77：985

　　　－991

22）Triedman　JK，　Saul　Jp，　Weindling　SN，　Walsh

　　　EP：　Radiofrequency　ablatiorl　of　intra－atrial

　　　reentrant　tachycardia　after　surgical　palliation

　　　of　congenital　heart　disease．　Circulation　1995；

　　　91：707　　714

23）Lesh　MD，　Van　Hare　GF，　Epstein　LM，　Fit・

　　　zpatrick　AP，　Scheinman　MM，　Lee　RJ，　Kwas－

　　　man　MA，　Grogin　HR，　Griffin　JC：Radiofre－

　　　quency　catheter　ablation　of　atrial　arrhthmias

　　　results　and　mechanisms．　Circulation　1994；89：

Presented by Medical*Online



518－（26） 日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第4号

24）

25）

1074－1089

Chinushi　M，　Aizawa　Y，　Kitazawa　H，　Kusano　Y，

Washizuka　T，　Shibata　A　：Successful　radiofre・

quency　catheter　ablation　for　macroreentrant

ventricular　tachycardias　in　a　patier〕t　with

Tetralogy　of　Fallot　after　corrective　surgery．

PACE　1995；18：1713－1716

八木葉子，椎川　彰，中野秀昭，林　和秀，秋本剛

秀，遠藤真弘，小柳　仁：致死的頻脈性不整脈に対

する手術的治療と非手術的治療の成績と意義．日

外会誌　1992；93：1020－1023

26）Calkins　H，　Niklason　L，　Sousa　J，　El－Atassi　R，

　　　Langberg　J，　Morady　F：Radiation　exposure

　　　during　radiofrequency　catheter　ablation　of　acc－

　　　sessory　atrioventricular　connections．　Circula－

　　　tion　1991；84：2376－2382

27）松本万夫，山本俊夫，松尾博司：高周波アブレーシ

　　　ョンの病理学．治療学　1995；29（9）：957961

28）Saul　Jp，　Hulse　JE，　Papagiannis　J，　Van　Praagh

　　　RV，　Walsh　EP：Late　enlargement　of　radiofre・

　　　quency　Iesions　irl　infant　lambs．　Circulation

　　　1994；90：492．－499

Catheter　Ablation　of　Tachycardia　for　Children　and　Adolescents

Keiko　Toyohara， Hiroshi　Chadou，　Hideo　Ohuchi，　Yoshio　Arakaki　and　Tetsurou　Kamiya

　　　　National　Cardiovascular　Center，　Osaka，　Japan

　　　Eighteen　patients　underwent　catheter　ablation　procedures　for　cure　of　tachycardia　in　our

center　from　Apr．1993　to　Mar．1997．　There　were　ten　men　and　eight　women　aged　3　to　22　years

（median　age　of　13），　weighed　15　to　73　kg（median　weight　of　48　kg）．　Initial　success　included

accessory　pathways　in　ll　of　11（100％），　atrioventricular　node　reentry　tachcardia（AVNRT）in　l

of　1（100％），　atrial　flutter（AF）in　l　of　1（100％），　atrial　tachycardia（AT）in　20f　3（67％），　ventricular

tachycardia（VT）in　l　of　2（50％）．

　　　Two　cases　with　congenital　heart　disease　underwent　catheter　ablation　procedures　to　prepar－

ate　for　intra－cardiac　repairs　that　were　uneventfully　performed．

　　　There　were　no　complications　in　all　cases．　During　a　mean　follow－up　22　months（range　7　to　50），

recurrence　occured　in　one　AVNRT　patient．　In　one　case，　after　succsesful　catheter　ablation　for

common　AF，　uncommon　AF　appeared．　She　is　waiting　for　another　catheter　ablation．

　　　Catheter　ablation　is　useful　for　tachycardia　in　children　and　adolescents．　However，　there　are

alot　of　unknown　problems　about　histological　changes　after　catheter　ablation．　Results　of　the

follow－up　evaluation　and　change　of　application　for　ablation　must　be　discussed．
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