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　1．胎児診断し出生直後バルーン弁形成術により救

命した重症大動脈弁狭窄症の1例

　　　　静岡県立こども病院循環器科

　　　　　　田中　靖彦，幸治　　淳，深澤ちえみ

　　　　　　木下　義久，斎藤　彰博

　新生児重症大動脈弁狭窄症は胎生期より左室拡大，

左室壁運動低下，心内膜線維弾性症などを合併するこ

とが多く，胎児死亡や新生児期の強い心不全を起こす

重篤な心疾患である．我々は，胎児診断を行い，予定

帝王切開で早期娩出をはかり，出生直後にバルーン弁

形成術（BVP）を行い救命した症例を経験したので報

告する．

　症例：在胎29週，産科にて胎児の心室壁運動の低下

を指摘され当院受診，胎児エコーの結果，重症大動脈

弁狭窄症，僧帽弁逆流，心内膜線維弾性症と診断．母

体にステロイド投与の上，肺の成熟を待って，在胎32

週4日に母体搬送を行い，当院にて帝王切開で出生し

た．体重2，268g，　Apgar　score　5点，直ちに気管内挿

管を行い，エコーで診断確定しBVPを行った．右内頸

動脈をカットダウンし4Frシースを挿入，エコー及び

術前の左室造影で評価した大動脈弁輪径は3．8mmで，

3．5mmと4．OmmのバルーンサイズのPTCA用カ
テーテルを使用した．左室一大動脈圧較差の著明な低

下はなかったが，直後より左室壁運動の改善が見られ

た．術前，動脈管での短絡は肺動脈一大動脈方向のみ

であったためPGE1を使用していたが，術直後より両

方向性となり，翌日には大動脈一肺動脈方向が優位と

なったためPGE1を中止できた．肺うっ血も著明に改

善し，10日で抜管となった．生後2カ月頃より，大動

脈弁再狭窄，心室中隔肥厚に伴う弁下狭窄が出現し，

生後72日目に再度BVPを施行した．しかしその後も

弁下狭窄が強く現在外科手術待機中である．

　考察：胎児診断と出生直後のBVPが本症の治療に
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は有効であった．本症は胎生期に心内膜線維弾1生症や

卵円孔早期閉鎖による胎児死亡や胎児心不全をきたす

危険性がある．また出生後も発見が遅れると，動脈管

の閉鎖に伴うショックをきたし死亡する可能性もあ

る．本症例では，未熟児としてのリスクが比較的少な

くなると思われる32週を選び予定帝王切開で娩出，早

期治療に成功したが，適切な娩出時期に関しては今後

の治療経験の蓄積が必要と思われる．胎児診断のため

には産科との連帯が不可欠であり，周産期医療体制の

充実が望まれる．

　2．極小未熟児の大動脈弁狭窄に対するBVPの経

験

　　　　茨城県立こども病院小児科　　磯部　剛志

　　　　同　新生児科　　野澤　政代，宮本　泰行

　　　　筑波大学小児科　佐藤　秀郎，堀米　仁志

　症例は生後1カ月の女児で在胎33週3口，1，265g，

双胎第2子として出現した．生後まもなくから呼吸障

害のため挿管呼吸管理を受け，心エコーでvalvular

AS，　VSD，　PDA，　PHと診断された．大動脈弁は著明

に肥厚したdysplastic　valveでカラードップラーでわ

ずかな順行性血流を認めるのみだった．大動脈弁輪径

は7mm，　VSD径は6mm，動脈管血流は右左方向で，大

動脈弓部へは動脈管からの逆行性血流で供給されてい

た．低体重のため体重増加を図ったが，心不全が進行

したため日齢55で右総頸動脈から大動脈弁のBVPを

施行した．総頸動脈は外径3mmで4Fシースを留置，4

mm及び6mm径バルーンで大動脈弁を拡張した．術直

後，大動脈弁での血流が軽度増加し，動脈管及び大動

脈弓部ではto　and　froの血流となったが，翌日には術

前と同様の血行動態に戻り，心不全も改善しないまま

日齢63死亡した．

　本例はASに対するBVP施行例のなかで最も低体

重の症例と思われるが，手技的には頸動脈径が十分太

く，弁までのアプローチは容易であった．また，バルー

ン拡張中はST低下，　T波陰転化が見られたものの，

血圧低下は軽度で循環動態は安定していた．これは本

Presented by Medical*Online



692－（82）

例がVSD，　PDA合併例であり，体血圧が大動脈弁経由

の血流に依存していないためであるが，逆に本例の血

行動態を改善するにはBVPが著効を示さないかぎり

困難と思われた．

　大動脈弁がdysplasticであることもBVP施行上の

問題点であり，結果的に本例に対するBVPの効果は

わずかでかつ一次的に認められたのみだった．

　また，今回ガイドワイヤーをエコーガイドで操作し

たが，弁を通過させる上で透視より操作しやすい印象

を得た．しかし，バルーンが狭窄部にきちんとセット

されているかどうか，透視下でのバルーンのwaist形

成のような手応えが得られない点は不利と思われた．

　3．乳児期早期のCritical　ASにおける“小径”バ

ルーン弁形成術の経験

　　　　滋賀医科大学小児科

　　　　　　奥野　昌彦，久野　　正，岡本　暢彦

　　　　　　岡川　浩人，近藤　雅典，中川　雅生

　　　　　　島田　司巳

　　　　大津市総合保健センター　　　藤野　英俊

　Critical　ASに対して経皮的バルーン大動脈弁形成

術（BAV）が本邦でも行われるようになったが死亡例

も散見される．その1つの原因として術後の大動脈弁

閉鎖不全（AR）による容量負荷による左心不全があ

る．また，ARの合併はバルーン径／弁輪径比（BAR）

に密接に関係していることも報告されている．我々は

乳児期早期には小径のバルーンを用いARの合併を

防ぎ，救命につとめ，弁輪径の発育を待って再度BAV

を行うという方針をたてた．症例は在胎38週，2，960g

で出生．生後4日日に心雑音を指摘された．哺乳力が

非常に弱く，肝腫大を認めたため当科に紹介された．

心エコー検査で大動脈狭窄（大動脈弁血流速度4．7m／

sec），左室収縮能の低下を認めCritical　ASと診断し

た．生後10日目に経大腿動脈経由で4mmのHopkin－

gtonバルーンカテーテルを用いて一回目のBAVを

行った（BAR　O．77）．術前の左室圧，大動脈収縮期圧

は110rnmHg，52mmHg，術後は左室圧は測定できてい

ないが，大動脈収縮期圧は67mmHgにまで改善した．

術後はじめて大腿動脈の拍動が触知可能となり，哺乳

力改善，尿量増加，肝腫大の軽減など全身状態の改善

をみた．生後7カ月時に再狭窄に対し，経内頸動脈経

由で8mmのHopkingtonバルーンカテーテルを用い

て二回目のBAVを行った（BAR　O．85）．左室収縮期

圧は310mmHgから268mmHgに，大動脈収縮期圧は

87mmHgから69mmHgとなった．現在，手術待機中で
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ある．我々はBAVはあくまで根治的なものではなく，

将来の手術へのつなぎの治療と考えている．術後の

ARの出現による容量負荷がBAV後の予後を左右す

る最も大きな要因と考え，これを防ぐために通常より

小径のバルーンを使用した．2回のBAVともにAR

の出現を認めず，術後の状態はともに安定していた．

乳児期早期の不安定な時期には小径のバルーンで救命

につとめ，以後の根治的な治療につなげるのも一つの

選択枝ではないかと考えた．

　4．大動脈弁狭窄，大動脈弁下部狭窄をともなった，

大動脈弓離断，心室中隔欠損症例に対する新生児期バ

ルーン大動脈弁形成術とその後の外科治療

　　　　兵庫県立こども病院循環器科

　　　　　　黒江　兼司，鄭　　輝男，三戸　　寿

　　　　同　心臓外科　　今井　雅尚，山口　眞弘

　症例は男児，在胎週数40週，生下時体重2，880gにて

出生，右耳介低形成と副耳を伴っていた．生後5日，

心雑音，哺乳力低下のため当院新生児科に入院．多呼

吸，哺乳不良が続くため，生後10日，循環器科に紹介

となった．心エコーにて大動脈弓離断（TYPE　B），心

室中隔欠損，大動脈弁狭窄，大動脈弁下部狭窄，動脈

管開存と診断し，PGE1の投与を開始した．生後13日，

体重2，783g時に，大動脈弁狭窄（2尖弁，弁輪径5．4

mln）に対し，内頸動脈アプローチ，心エコー観察下に

バルーン大動脈弁形成術を行った．TYSHAK　PDC

42435カテーテル（バルーン径4mm，長さ2cm，シャフ

ト3．5F，シース4，0F）の拡張で，大動脈弁逆流を心エ

コー上検出したため，以後の拡張は施行しなかった．

生後35日，拡大大動脈弓再建，VSDパッチ閉鎖，大動

脈弁下部狭窄解除を施行した．術後，心エコーによる

観察で，大動脈弁下部の狭窄や大動脈弁逆流は観察さ

れなかったが，大動脈弁部で2カ月時30mmHg，3カ

月時68mmHgの圧較差及び，左室壁の肥厚（7mm）が

認められた．4カ月時外科的に交連切開術が行われた．

弁口は4mmで，2尖弁であった．交連切開により弁口

は7mmまで拡大できた．

　5．大動脈縮窄複合に合併した大動脈弁狭窄に対す

る新生児期の経皮的バルーン大動脈弁拡大術

　　　　東京女子医科大学日本心臓血圧研究所循環器

　　　　小児科，小児外科＊

　　　　　　山田　美保，中西　敏雄，朴　　仁三

　　　　　　中澤　　誠，門間　和夫，今井　康晴＊

　心室中隔欠損のある大動脈縮窄症（大動脈縮窄複合

CoA　complex）では大動脈弁狭窄（以下AS）を合併
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表　2症例のまとめ

症　例　1 症　例　2

PTA時日齢（日）

　　　　体市（k9）

32［

2．9k9

7日

2．8k9

大動脈弁輪径（lnm）

バルーン径（mm）

　弁輪径に対する％

大動脈弁下狭窄の有無

8．0×7．3

6→7mm
　91％

な　し

7．5×5．3

5→6nm1

　94％

あ　り

PTAの効果判定 Qp／Qsの減少 圧較差車減

その後の経過 PTA翌日にSCF・PAB
　　　3カ月時ICR

PTA翌［にSCF」PAB
　　外来経過観察中

SCF：subclavian　flap　methodによる大動脈縮窄解除術

PAB：PA　BANDING　ICR：心内修復術

することがある．CoA　complexの治療方針として当院

では二期的手術を原則としているが，初回手術（大動

脈縮窄解除およびPA　banding）時に同時に人工心肺

下でのAS解除を行うことは，全身状態の悪い新生児

症例では極めてhigh　riskとなる．しかしASの存在下

でPA　bandingをおくと術後に両心室への圧負荷が著

明となり，術後管理に難渋することが予想される．今

回我々は初回手術の前にASに対し経皮的バルーン大

動脈弁拡大術（以下PTA）を行うという方針で2症例

の治療を行った．

　症例：症例のまとめを表に示す．2例とも心エコー

上大動脈弁は3弁のうち2弁が癒合した機能的二尖

弁，弁尖も厚くdomingが明らかであった．症例2では

更にconus　septumの後方偏位によるsubaortic

stenosisを伴っていた．　PTAは挿管，全身麻酔下で，

右総頸動脈ルートで行った．造影で得られた大動脈弁

輪径より，その90～95％までの径のMeditec社製

ultrathin　ba］loon　catheterを選択しPTA施行，その

効果は圧較差軽減，肺体血流比減少，および心エコー

による大動脈弁の可動性の改善により判定し，有効で

あった．PTA手技に伴う合併症はなく，ARも症例2

でわずかに出現したのみであった．両者ともPTA翌

日に大動脈縮窄解除及びPA　bandingを施行，症例1

ではその後も高肺血流による心不全が持続したため，

生後3カ月時に心内修復術が施行された．術中所見で

はASはよく解除されており弁には手を付けずに終了

している．症例2では，術後もsubaortic　stenosisは変

わらないものの臨床上問題になることはなく，現在外

来にて経過観察中である．

　考案：CoA　complexに合併したASに対するPTA

の経験について報告した．PTAの手技は単独のASの
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場合と同様であるが，拡張用カテの挿入ルートとして

右総頸動脈を選択した．頸部からのアプローチではカ

テが直線的に上行大動脈を下降するので狭窄した弁口

の通過が容易であること，CoAの場合大腿動脈ルート

では縮窄部通過の際に血管壁を損傷する危険のあるこ

とが，その理由である．挿管下での操作としたので全

身管理も容易であった．

　CoA　colnplexに合併したASにおいては，　VSDを

介する左右短絡により大動脈弁通過血流量が変化する

ため，ASの評価・PTAの効果判定を圧較差のみで行

うことができない．今回は心エコーによる大動脈弁の

形態，可動性から有意のASと判断しPTA適応を決

定した．その効果判定も，圧較差だけでなく肺体血流

比，心エコーや造影での弁の可動性，domillgの程度な

どによる総合的評価が必要と考えられた．

　以上，AS合併CoA　complexの新生児において，カ

テーテル治療と手術の併用は手術侵襲を軽減するとい

う点で有用であった．subaortic　stellosisを伴う症例で

も，予めvalvular　ASを解除しておくことで，　ICRま

での間左室流出路狭窄による左心不全を軽減すること

ができ，積極的に試みるべき方法と考えた．

　6．経皮的バルーン弁形成術が著効した新生児重症

肺動脈狭窄の1例

　　　　医療法人明和会・中通総合病院小児科（秋田

　　　　市）

　　　　　　　　　　　　高田　　修，三浦　靖徳

　症例は女児．チアノーゼあり生後2日で当科入院．

心電図でVIR低く右室成分減弱．心エコー上推定圧較

差116mmHgのPSありlipo－PGEi投与で酸素飽和度

は52．7％より88％に改善．生後8U，体重3，370gで全

麻酔下に心カテ施行．肺動脈弁輪径5．51nln．5Fr．シー

ス挿入し4Fr．アンギオメド・ストレートカテーテルを

NIHに似せて尖端を曲げ右室流出路へ向け，0．018ガ

イドワイヤーを肺動脈弁孔を通して右末梢肺動脈へ進

め，ホプキントンballoon　catheterの径6mmで2回，

径8mmで1回拡大を行い，ともにWaist消失した．右

室圧は術前155mmHgから術後65mmHgへ，右室圧／

体血圧比は1．58から0．66に改善．里帰り分娩の為，術

後29日で埼玉医科大学へ紹介し術後49日の心エコーで

は推定圧較差18mmHgでPRも無く3mmのASDを
認めるが経過良好との返事を頂いたが，術後118日目に

突然死した．剖検では肺動脈弁は厚いがよく解放され

ており，死因は不明であった．

　バルーン弁形成術は今や新生児重症肺動脈狭窄でも
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安全に行われ，その長期予後も良い様であるが，本症

は著効を得たものの突然死をしてしまい，他施設での

合併症の経験を教えて頂きたく提示した．

　7．Brock術後の肺動脈弁狭窄に対するBalloon

Valvuloplastyの経験

　　　　大垣市民病院小児循環器科

　　　　　　西端　健司，安田東始哲，田内　宣生

　　　　同　胸部外科

　　　　　　村山　弘臣，西沢　孝夫，桜井　　一

　　　　　　原　　修二，村瀬　允也

　　　　社会保険中京病院心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　前田　正信

　純型肺動脈閉鎖症，Brock手術後の肺動脈弁狭窄の

3例に経皮的肺動脈弁形成術（BPV）を経験した．

　症例1：口齢36にBrock手術施行．以後経過良好で

あったが，1歳4カ月時，顔面・四肢の浮腫出現．心

エコーで右室圧ヒ昇を認め，肺動脈弁狭窄の進行によ

る心不全と考えて，BPV施行した．弁輪径10mmに対

し径12mm（120％）のバルーンを使用した．術前右室

圧は125mmHgであり，BPV後肺動脈弁の解放制限は

軽減されたが，右室流出路狭窄が強く右室圧は100

1nmHgであった．しかし右室流出路狭窄の軽減ととも

に徐々に低下し，7カ月後ではほぼ正常の圧となった．

　症例2：［齢12にBrock手術施行．以後経過良好で

あったが，徐々にPSが進行し，2歳2カ月時にBPV

施行した．弁輪径91nmに対し径12mm（133％）のバ

ルーンを使用した．術前右室圧87mmHg，　PSは圧差71

mmHgであったが術後肺動脈弁の解放制限は軽減さ

れ，BPV後には右室圧52mmHg，　PSは圧差29mmHg

に低下した．

　症例3：日齢／9にBrock手術を行った．本例では右

室流出路の発達した筋束のためにP弁にうまく切開

をいれることができず，main　PAを切開し直視下にP

弁切開した．しかし術後も順行性flowは乏しくPGE1

からの離脱ができず，また創部の感染からDICを起こ

したため，DICの回復を待って，日齢89にBPV施行し

た．RV造影ではPAへのflowは全く認められなかっ

たが，右冠動脈用カテを右室流出路に位置し，ガイド

ワイヤーをPA内に先行させることができたため，ま

ずPTCA用バルーンカテを用い，径1．5mmから順次

size　upしてBPVを行った．しかしカテ操作中一過性

のAV－blockとなったため中止し，2週間後に再び

BPVを行った．最終的に径6mmのバルーン（120％）

で拡張し，RVからPAへの日owが認められ，　RV圧
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が147mmHgから57mmHgに低下，　PSは圧差39

mmHgとなり，術後PGEIからの離脱が可能となっ

た．しかし約3カ月後には心エコーで右室圧の上昇が

認められ，肺動脈弁の再狭窄を疑い，近く心カテ検査

を行い再度BPVを検討する予定である．

　まとめ：純型肺動脈閉鎖，Brock手術後の肺動脈弁

狭窄に対し経皮的肺動脈弁形成術を行い有効であっ

た．BPV後にも肺動脈弁の再狭窄を起こす例もある

が，BpVは繰り返し行うことができ，また外科的手術

を回避できるため有効な手段と思われた．

　8．ブロック手術後残存肺動脈弁狭窄に対しバルー

ン肺動脈弁形成術を施行した3例

　　　　山形大学医学部小児科

　　　　　　　　　　　　佐藤　　哲，中里　　満

　　　　　　　　　　　　鬼海安都子，秋場　伴晴

　ブロック手術後に残存した肺動脈弁狭窄（以下PS）

に対してバルーン肺動脈弁形成術（以下BPV）を施行

した3例について報告する．

　症例1：重症肺動脈弁狭窄症の男児．日齢2にブ

ロック手術を施行，1歳時にBPVを行った．右室造影

では肺動脈弁は著明に肥厚し可動性はほとんど認めら

れなかった．肺動脈弁輪径は7．3mmで正常肺動脈弁輪

径の58％と狭小化しており，この118％にあたる8．6

mmのUltra－thinバルーンでBPVを施行した．バ

ルーンのwaistは消失したが，右室造影上BPV前後

で肺動脈弁の形態，可動性に変化は認められなかった．

心臓カテーテル検査では右室肺動脈間収縮期圧較差

（以下圧較差）は122から84mmHgに低下したが，　BPV

後2年10カ月には圧較差が127mmHgと再ヒ昇してい

たために，外科的に右室流出路形成術を行った．術中

所見では肺動脈弁尖は粘液腫様に著明に肥厚し，異型

性の強い弁であった．

　症例2：純型肺動脈閉鎖症の女児．日齢6にブロッ

ク手術を施行，3歳時にBPVを行った．右室造影では

肺動脈弁は軽度肥厚し，明瞭なドーム形成が認められ

た．また，正面像では，右室から肺動脈へ，肺動脈弁

輪の中央左側寄りから造影剤が流出しており，ブロッ

ク手術による裂開孔は左半月弁腹に開口していると思

われた．肺動脈弁輪径の108％にあたるイノウエバルー

ンでBPVを行った．バルーンのwaistは消失したが，

BPV後も肺動脈弁のドーム形成に変化は認められな

かった．心臓カテーテル検査でも圧較差は47から44

mmHgへ低下したにすぎなかった．

　症例3：重症肺動脈弁狭窄症の女児．日齢21にブ
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ロック手術，4カ月時にBPVを行った．右室造影では

症例1，2と比較すると肺動脈弁の肥厚は極く軽度で

あった．肺動脈弁輪径の113％のイノウエバルーンで

BPVを行ったところ，肺動脈弁の可動性は良好とな

り，圧較差は99から38mmHgへ，右室収縮期圧は126か

ら60mmHgへ低下し，心房での右左短絡が消失し動脈

血酸素飽和度は89から98％へ上昇した．

　考案：新生児期に行ったブロック手術後にPSが残

存した3例に対しBPVを行ったが，1例のみ有効
だった．バルーンのサイズが肺動脈弁輪径の108，118％

と小さめであったことが無効の原因の一つとも考えら

れるが，症例1では肺動脈弁の異型性や，弁輪の狭小

化を伴い，また症例2ではブロック手術による開口部

が肺動脈弁腹につくられ，弁尖同士の癒合を解離する

というBPVの作用機序が働きにくくなったことも，

BPVが無効となった理由とも考えられる．ブロック手

術後のBPVで8割以上の有効率の報告もあり，今後

症例を増やし，肺動脈弁の形態，肺動脈弁輪径，ブロッ

ク手術の開口部位のBPVに対する影響などについて

検討する必要があると思われた．

　9．PA，　IVSに対する開胸下バルーン弁切開術

　　　　国立療養所長良病院小児科1），同　心臓血管

　　　　外科2），兵庫県立こども病院心臓血管外科3），

　　　　現　岐阜市民病院小児科4）

　　　　　　　　　　　　矢嶋茂裕1）4）桑原　尚志1）

　　　　　　　　　　　　広瀬　敏勝2）山口　眞弘3｝

　心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症（PA，　IVS）

に対しての治療としては一般にブロック手術が行われ

るが，術者によって種々の変法がある．また古典的な

ブロック手術の後，しばらくしてバルーンの弁切開を

行った報告が散見される．そこで我々は最初の治療段

階で十分な肺動脈弁切開を期待して，バルーンを用い

て肺動脈弁の拡張を行った．方法は胸骨正中切開に右

室流出路に切開を加え，そこからペアンあるいはブ

ロック刀などを用いて肺動脈弁を穿孔させ，次いでバ

ルーンカテーテルを挿入し，肺動脈弁切開に加えて弁

の拡張を行った．いずれも出血や冠動脈の損傷などの

合併症もなく容易に手術を行い得た．

　症例1は生後13日，7mmの肺動脈弁輪に対し，ムラ

カミバルーンカテ10mmにて肺動脈弁切開施行した．

現在2歳であるがドプラ検査上肺動脈での圧差はほと

んどない．

　症例2は生後4日，6mmの肺動脈弁輪に対し，オル

バートバルーンカテ6mmを使用．直後のPSは20

mmHg程度であったが，次第に増悪，またEbstein奇

型がありTRが持続し心拡大が進行したので，1歳で

心内修復術を行った．Carpentier手術とMVOPによ

る右室流出路拡大を行い成功した．

　症例3は生後13日，6mmの肺動脈弁輪に対し，

Tyshak　8mmで施行した．チアノーゼは消失したが，

10カ月現在，約50mmHgのPSが残存しPTPVを考
慮している．

　我々が行った3症例はいずれも右室容積が大きく恵

まれた症例であった．手術での問題としては，切開を

肺動脈弁に近くしすぎるとバルーンを拡張した際に心

筋を裂開させ，冠動脈の損傷を来す可能性があること

である．また右室が低形成であると困難が予想される．

一方，従来からの肺動脈側からの直視下弁切開は最も

確実に弁狭窄を解除する術式と思われ，これにバルー

ンを追加すれば最良の効果が期待される．実際，症例

2では心内修復術時の所見で，肺動脈の弁腹に小孔が

開いているだけであったので，非直視下での弁切開に

は限界があると言わざるを得ない．手技的に自信があ

れば肺動脈側からのアプローチが最良であろう．いず

れにしてもブロック手術にバルーンを追加することで

一層の効果が期待できると思われた．

　10．ガイドワイヤーを使った高周波アブレーション

に続くバルーン拡大術（BVP）を試みたPA，　IVSの

2例

　　　　九州厚生年金病院小児科

　　　　　　　　　　　　　井上　和彦，大野拓郎

　　　　　　　　　　　　高橋　保彦，城尾　邦隆

　　　　ゲッツブラザーズ　　　　　　山岡　　優

　症例1：M．T．（男）1994年4月8日生．1生日チア

ノーゼ（PaO219mmHg）で近医NICU入院し，31生

日手術目的で転院した．初回カテーテル検査でRV

症例 日齢 体重（kg＞ P弁輪径（mm） バルーン径（mm） カテ TR（m／sec） PS（m／sec） 観察期間

1 13 3．4 7 10 ムラカミ 4，8→3．6→2、4 1，9→1口 18カ月

2 4 2．4 6 6 オルバート 4．0→3，1→3．6 2．1→3．1 12カ月

3 13 3．6 6 8 タイシャク 4．3→3．6巳＞3．6 2．9→3，5 12ヵ月
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図1　治療前RVG 図4　治療後RVG

図2　RAV中心にcath固定

図3　Ablation後，　guidewire，　cathがMPA内へ

volume　90％N，膜様閉鎖PA，　IVS（図1）と診断し

1週間後Ablation＆BVPを行った．　rt．　Judkins様

に造形した5F　End－hole　cathを使用したところ容易に

進み流出路に安定した．さらにFAより逆行性に4Fの

cathをMPAまで進め造影し，　cathがPAVの中心に

あることを確認した（図2）．両端のコーティングをサ

ンドペーパーでとった025inch　Defrecting　guidewire

（Cook）をカテーテルが動かないように挿人し，12W

の高周波通電し20秒で抵抗が低一ドした．guidewire，

cathはMPA内に入り（図3），　SUB－4（Meditech）

4mm，6mmで形通りBVPを完了した．　RVGでRV
からMPAのHowを確認した（図4）。一旦Iipo　PGE1

中止したところ低酸素血症となり，流出路狭窄変わら

ず．β一blockerを使用したが，　PDA依存性変わらず，

1カ月後追加BvP　8mm行いlipo　PGE1は中止でき
た．

　症例2：0．M．（女）在胎31週1［1，398gで出生した

双胎の第一子である．生後より徐々に心不全増強し26

生口転院した．心エコー検査でPA．　IVsと診断し29生

U（1500g）Ablation＆BVP目的でカテーテル検査

を施行した．FVより4Fのcathを入れguidewireを

PVAの中心に持っていったが安定せずAblatiOnを

断念した．翌口開胸しRVより穿刺BVPに成功した．

β一blocker開始し，　PDA依存ないことを確認してIipo

PGE1を中止できた．

　まとめ：このAblation＆BVPは，新生児期手術を

回避できる効果的方法である．しかし，①症例の選択，

②Ablationの時期，③カテーテルの選択，④BVP後

の流出路狭窄への対応，⑤遠隔期の評価などの問題に

付いて検討を重ねる必要がある．2例目の未熟児は，

開胸BVPで救命できた．これも小児科医外科医の協

力で比較的安定な方法である．

　演題ユ1．取り下げ

　12．Interlockingコイルを用いたBlalock－
Taussig　shunt遺残に方する塞栓術の経験

　　　　福島県立医科大学小児科

　　　　　　桃井　伸緒，佐藤　守弘，鈴木　　仁
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　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　丹治　雅博，岩谷　文夫，星野　俊一

　BIalock－Taussing　shunt（以下BT　shunt）遺残を

認めた2症例に対して，Interlocking機能を有する

Detachable　Coil（Target）を用い，安全に塞栓術を施

行できたので報告する．

　症例1は右室単心室のFOntan術後の14歳男児．術

後2年目頃よりチアノーゼの増強を認め，術後2年6

カ月時に心臓カテーテル検査を施行した．カテーテル

にて心房間の右左短絡と左original　BT　shunt遺残お

よび下行大動脈から右肺への側副血行を認めた．肺血

管抵抗の低下とこれに伴う心房間短絡の減少を目的に

術後2年10カ月時コイル塞栓術を施行した．BT　shunt

は，肺動脈近位部に2mmの狭窄を有し，その大動脈側

の5．8mm径の部分に7mrn径，4mm径，3mrn径のコ

イルを各1個ずつ塞栓させ完全閉鎖を得た．塞栓の際

に先端が肺動脈側へ流れたが，lockがはずれる前で

あったので引き戻すことにより予定した部位に塞栓が

可能であった．右側副血行は4　．　8mm径の部分に6mm

径2個と4mm径および2mm径を各1個ずつ塞栓させ

完全閉塞を得た．術後PO，は44mmHgより50mmHg
に上昇した．

　症例2はファロー四徴症の心内修復術後の7歳女児

で，術後11カ月で術後カテーテルを施行した．カテー

テルにて圧較差55mmHgの左肺動脈狭窄と右
Inodi丘ed　BT　shunt遺残を認め，右室圧は80mmHgで

あった．左肺動脈狭窄に対してバルーン拡張術を施行

し，圧較差は15mmHgまで低下したが，右室圧は55

mmHgと高く，術後1年2カ月時にBT　shuntに対し

てコイル塞栓術を施行した．shuntは肺動脈近位部に2

mrn径の狭窄を有し，この狭窄の大動脈側の4．8mmの

径の部分に5mm径1個と3mm径3個のコイルを塞栓

させ完全閉塞を得た．閉塞前の右室圧は65mmHgで

あったが，閉塞後は45mmHgまで低下した．症例2で

は人工血管に対するコイルの固定を強めるために，狭

窄の肺動脈側で1回転させた後に，大動脈側で残りを

巻く方法をとった．

　考案：Mechanically　detachable　coilはocclusion

coilの近位端とpusher　deviceの遠位端にinterlock・

ing　systemを有し，　lockの部分がカテーテル内にあれ

ば容易に引き戻すことができる．今回の症例では

shunt内に狭窄があり比較的安全な症例であったが，

BT　shuntのようにコイルの流出が懸念される症例に

ついては，コイルの固定を確認してからリリースする
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事ができ安全性を高める上で有用なdeviceと考えら

れる．また，位置が限定される症例でも容易に引き戻

すことができることから有用と考えられ，動脈管の閉

塞などにも応用が可能と考えられた．

　13．主要大動脈肺動脈側副血管・Blalock－Taussig

shuntに対するcoil　embolizationの経験

　　　　榊原記念病院小児科

　　　　　　久手　英二，村上　保夫，森　　克彦

　　　　　　鈴木　清志，脇本　博子，三森　重和

　1985年3月～1994年9月の間に主要大動脈肺動脈側

副血管（MAPCA）4例と心内修復術後に残存した

Blalock－Taussing　shunt　2例，計6例に8回のcoil

embolizationを試みた．

　症例1は，ファロー四徴症兼肺動脈閉鎖の9歳，男

児．shunt手術とMAPCA結紮術後に残存した最大径

10mmのMAPCAに施行．計3本のcoilを詰め，次に

より大きな径のcoilを入れようとしたが，ガイディン

グカテーテルが反跳し，標的血管からはずれた．

MAPCAは完全閉塞できた．症例2は，ファロー四徴

症心内修復術後の37歳，男性．残存しているシャント

率50％のB－Tshunt（最小径5mm）に対して試みたが，

不完全閉塞による重度の溶血をおこし，2回目の緊急

embolizationを施行，閉塞した．症例3は，15歳，男

児．単心房単心室でtotal　cavopulmonary　connection

施行．残存しているMAPCAの影響による重度の心不

全のcontrolのため転院し，最大径6mmと7mmの

MAPCA　2本に施行した．肺動脈圧は，平均圧で34

mmHgから術後28mmHgに低下し，現在，元気に学校

生活を送っている．症例4は，肺動脈閉鎖兼心室中隔

欠損，MAPCAの2カ月，男児．　central　shunt後，肺

血流増加による呼吸不全強く，最大径4mmと5mmの

MAPCA　2本に対し，小さな径のcoilを多数使用し

た．症例5は，肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損，MAPCA

の11歳，女児．MAPCA結紮術と2回のshunt手術

後，残ったMAPCA（最大径4mmと9mm）に対し2
回施行．施行後，Rastelli型の心内修復術が行われ，術

中・術後の経過は良好であった．症例6は，ファロー

四徴症根治術後の46歳，男性．残存しているシャント

率50％のB－Tshunt（最小径6mm）に対して試みた．

Fiber　coil　lOmmでいったんうまく留置できたが，肺

動脈内に流出した．2日後に開胸して，coilを除去，

B－T結紮術を行った．

　標的血管は，MAPCA　7本，　Residual　B－T　shunt　2

本で，完全に閉塞できた血管は4本，不完全な閉塞な
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Case Age Diagnosis Device

1
． 9y，　M TOFごPACMAPCA MAPCA　1⑪mm 〔LO385mm×5cm×2

0．0385mm×8cm×1

37y，　M TOF　post　ICR residual　BT　shullt 0．03815mm×13cm×2
residual　BT　shunt min．5mm

2 0．0385mm×5cm×3
3
． 15y，　M Asplenia（SVCSA） MAPCA　6mm Microferret－185mn1×4

post　TCPC
MAPCA 7mm×5

MAPCA　7rnln IVIicroferret－18　31nln×8

5mm×7
4
． 2Mo，　M PAこVSDこMAPCA MAPCA　5mm Microferret－182mm×5

post　celltra】shunt

MAPCA　4mm Microferret－183mln×10

4mm×6
5．－1 11y，　F PACVSDCMAPCA TRACKER

Detachable　coil

Fibered　platinum　coil

MAPCA　4mm 5mm×5cm×1

7mm×20cm×1

9mm 8mm×20cm×2

7mm×20cm×1

6mm×20Cm×1

5mm×5Cm×5

7mm×7cm×5
一 2 MAPCA　41nm Helix　6mm×20cm×3

7mm×20Cln×1

9mm Cook　5mm×5cm×2
Helix　6mm×20cm×2

7mm×20cm×2
6
． 46y，　M TOFCTR residual　BT　shunt Detachable　coil　l21nエn

post　ICR，　TVR
residual　BT　shunt

min．6mm Fibered　coil　　10mm

がら十分な血流の減少が得られたもの4本（そのうち

1本に後に完全に閉塞）と成績は良好であった．

　MAPCAのような終末動脈ではマイクロコイルで

超選択的に閉塞させることができるが，数多くのcoil

を必要とする．硬く，径の大きいcoilでは，血管径や

血管の形態にもよるが，うまくre－coilできないことが

多い．強く押してre－coilさせようとすると，ガイディ

ングカテーテルが反跳してしまい，留置できないこと

もある．シャント流が多い症例では，いったん血管径

より大きいcoilを留置できても，容易に変形され，流

出してしまう危険性がある．coil塞栓術の施行にあ

たっては，標的血管の形態選択するcoi1の形状・硬

さについて，十分な検討が必要である．

　14．主要体肺側副血行路による心不全にコイル塞栓

術が有効であった無脾症候群の新生児例

　　　　日本赤十字社医療センター新生児科

　　　　　　　　　　　　与田　仁志，赤松　　洋

　　　　同小児科

　　　　　　土屋　恵司，片岡　　正，薗部　友良

　症例は，在胎39週，3，076gで出生した新生児例で，

日齢6に不穏蹄泣，チアノーゼ等を主訴に当センター

に転送され，入院時，代謝性アシドーシスを呈してい

た．心エコーによる診断はDextrocardia，　CAVO，　PA，

MAPCA，　TAPVC，　Ao－Caval　Juxtapositionで，無

脾症候群が疑われた．入院後，心不全治療を開始した

が，呼吸障害が進行し人工呼吸管理が必要となった．

MAPCAを含めた正確な診断と治療手段を探る目的

でDSAを含む選択的造影を行い，①腕頭動脈起始部

から下行し右上葉，左下葉，左上葉に蛇行して還流す

る比較的細いMAPCA，②大動脈弓下部から起始し右

上方まで達してから主肺動脈様の血管から左右の肺動

脈を形成するMAPCA，③下行大動脈から右下葉を還

流する最も太いMAPCAと大きく3系統で全肺野を

還流していることが判明した．②と③のMAPCAで右
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下葉はdual　supplyされているものの高圧系の③から

②の右肺動脈へ逆行性に造影された．治療として，手

術の困難さ，体重等を考慮しcoil塞栓術を選択し，③

の高圧系のMAPCAをdual　supplyされている手前

で塞栓し右肺動脈が順行性に還流することを期待し，

血流が近接している右上葉と左下葉を腕頭動脈からの

MAPCA②の分枝2本を塞栓することで血流を制限

する方針を立てた．coilはCook社製血管塞栓用

spring　coilで，②のMAPCAの分枝2本には径4mm

長さ4cmのものを，③のMAPCAについてはdual
supplyされている末梢側にcoilが落ちる危険性もあ

り，太めの径5mm長さ5cmのものを使用した．細い

MAPCAは2本とも塞栓直後に完全閉塞が得られ，太

いMAPCAは完全閉塞は得られなかったが，還流圧の

低下により②からの右肺動脈が順行性に流れるように

なった．なお，guiding　catheterはセレコン社製OCU／

A腹腔動脈用カテーテル5Fを用い，全てのMAPCA

へは経静脈的に到達することが可能であった．塞栓術

後は心拡大，肝腫大，呼吸障害の改善など効果は著明

で5日後には抜管が可能であった．患児は3カ月で退

院したが，チアノーゼが進むため塞栓術後6カ月に再

度心臓カテーテルによる評価をしたところ，MAPCA

③はさらに塞栓効果が進んで細くなり，未処置の

MAPCAを主体にここからの血流がない領域には

coilにて血流制限した他のMAPCAから還流されて

いた．これまでに施行した心カテのQp／Qs，　SaO、の変

化を見ると，塞栓前各々2．86と91．9％，塞栓後2カ月

で0．94と77．2％になり，6カ月後には0．26と70．8％と

塞栓効果がさらに進行し，1歳2カ月時は0．84と

699－（89）

79．4％に再び上昇した．副側路の形成よりも残存

MAPCAそのものの成長が原因と思われた．結語：無

脾症に伴う肺動脈閉鎖で，MAPCAによる過剰肺血流

を制限するためにcoil塞栓術を施行し良好な結果を

得たが，塞栓効果は術後6カ月まで続き，適正な肺血

流を維持することが困難であった．uniforcalization，

根治術を考慮し，各肺野の血流を保持することが必要

で，dual　supplyなどの評価にはMAPCAの選択的造

影が不可欠である．

　15．ファロー四徴症における根治術に先立つ体肺側

副血行路のコイル塞栓術

　　　　久留米大学小児科

　　　　　　赤木　禎治，前野　泰樹，橋野かの子

　　　　　　河野　輝宏，主計

　　　　　　加藤　裕久

　　　　同　第二外科

　　　　　　熊手　宗隆，久富　光一

　チアノーゼ型心疾患では，

の側副血行路を合併する．

武代，杉村　　徹

　　　　　　　　　　　　　しばしば大動脈肺動脈間

　　　　　　　　　　　　この血流は手術中の出血量

の増大，術後の肺高血圧や心不全をもたらす可能性が

ある．今回我々は，体肺側副血行路を有するファロー

四徴症に対し，根治術前に体肺側副血行路のコイル塞

栓術を施行し，その血行動態に及ぼす影響および臨床

的有用性を検討した．

　対象は1994年1月以降に根治術が施行されたファ

ロー四徴症のうち術前の造影検査で体肺側副血行路の

認められた8例について術前1週間から2日前に側副

血行路のコイル塞栓術を施行した．年齢は11カ月から

4歳（平均1．9歳），体重は8から17kg（平均12．8kg）

また塞栓術前の大動脈SaO、は70から82％（平均77％）

であった．体肺側副血行路は術前の大動脈造影によっ

て初めて確認されたものであり，いずれも特有な心雑

音は聴取しなかった．

　まず大動脈弓部からの大動脈造影を施行し，側副血

行路を検出し，次に5または6FのJudkinsカテーテル

を用いて選択的造影をおこなった．各側副血行路の支

配領域を確認した後，塞栓術を施行した．塞栓術後は

選択的造影または大動脈造影によって塞栓を確認し

た．使用コイルはGianturco（Cook），　Platium（Tar－

get）で使用サイズは対象血管径の120～150％とした．

対象血管は肺動脈と吻合のある側副血管で，直径2mm

以上のものとした．

　塞栓をおこなった血管は1から6本（平均2．3本）で

あった．塞栓により大動脈SaO、変化は7例で10％以

Presented by Medical*Online



700－（90）

下だったが，1例では10％以上低下し，残った側副血

行路の塞栓は中止した．有意な合併症はなかった．

　先天性心疾患の治療戦略の1つとして，コイル塞栓

術の重要性が高まっている．従来コイル塞栓術は，動

静脈痩や手術後に残存する側副血行路の塞栓がその主

な用途であった．

　ファロー四徴症では大動脈造影によってのみ検出可

能な体肺側副血行路が存在し，その多くは適切なコイ

ル選択により塞栓可能である．根治術前に塞栓術を施

行することにより，右室流出路再建時に肺動脈からの

流出血が軽減し，術野の確保が容易となった．他のチ

アノーゼ心疾患においても人工心肺下の手術が考慮さ

れる場合は，側副血行路の支配域を確認した上で，術

前の塞栓が有効と考えられる．

　16．主肺動脈との交差血流を温存する主要体肺側副

動脈のコイル留置塞栓術の検討

　　　　埼玉医科大学心臓病センター小児心臓科

　　　　　　　　　　　　吉田　孝子，小林　俊樹

　　　　　　　　　　　　新井　克己，小池　一行

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　許俊鋭，浅野晴彦

　　　　　　　　　　　　常木　　實，尾木　良三

　主肺動脈との交差血流を持つ主要体肺側副動脈

（MAPCA）を有する，1歳9カ月，女児，体重11．5kg

のファロー四徴症に対し，コイル塞栓術による

MAPCAの閉塞を行いその後根治手術を行った．閉塞

された5本のMAPCAは全て肺動脈との交差血流を

持ち内2本は大動脈よりの起始部が最も狭く末梢に行

くに従って太くなっていく形状を示していた．この2

本のMAPCAに対しては通常のMAPCA内ヘコイル

を留置するコイル塞栓術を行うと，コイルはMAPCA

より肺動脈内へ移動し肺動脈を塞栓してしまう可能性

が高いと考えられた．このためMAPCAの最狭窄部径

の200％以上の径を有した3ループ以上を形成するコ

イルを用いて閉鎖を試みた．径5mm，長さ5cmのコイ

ルを用い，コイルの半分を太いMAPCA内腔に，残り

のコイルを大動脈側に出し両側にループを形成させ

た．これによりコイルが起始部の狭窄部を挟み込む形

で固定された．同方法により太いMAPCAは完全閉塞

し7カ月後に根治手術が行われた．

　血管内にコイル全体を詰めて固定し閉塞する従来の

コイル塞栓術では血管末梢が太いとコイルの固定がで

きず，末梢に移動して交差血流を遮断してしまう．従

来は開胸して閉鎖をしなければいけない様な

日本小児循環器学会雑誌　第11巻　第5号

MAPCAに対しても，我々が行った方法は閉塞可能で

あり，交差血流を利用して多くの肺灌流域を中心肺動

脈に連結できる．本法は大動脈からの分岐部狭窄にコ

イルを留置する事で，最大限に交差血流を温存でき，

MAPCA塞栓術の適応拡大を計ることができると考

えられた．

　17．動脈管開存症に対するcoil　embolizationの経

験

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　西本　　啓，井埜　利博，大久保又一

　　　　　　秋元かつみ，藪田敬次郎

　目的：動脈管開存症（PDA）に対するcatheter

occlusionには従来よりPorstman法，　Rashkind　oc－

cluderなどが用いられているが，いずれも比較的太い

catheterを必要とするため細いPDAに対しては技術

的に限界がある．最近，細いPDAにcoil　embolization

が有効と報告され，当科においても試みたので報告す

る．

　対象：年齢は2歳9カ月から12歳10カ月，体重は11

から40kgの6例である．PDAの形態は円錐状3例，管

状2例および窓状1例で最小径は1mmから2．4mmで

あった．6例は合併心奇形なく，1例は大動脈縮窄

（balloon　angioplasty後）および軽症の心室中隔欠損

を合併していたが，いずれの症例も有意な肺高血圧は

認めていない．

　方法：コイルはCOOK社製Gianturco　coil（長さ8

Cm，径5mm）を用いた．大動脈造影を正面側面で行い

（図a），その後に5F－Judkins　catheter（右用，3cmカー

ブ）をPDAを通過させて肺動脈幹へ進ませる．0．035”

のpushing　wireを用いてコイルをカテ先よりゆっく

り押し出して1．5～2巻の円を作り，その後この円が

PDA開口部に接するまでカテーテルを引き戻す．次に

コイルを押し出しながらカテーテルを大動脈傍大部ま

で引き戻し（図b）．2～3巻の円を作って留置した（図

c）．コイル留置10分後に大動脈造影を行い閉塞を確認

した（図d）．また心エコー検査を翌日，1週間後，1

カ月後および3カ月後に行って観察した．なお術中に

抗生剤の静脈内投与と術後にアスピリンの継続投与を

行った．

　結果：全例とも1回の手技でコイル留置に成功し，

コイルが脱落した症例は無かった．10分後の大動脈造

影および翌日のカラードプラーでは残存短絡は認めな

かった．また心エコー上は血栓形成や狭窄病変の出現

は無かった．なお全例で術中，術後とも有意な合併症
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は無く翌日退院した（平均3日入院）．

　結論二本法は細いPDAに比較的容易に行え，短期

間の追跡調査では有効かつ安全な治療法と思われる．

コイルの至適サイズや合併症の出現および再疎通の可

能性については検討を要する．

　18．動脈管開存に対するコイル塞栓術

　　　　東京女子医科大学心臓血圧研究所循環器小児

　　　　科

　　　　　　佐近　琢麿，森　　善樹，中西　敏雄

　　　　　　中澤　　誠，門間　和夫

　我々は当施設において，PDAに対しカテーテルを用

いたコイル塞栓術を2例に施行し，良好な結果を得た

ので報告する．症例ユは，7カ月の女児．mild　MS，

mild　CoA，　mild　AS，　PDA，　small　VSD，　PH

（MSAPG＝6mmHg，　CoA4PG＝IOmmHg，　ASAPG＝

15mmHg，　Qp／Qs＝1．6）と診断．最小内径lmmの

PDAに対し，径3mm×長さ4cmのGianturcoスプリ

ングコイルを留置，術後5日にPDAの完全閉鎖を確

認した．なおCoAに対してはPTAを，　MSに対して

はPTMCを施行した．症例2は，9歳の男児．　concor－

dant　criss　cross　heart，　DORV，　VSD，　ASD，　PDA

で，フォンタン手術，PDA結紮術後PDAが再開通し

ていた．最小内径1。5mmのPDAに対し径3mm×長さ

4cmのGianturco　coilを留置し，留置直後のAoGに

てPDAの完全閉鎖が確認された．8カ月後に心不全

で死亡，剖検でコイル塞栓部は器質化されて内膜が

はっていた．

　カテーテルによるコイル塞栓術の適応としては，ま

ずPDAの最小内径が3mm以下であること．　PDAの

形としては漏斗型など，コイルを留置，PDAを閉鎖で

きると判断できた形のものに対して行う．また手術に

よる治療に比較して，侵襲が小さいため，体力が低下

し手術に耐えられないものに対しても行うことが可能

である．欠点としてはカテーテル治療の適応範囲が限

られていること．カテーテル操作に正確さが要求され

ることなどが挙げられる．

　追加発言

　新開発の回収可能つづみ型コイルを使った動脈管開

存症閉塞術

　　　　松戸市立病院小児科

　　　　　　松本　康俊，原田　　務，地引　利昭

　はじめに：動脈管開存症（PDA）閉塞用の，同収可
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能なつづみ型コイル（図）を開発，臨床応用し満足す

べき結果が得られたので報告する．

　症例：4歳7カ月の女児．身長106．5cm，体重21kg．

PDAは直径3mmの漏斗型（funnel　type）で左右短絡

率44％（Qp／Qs＝L89）であった．

　方法：通常の両心カテーテルで圧測定，採血をおこ

なった後，大動脈造影（AoG）をおこない，　PDAの直

径測定と型状の把握をし，最大径8mmのつづみ型コイ

ル（コイル）を用いることとした．コイル先端の肺動

脈（PA）側の小さなループにナイロン糸（糸）を通し，

糸の片端は5F　USCI直孔カテーテル（カテ）の内を通

し，もう片端は外に出して2本をそろえておく．この

状態で，つづみ型コイルを収納用シース（5．5F）に収

納しておく．7Fバーマン直孔カテをPDA経由に下行

大動脈（Ao）まで挿入し，　O．035inch，260cmのJ－shape

ガイドワイヤーに入れ換え，これにそって7Fロング

シースをAoまで挿入する．このデリバリー用ロング

シースに，コイルを収納した5．5Fのシースを接続し，

5F　USCI直孔カテでコイルを押し出す．コイルの半分

がロングシースからAo側にでたところで，ロング

シースをPA内まで引き抜き，残りの半分を押し出す．

AoGを行い，コイルの位置と残存短絡の有無を確認し

たのち回収用の糸を引き抜き，リリースを完了させる．

　結果：コイルのPDA部位への留置は，手技的には

それほど支障なく行うことが可能であった．留置5分

後のAoGではPDAは残存短絡なしに完全閉塞して

いた．留置位置は最適と判断し，回収用の糸をコイル

から引き抜く際にコイルも引っ張ってしまい，コイル

がPA側に1回転分だけずれてしまった．再度のAoG

では，残存短絡が生じていた、残存短絡の自然減少を

期待して，カテーテル検査を終了したが，翌日より溶

血によるヘモグロビン尿症が出現したため，1週間後

に，大動脈側より血管閉塞用コイル（直径5mm）長さ
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5cm）をコイル内に留置して残存短絡に対処し，溶血は

消夫した．

　考案：新開発のつづみ型コイルは，ステンレスス

ティール製でダクロン繊維を密に結び付けてある．コ

イルは太さO　．　8mmで，最小径2mm，最大径は8mmと

10mmの2種類あり，両端に回収用の小さなループが

あり，伸展長はそれぞれ14cmと20cmである．ロング

シースとUSCI直孔カテをデリバリーシステムとして

使用する．今回の症例では，コイルのPDA部位での留

置は支障なく可能で，コイルが脱落する不安は全くな

かった．回収システムとしてナイロン糸を用いたため

に，糸のリリースのさいにコイルがずれて残存短絡を

生じたが，これもつづみ型コイル内に，血管閉塞用コ

イルを留置することにより解決できた．つづみ型コイ

ルは，PDA部位から脱落しにくく，回収可能であるた

めPDAの経カテーテル的閉鎖に有用で，今後，回収な

らびにデリバリーシステムの改良とともに症例を増や

して行く予定である．

　19．新生児早期に重篤な心不全症状を呈した右肺分

画症に対するコイル塞栓術の1経験例

　　　　兵庫県立尼崎病院心臓センター小児部

　　　　　　坂崎　尚徳，槙野征一郎，武知　哲久

　症例は3カ月女児．在胎36週3日，2，140gで出生．

生直後より軽い呼吸障害あったが，日齢9より呼吸障

害増強し人工呼吸管理となる，榛骨動脈造影では大動

脈縮窄及び下行大動脈より右肺に還流する多数に分岐

した異常血管を認めた．また心房中隔欠損と心臓の右

方偏位，右肺低形成，右肺動脈低形成を合併しScimi－

tar症候群に酷似した病態を示した．

　強力な呼吸循環管理を行うも，著明な腹部膨満およ

び極めて重篤な心不全症状を示すため，日齢23にコイ

ル塞栓術を施行した．大腿静脈より動脈管経由で4Fr

カテーテルを異常血管に進め，最も大きな異常血管に

detachable　coil　2mmを4個留置した．その後，腹部

膨満は改善したが，心不全症状の改善は軽度であった．

日齢42での造影では異常血管の血流はまだ多く，同じ

異常血管に3，4，5mmのdetachable　coilを計8個

用いてコイル塞栓術を施行した．その時点の左肺動脈

圧は79／25（45）mmHgと高値であったが，その後次第

に呼吸管理は容易となり日齢59のカテーテル検査では

左肺動脈圧は33／14（22）mmHgとなっていた．しかし

ながら再度呼吸障害進行し，人工呼吸器からの離脱が

困難となり利尿低下及び腹部膨満が再燃した．このた

め日齢126に造影検査を施行したところ，coil塞栓でき
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なかった異常血管数本が発達し，右肺への還流を再度

増加していることが確認された．その時点でファイ

バー付きcoil　4個を最も血流の多い血管に留置する

も効果は一時的であったために外科的血管結紮術を施

行するに至った．さらに血管結紮より22日経過後の造

影検査では腹腔動脈や肝動脈より直接右肺に還流する

多数の新生側副血管を確認．それら血管の存在が再度

心不全症状を悪化していると判断したため，結局右肺

の切除となった．

　Scimitar症候群の異常血管に対するコイル塞栓術

は有効とする報告は散見される．本児のコイル塞栓術

は重症心不全からの離脱及び肺高血圧の改善に効果的

であった．しかしながら，その後塞栓できなかった異

常血管の発達や側副血管の増生により，心不全症状は

再燃増悪し，結局人工呼吸器から離脱は困難であった．

本症例のように異常血管の発達の著しい場合，コイル

塞栓術は臨床的効果はあるも根治的とはなりにくく，

異常血管結紮術さらには肺葉切除も積極的に考慮すべ

きであると考えられた．

　20．重篤な心不全をきたした多発性体動脈肺動脈痩

にコイル塞栓術を施行した1乳児例

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　脇田　　傑，香取　竜生，菱谷　　隆

　　　　　　磯田　貴義，於保　信一，石沢　　瞭

　症例は2カ月の男児で，初診時の心エコーで頸部動

脈より縦隔を介し肺内に至ると考えられる異常血管の

増生，左心系の拡大が見られた．心カテを行い，多発

性体動脈肺動脈痩の診断となり心不全の症状軽減の目

的でコイル塞栓を2回施行した．

　初回は，右心系から卵円孔を介し5Fエンドホールカ

テを親カテとして，ターゲット社製トラッカー18デリ

ヴァリーシステムを通しinterlocking　detachable

coilにて塞栓した．異常血管は起始部付近が複雑に蛇

行しているものの明らかな狭窄がないため，コイルが

効率良く塞栓できるようdetachable　coilを選択した．

　2回目は，時間経過とともに心不全が再燃してきた

ため2カ月後に施行した．塞栓術前の造影では，1回

目に塞栓したはずの血管まで造影されてきており，も

ともと細かった吻合が次第に発達してきたためと思わ

れた．手技は，トラッカー10・18を用い左心系よりア

プローチした．interlocking　detachable　coilを含む46

個のコイルを塞栓したが，完全には塞栓しきれず，患

児は2カ月後に心不全の悪化，肺出血により死亡した．

　トラッカー一　10・18システムとinterlocking　detach一
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able　coilを組み合わせたコイル塞栓術は，生後2カ月

体重3kgの乳児でも安全に行えた．ただし，本症例は疾

患の性質上救命には至らなかったが，症例によっては

有効な治療法と思われた．

　21．冠動脈痩閉鎖に対するDatachable　Balloon

Embolizationの有用性とその限界

　　　　長野県立こども病院循環器科

　　　　　　安河内　聰，里見　元義，今井　寿郎

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　原田　順和，竹内　敬昌，長津　正芳

　　　　　　後藤　博久，金子　　克，太田　喜義

　背景と目的：近年Detachable　Balloon（DB）を用

いた冠動脈痩孔閉鎖の有用性が報告されている．今回

我々は巨大な冠動脈痩（CAF）を有する2例に対しDB

を試みその有用性とその問題点につき検討したので報

告する．

　対象：症例は，（1）2歳男（体重11kg）と（2）3カ

月男（4．2kg）．診断は症例1：左回旋枝一左室冠動脈

痩（径11mm）Symbass術後痩孔再開通，症例2：
｛SLL｝DORV，　PS，　AS，　AR，　Right　ascendence－RV

fistula（径12mm）PDA，　RAAで両者ともCAFのた

め心不全状態であった．両例ともインターロッキング

コイル塞栓を当初試みたがコイルが安定せず塞栓は断

念した．

　方法：用いたDBはIngenor　Medical社Super
Goldvalve　balloonで症例1は右総頸動脈から，症例

2は左総頸動脈からカットダウンで9Fシースを挿入

し，0．035”テルモガイドワイヤーを使用して9Fのガイ

ドカテーテルを目的冠動脈痩まで進め，DBを装着し

た3F／2F　coaxial　balloon　catheterを痩内に進めた．

6F　Bermannカテで閉塞試験後，症例1では13×13

mrn（バルーン径×長さ），症例2では14×22．5mmの

DBをinflateし痩孔閉鎖を試みた．両例とも充填液は

最終的にHEMA液を用い，同時に混合した対照

HEMA液が体外で硬化したのを確認した後detach
した．

　結果：症例1では痩孔内高速血流のためDBの

positioningに難航し1個目のDBでは完全な閉塞が

得られず，2個目を追加しようとしたところacciden－

tal　detachmentを生じ左内腸骨動脈に栓塞したため

緊急開腹術を行い摘出した．その後，再度Symbass術

を行い閉鎖した．症例2では当初充填液を希釈造影剤

で行ったが3日後バルブ不全のためDBが縮小し左肺

動脈に塞栓したため3週後再度バルーン充填液として
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図1　症例2のdetachable　balloon　embolization後の大動脈造影と冠動脈痩造影．

　大動脈造影正面（A）と側面（B）で矢印が造影剤を含んだHEMA液を充填した

　Super　goldvalve　balloonである．冠動脈痩造影正面（C）と側面（D）で塞栓バルー

　ンが有効な血液遮断をしていることがわかる．

HEMA液を使用し同じ大きさのDBを用いて痩孔閉

鎖に成功した．外来経過観察中，DBのサイズが縮小し

位置がずれヒ方より再びleakが見られるようになっ

たため，現在DBを追加塞栓する予定である．両例と

も現在まで，神経学的な異常は認めていない．

　考察：DBは径が大きくhigh　IlowなCAFの閉鎖

に有用な方法と思われる．しかし，バルブ不全による

バルーン径の縮小のため，偶発的2次塞栓やacciden－

tal　detachmentを生じることがあるため，より安全に

行うためには今後DB自体の性能改善とそのdelivery

systemの改良が不可欠と思われた．また充填した

HEMA液はすでに脳外科領域では長期的予後と安全

性が明らかとなっているが，冠動脈痩のような高圧が

加わる動きが激しい部分でのリークを含めた長期予後

の報告はなく今後の症例の積み重ねが必要と思われ

た．

　22．拡張用バルーンカテーテルを用いた心房中隔裂

開術の経験

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　於保　信一，香取　竜生，磯田　貴義

　　　　　　脇田　　傑，石澤　　瞭

　　　　都立八王子小児病院小児科

　　　　　　　　　　　　仲本　雅哉，野間　清司

　バルーン心房中隔裂開術（BAS）が困難な乳児期以

降の心房tii隔欠損（ASD）拡大には，　bladeによる心房

中隔裂開術（AS）や，外科的ASD作製術が行われて

いるが，どちらもある程度の危険を伴う．今回我々は，

拡張用バルーンカテーテルを用いたASを，2例に対

して計3回行ったので報告する．

　症例1は，9カ月の両大血管右室起始，肺動脈狭窄，

三心房心の女児で，1回目のASは，3カ月時に全麻下

で行った．両側大腿静脈閉塞のため右内頸静脈にシー

スを留置し，NuMED社製Tyshakカテーテルを用い

て最大径10mmでASDを拡大した．左房一右房間圧

較差（∠P）は，7mmllgから4mmHgに減少し，エコー

でのASD径は1mmから4mmに増大した．2回目の
ASは9カ月時で，同様に全麻一ドで内頸静脈よりアプ

ローチし，10mmのTyshakカテーテル1本で拡大し

た後，同カテーテル2本で拡大した．さらに5F　Rash－

kindカテーテルで通常のBASを加えた．　APは8
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mmHgから21nmHgと減少し，エコー上ASDは21nm

から5mmに拡大した．症例2は，8カ月の三尖弁閉鎖

（Ic）の女児で，やはり全麻下に右大腿静脈にシースを

留置し，12mmのTyshakカテーテルを1本，次に2

本を用いて拡大した．さらに4F　Rashkindカテーテル

で通常のBASを行った．　APは3mmHgから0とな

り，エコーでのASD径は4mmから9mmに増大した．

いずれも，重篤な合併症は認めなかった．拡張内バルー

ンカテーテルを用いたASは，安全で少なくとも短期

的には有効な方法と思われる．

　23．バナナ形状バルーンを用いた心房中隔裂開術

（BAS）の2症例

　　　　新潟大学小児科

　　　　　　竹内　菊博，広川　　徹，塚野　真也

　　　　　　佐藤　誠一，内山　　聖

　　　　同　放射線科　　　　　　　　木村　元政

　バナナ形状バルーンは小血管拡張用に開発され，ほ

ぼ直角の曲がりを特徴とした高耐圧バルーンである．

腎動脈や透析シャント狭窄などに使用されているが，

今回，心房中隔裂開術（BAS）に使用したので報告す

る．

　症例1は1歳1カ月の女児．大血管転位，心室中隔

欠損（膜様部，筋性部），肺動脈狭窄，卵円孔開存で経

過観察中にチアノーゼ，多血症の進行があり，心エコー

上心房間交通を認めなくなった．心房間mixingを改

善することで症状の改善と手術時期の延期を期待でき

ると考え，BASを施行した．

　心エコー上，心房中隔は厚くなっており，年齢的に

もBASは困難と考えられたが，高耐圧のバルーンを

試みた．バナナ形状バルーンを用いたが，waistが生じ

ることはなく，十分な裂開は得られなかった．その後

高耐圧10mmのシングルバルーン，ダブルバルーン，

プレートBAS，4ml　Rashkindバルーンを追加した．

BAS施行後の心エコー所見ではジェット状の心房問

交通を認めたが，動脈血酸素飽和度は5％程の上昇を

みたのみで，著明な効果はないと思われた．

　症例2は20生日の男児．大血管転位，心室中隔欠損，

肺動脈狭窄，卵円孔開存，動脈管開存でlipo－PGE1投与

中，14生日より心エコー上心房間交通の消失を認めた

ため，心房間のmixingを保つためBASを施行した．

　直径6mm，長さ2cmのバナナ形状バルーンを用いて

BASを行いwaistの消失が確認された．　waistはバ

ルーンの曲がりの内側に生じた（図）．側面像では左房

壁の接触はないものと思われた．その後1．5mlのRa一
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shkindバルーンカテーテルを追加し，十分な心房間交

通が得られた．

　心エコー所見で前方向の裂開が確認された．右房の

酸素飽和度は，55．8％から77．2％へ著明に上昇した．

　結語：大血管転位3例に対し，心房問mixingを保

つため，バナナ形状バルーンを用いてBASを施行し

た．効果のあった症例の裂開部位は前方向であり，バ

ルーンの曲がりの内側で切れたものと思われた．バナ

ナ形状バルーンは長さが短く，曲がっていることから，

ストレートのバルーンに比較し，インフレーション時

の伸展による心房壁，肺静脈への損傷の可能性が低い

と考えられた．

　24．Mustard　operation後のba冊e　stenosisに対

するangioplasty

　　　国立循環器病センター放射線診療部

　　　　　　　　　　　　木村　晃二，高宮　　誠

　　　　同　小児科

　　　　　　山田　　修，小野　安生，新垣　義夫

　　　　　　渡辺　　健，神谷　哲郎

　症例はc－TGA，　VSDに対してMustard　op，　Jatene

op，　VSD　closureが4歳時に行われ，6歳7カ月頃か

らドプラ上で下大静脈baffie吻合部の血流が速いこと

が指摘されている7歳1］カ月の男児で，最近，肝腫（2

cm）が見られるようになった．心カテーテル検査で

IVC圧14／14／11mmHg，造影で3．3mm×8．7mm（前後

側×側面像）のbaMe　stenosisが認められ，パルスド

プラによるpeak　velocityは2．4m／secであった．

　Venous　bathe　stenosisに対して12mm径のNew

Ultra－thin　catheterを用いたdouble　balloon　method

（約3．3倍径）でangioplastyを行った．

　IVC圧は10／10／8mmHg，　baffle　stenosisは5．2mm

（前後像），peak　velocityは1．9m／sec（直後），1．7rn／

sec（1カ月後）と改善した．
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mmHgから21nmHgと減少し，エコー上ASDは21nm

から5mmに拡大した．症例2は，8カ月の三尖弁閉鎖

（Ic）の女児で，やはり全麻下に右大腿静脈にシースを

留置し，12mmのTyshakカテーテルを1本，次に2

本を用いて拡大した．さらに4F　Rashkindカテーテル

で通常のBASを行った．　APは3mmHgから0とな

り，エコーでのASD径は4mmから9mmに増大した．

いずれも，重篤な合併症は認めなかった．拡張内バルー

ンカテーテルを用いたASは，安全で少なくとも短期

的には有効な方法と思われる．

　23．バナナ形状バルーンを用いた心房中隔裂開術

（BAS）の2症例

　　　　新潟大学小児科

　　　　　　竹内　菊博，広川　　徹，塚野　真也

　　　　　　佐藤　誠一，内山　　聖

　　　　同　放射線科　　　　　　　　木村　元政

　バナナ形状バルーンは小血管拡張用に開発され，ほ

ぼ直角の曲がりを特徴とした高耐圧バルーンである．

腎動脈や透析シャント狭窄などに使用されているが，

今回，心房中隔裂開術（BAS）に使用したので報告す

る．

　症例1は1歳1カ月の女児．大血管転位，心室中隔

欠損（膜様部，筋性部），肺動脈狭窄，卵円孔開存で経

過観察中にチアノーゼ，多血症の進行があり，心エコー

上心房間交通を認めなくなった．心房間mixingを改

善することで症状の改善と手術時期の延期を期待でき

ると考え，BASを施行した．

　心エコー上，心房中隔は厚くなっており，年齢的に

もBASは困難と考えられたが，高耐圧のバルーンを

試みた．バナナ形状バルーンを用いたが，waistが生じ

ることはなく，十分な裂開は得られなかった．その後

高耐圧10mmのシングルバルーン，ダブルバルーン，

プレートBAS，4ml　Rashkindバルーンを追加した．

BAS施行後の心エコー所見ではジェット状の心房問

交通を認めたが，動脈血酸素飽和度は5％程の上昇を

みたのみで，著明な効果はないと思われた．

　症例2は20生日の男児．大血管転位，心室中隔欠損，

肺動脈狭窄，卵円孔開存，動脈管開存でlipo－PGE1投与

中，14生日より心エコー上心房間交通の消失を認めた

ため，心房間のmixingを保つためBASを施行した．

　直径6mm，長さ2cmのバナナ形状バルーンを用いて

BASを行いwaistの消失が確認された．　waistはバ

ルーンの曲がりの内側に生じた（図）．側面像では左房

壁の接触はないものと思われた．その後1．5mlのRa一
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iatera1

shkindバルーンカテーテルを追加し，十分な心房間交

通が得られた．

　心エコー所見で前方向の裂開が確認された．右房の

酸素飽和度は，55．8％から77．2％へ著明に上昇した．

　結語：大血管転位3例に対し，心房問mixingを保

つため，バナナ形状バルーンを用いてBASを施行し

た．効果のあった症例の裂開部位は前方向であり，バ

ルーンの曲がりの内側で切れたものと思われた．バナ

ナ形状バルーンは長さが短く，曲がっていることから，

ストレートのバルーンに比較し，インフレーション時

の伸展による心房壁，肺静脈への損傷の可能性が低い

と考えられた．

　24．Mustard　operation後のba冊e　stenosisに対

するangioplasty

　　　国立循環器病センター放射線診療部

　　　　　　　　　　　　木村　晃二，高宮　　誠

　　　　同　小児科

　　　　　　山田　　修，小野　安生，新垣　義夫

　　　　　　渡辺　　健，神谷　哲郎

　症例はc－TGA，　VSDに対してMustard　op，　Jatene

op，　VSD　closureが4歳時に行われ，6歳7カ月頃か

らドプラ上で下大静脈baffie吻合部の血流が速いこと

が指摘されている7歳1］カ月の男児で，最近，肝腫（2

cm）が見られるようになった．心カテーテル検査で

IVC圧14／14／11mmHg，造影で3．3mm×8．7mm（前後

側×側面像）のbaMe　stenosisが認められ，パルスド

プラによるpeak　velocityは2．4m／secであった．

　Venous　bathe　stenosisに対して12mm径のNew

Ultra－thin　catheterを用いたdouble　balloon　method

（約3．3倍径）でangioplastyを行った．

　IVC圧は10／10／8mmHg，　baffle　stenosisは5．2mm

（前後像），peak　velocityは1．9m／sec（直後），1．7rn／

sec（1カ月後）と改善した．

Presented by Medical*Online



706－（96）

　25．術後狭窄にステントが有効であった総肺静脈還

流異常症の1例

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　香取　竜生，磯田　貴義，菱谷　　隆

　　　　　　於保　信一，脇田　　傑，石澤　　瞭

　近年，総肺静脈還流異常症の術後狭窄に対しバルー

ン拡張術が試みられるようになっているが，拡張後の

再狭窄が問題となっている．一方，各種血管拡張術に

おけるステントの有効性が報告されている．今回，総

肺静脈還流異常症術後狭窄に対しステントの留置を

行ったので報告する．

　症例は無脾症候群の二歳男児．外科手術後に肺静

脈・心房吻合部が狭窄をきたした．バルーン拡張術を

行い一時的な効果を得るものの数カ月で再び狭窄をき

たすということを繰り返していた．手術後1年2カ月

後，肺うっ血が進行してきたため，再び吻合部狭窄に

対しバルーン拡張術を行い，同時にCook社製Cook－

Zstent（φ8mm×1．5cmおよびφ8mm×3cm）を留置

した．術後は肺うっ血の進行は見られておらず，肺静

脈・心房吻合部狭窄に対する拡張術においてステント

の留置が有用であると思われた．

　26．孤立性右室低形成に伴う心房中隔欠損に対する

経力テーテル閉鎖術

　　　　埼玉医科大学心臓病センター小児心臓科

　　　　　　　　　　　　新井　克己，小林　俊樹

　　　　　　　　　　　　吉田　孝子，小池　一行

　孤立性右室低形成は家族集積性があり，突然死の報

告もある．心房中隔欠損を伴うことが多く，右左短絡

をきたす．本疾患の1歳5カ月，11kgの男児に対して

経カテーテル心房中隔欠損閉鎖術を施行した．本児は

出生前より胎児エコーで孤立性右室低形成と診断され

たが，兄（3歳），母及び祖母もエコー上右室低形成と

診断されている．蹄泣時軽度のチアノーゼがあり，bal－

loon　stretched　size　4．4mmの心房中隔欠損を認めた．

右左短絡を除き右室の発育を促すため，侵襲の少ない

経カテーテル心房中隔欠損閉鎖術を17mm　Rashkind

閉鎖栓を用いて施行した．閉鎖前にバルーンを用いて

試験閉鎖し，右房圧の変化がなく閉鎖できることを確

認した．閉鎖後患児は蹄泣時のチアノーゼが消失した．

今後は右室の発育がみられるかどうかを定期的に経過

観察したい．

　27．2期的Cavopulmonary　shunt術後に
modified　Fontan手術を施行したhigh　risk三尖弁閉

鎖症10歳男児の1例（ASD閉鎖用clamshell　device

使用例）

日本小児循環器学会雑誌　第11巻　第5号

聖マリア病院小児循環器科

　　　　　　　　高木　純一，衛藤　元寿

同　心臓血管外科

　　川野　　博，安永　　弘，田中　　攻

　　川良　武美，藤堂　景茂

久留米大学医学部第二外科　　熊手　宗隆

同　小児科　　　　　　　　　加藤　裕久

　比較的肺動脈圧の高い三尖弁閉鎖症に，肺血流減少

による低酸素血症と多血症に対し，短絡手術を要する

場合，Blalock－Taussing　shunt術では肺動脈圧をより

上昇させる可能性があり，また肺血管抵抗を上昇させ

ず酸素飽和度を増加させるbidirectional　cavopul－

monary　shunt術では，術後SVC症候群（上大静脈症

候群）を合併する危険性がある．本児は43生口左体肺

動脈短絡術後，成長とともに低酸素血症と多血症の進

行を認め肺血流増加を目的とする手術を必要とした．

しかし，術後の肺動脈平均圧が22mmHgと比較的高く

SVC症候群（上大静脈症候群）を合併する危険性があ

ると判断し，6歳時SVC絞拒を伴うcavopulmonary

shunt術を行い，術後42日にclamshell　ASD閉鎖用

deviceを用い経カテーテル的にSVC絞拒部を閉鎖し

2期的にcavopulm（）nary　shunt術を行った．その後の

圧測定にて肺動脈平均圧12mmHgと圧低下を認め，10

歳時20mmのgraftを用い右房　左肺動脈吻合，　ASD

閉鎖のmodified　Fontan手術を施行し良好な結果を得

たので報告する．症例は10歳男児．現病歴，41週2，910

gで出生．入院時心エコー図，心臓カテーテル検査にて

肺動脈閉鎖を伴う三尖弁閉鎖症を診断．43生日左体肺

動脈短絡術施行．成長にともないチアノーゼ，多血症

の進行を認めた為，6歳6カ月時SVC絞拒を伴う

cavopulmonary　shunt術，術後42日目に非開胸的に

SVC絞拒部閉塞術を施行した．今回，機能的根治術目

的にて入院となった．

　入院時現症：血圧104／78mmHg，脈拍数85bpm，呼

吸数24／min．口唇チアノーゼあり．心音は整で2LISに

駆出性雑音をLevine　2／VIで聴取する．

　検査所見：Hb　15．3g／dl，　Ht　43．8％と多血症は認め

ていない．胸部レントゲン写真は，CTR　43％で肺血管

陰影の減少を認める．

　cavopulmonary　shunt術前後の圧，酸素濃度，酸素

飽和度，ヘモグロビン値である（表1）．

　術前5歳時所見では，肺動脈平均圧22mmHgと比較

的高く，SaO276％，　PaO、48mmHg，　Hb　20．2％で低
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表　1

症例　K．T． 5歳 6歳
　　　　　2　期　的

Cavopulmonary　shunt後

　　圧
（lnmIlg）

SVC
RA
PA

（10）

（22）

（20）

（8）

（24）

（6）

SaO、（％）

PaO、（mmH9）

Hb　（9／d1）

76

48

20．2

74

45

16

84

15．8

写真1

酸素血症と多血症を認めている．6歳時SVC絞拒を

伴うcavopulmonary　shunt術後では，低酸素血症の改

善は認められないが，Hb値16．Og／dlと多血症の改善

を認めている．

　肺血管抵抗2．9wood　unit，肺動脈平均圧12mmHg，

左室拡張末期圧8rnmHg，左室収縮率75％，左房右房平

均圧比5／6mmHg，動脈血酸素濃度88％であり，Fontan

型手術の適応ありと考えた．今回20mmのgraftを用

い右房一左肺動脈吻合，ASD閉鎖によりmodified

Fontan手術を施行した．右房造影にてgraftを介し良

好な左肺動脈への血流を認めている（写真1）．

　結語：①比較肺動脈圧の高い三尖弁閉鎖症に対し，

2期的cavopulmonary　shunt術後にmodified
Fontan手術を施行した10歳男児の症例を経験した．
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②cavopulmonary　shuntのSVC絞拒部に対し，　Ra－

shkindのASD閉鎖用のclamshell　deviceを使用し

た．③複雑心奇形における外科手術に際し，カテーテ

ル・インターベンションの応用は有用なものと考える．

　28．両方向性Glenn手術後の経力テーテル奇静脈

閉鎖術

　　　　埼玉医科大学心臓病センター小児心臓科

　　　　　　小池　一行，小林　俊樹，新井　克己

　　　　　　吉田　孝子，高索　映子

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　許俊鋭，朝野晴彦

　　　　　　　　　　　　常本　　實，尾本　良三

　Modified　Fontan手術の前にしばしば両方向性

Glenn手術が施行される．低酸素症の改善と心室の容

量負荷の軽減を得ると共に，肺血管系のFontan循環

への適応性を予め評価できる．この際，我々は術後の

急激な上大静脈圧上昇を懸念して奇静脈は結紮しな

い．しかし中には低形成な肺血管系のため奇静脈を介

して大量の上下大静脈間短絡を生じる患者がある．こ

のような患者に対し，我々は経カテーテル的に奇静脈

を閉塞し，低酸素症の改善と共に肺血管系の発育を

計った．

　対象と方法：男児3例．症例1は三尖弁閉鎖，肺動

脈弁閉鎖で8歳5カ月，体重17kg，症例2は右室低形

成の大血管転位で4歳，体重14kg，症例3は無脾症候

群，右側房室連結欠如，左室型単心室，総肺静脈環流

異常で4歳2カ月，体重13．5kgであった．両方向性

Glenn手術後，各々4年2カ月，6カ月，1年4カ月で

あり，症例1が他児と比較し，年長かつGlelm手術後

長期間を経過していた．挿管全麻下に，右内頸静脈経

由で，いずれも15mrn×10cmのGianturco　occluding

spring　emboliを使用して奇静脈を閉塞した．症例2で

は左肺動脈とGlelm吻合部の2カ所に存在した狭窄

に対し，同時にバルーン血管形成術を施行した．

　結果：術直後，上大静脈圧は各々14→19，6→8．5，

10→14mmHgに上昇した．　room　air下の経皮酸素飽

和度は各々75→82，81→87，76→84％に上昇した．肺

動脈係数は各々179→226，199→366，218→275に上昇

した．いずれも術後2～3カ月で再心カテを行った．

症例1では新たに多数の上下大静脈間短絡が生じ，上

大静脈圧は13mmHgに低下したが，経皮酸素飽和度は

75％に低下し，肺動脈係数は180に低下した．症例2と

3では，上下大静脈間短絡は消失し，上大静脈圧は共

に11mmHgと低下し，しかも経皮酸素飽和度は87，
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図　症例2（上段：術前，中段：術直後，下段：3カ

　月後）

88％と上昇，肺動脈係数も各々387，317と更に上昇し

た（図）．

　考案：両方向性Glenn手術後の奇静脈を介する上

下大静脈間短絡に対し，経カテーテル閉鎖術は有効で

あり，大動脈酸素飽和度の一ヒ昇と肺動脈の発育が期待

できる．上下大静脈間短絡の誘因としてGlenn吻合部

や末梢肺動脈狭窄が存在するときは，バルーン血管形

成術を併用すると更に効果的となる．経カテーテル奇

静脈閉鎖術はFontan手術への段階的処置の一つとし

て考慮すべき方法であるといえる．奇静脈を解放して

おくことで両方向性Glenn手術時の上大静脈圧ヒ昇

を予防し，必要があれば後口，奇静脈を閉鎖する．た

だし，経カテーテル奇静脈閉塞術の効果には年齢ない

しはGlenn手術後期間が大きな要因である可能性が

あり，年長児では経カテーテル奇静脈閉鎖術はかえっ

て全身状態を悪化させる懸念があり注意を要する．

　29．新生児期に経皮的バルーン肺動脈弁拡張術をお

日本小児循環器学会雑誌　第11巻　第5号

こなったファロー四徴症の1例

　　　　新潟市民病院小児科

　　　　　　　　　　　　坂野　忠司，山崎　　明

　　　　　　　　　　　　岩谷　　淳，中山　正成

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　金沢　　宏，山崎　芳彦

　肺動脈閉鎖，および肺動脈狭窄を伴う肺血流減少疾

患において低酸素血症を改善し肺動脈を発育させるこ

とを目的として，従来はBla］ock－Taussig　shullt（以下

BT　shunt）が行われている．一方catheter　interven－

tionの発達に伴い種々の複雑心奇形に対しても，カ

テーテル治療が試みられるようになっている．severe

PSを伴うファロー四徴に対し，バルーン肺動脈弁拡

大術を行うことにより，生後1カ月までBT　shuntを

待機した症例を経験したので報告する．

　症例は［齢0日の男児．主訴はチアノーゼ．現病歴

は在胎36週5日，出生時体重2，845gにて出生したが，

出生直後よりチアノーゼが出現し，また身体所見より

ダウン症を疑われ当院NICUを紹介され入院した．入

院後の心エコー検査にてsevere　PSを伴うファロー四

徴と診断した．入院後，パルスオキシメーターによる

SpO、は80％前後しか上昇せず，また心エコー検査にて

もPDAが認められないためリボPGE1を5ng／kg／

minで開始した．しかしその後もリボPGE1増量，

PGE1－CDへの変更にもかかわらずSpO、が低下し，日

齢2日には70％前後に低下したためPTPVを行った．

PTPV前の右室造影像では肺動脈弁は肥厚しており，

その先端にわずかに開いている弁口部を認めた．最終

的に弁輪径3、6mmに対しTYSHAKの5mmバルー
ンにて拡大した．バルーン径は肺動脈弁輪径の140％で

あった．PTPV後の造影では施行前に比べ右室から肺

動脈への造影剤の流出は良好になった．PTPV前後で

の左右肺動脈径の変化は右肺動脈がPTPV前2．5mm

からPTPV後3．3mm，左肺動脈がPTPV前2．3mm
から2．5mlnへと変化した．我々の用いている正常予測

値に対する割合にすると，右肺動脈は44％of　norma1

から58％of　normal，左肺動脈は47％of　normalから

51％of　normalへと変化した．　SpO2はPTPV後94％

まで上昇した．しかしPTPV施行4日目頃よりしだい

にSpO、が低下し始めたため日齢33日に2回目の

PTPVを行った．肺動脈弁輪径6mmに対し，7mm
new　ultra－thinカテーテルを用いた．　PTPV前後での

左右肺動脈径の変化は右肺動脈がPTPV前3．Ommか

らPTPV後3．7mm，左肺動脈がPTPV前2．7mmか
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　　　　　酸素投与

一
『瓢2

　　　　　1…　　　s　・・dP’・pv　s　BT　・hunt
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日齢　0 10 20 30 40 50 60（日）

図　入院後経過

ら32mmへと変化した．正常予測値に対する割合で

は，右肺動脈は48％of　normalから59％of　normal，

左肺動脈は53％of　normalから63％of　normalへと変

化した．SpO2はPTPV前後で70％から94％に上昇し

た．入院からシャント手術までの経過を示す（図）．

PTPVを行うと施行後SpO2は上昇するが，数日後に

はまた低下してきてその効果は一過性であった．しか

しこの間に体重は約1kg増加し日齢58日に1t．　BT

shuntを行った．

　効果は一過性であるにしろPTPVを2回行い約2

カ月間手術を待機し，この間に体重増加をはかること

ができたことは意義あることと考えた．またPTPV施

行後にβプロッカーの使用も考慮すべきであると考

えた．今後症例を重ね検討したい．

　30．ファロー四徴におけるバルーン肺動脈弁形成術

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　渡辺　　健，小野　安生，新垣　義夫

　　　　　　河村　誠次，黒嵜　健一，加藤　義弘

　　　　　　神谷　哲郎

　　　　同　放射線科　　　　　　　　木村　晃二

　当センターでファロー四徴（TF）におけるバルーン

肺動脈弁形成術（BPV）を行った3例の臨床経過を報

告する．症例1はDown，　TFで，1歳時にPAAI＝

O．26，LVEDV＝16ml（97％），　LVEDVI＝50と心内修

復術の適応はあったが肺動脈の分岐部から肺内肺動脈

に至るまでの部分が長い区間に渡って細く術後管理が

困難と考えられ，この部分の成長を期待しBPVが施

行された．BPV（1歳2カ月）の4カ月後にはPAAI＝

0．31，LVEDV＝25．3ml（128％），LVEDVI＝68となっ

たが成長を期待した部分には変化なく，同じリスクを

背負ってその後心内修復術が施行された．症例2は肺

血流を動脈管に依存しているTFで，体肺短絡術を施

行せずにPGE1からの離脱をめざしたが，左肺動脈の

分岐部狭窄がありその遠位に動脈管が開いていたため

左肺動脈の成長を促すためPGEIは中止できなかっ

た．1カ月時rPA＝3．2mm，　PAAI－0．25，　LVEDV

5．lml（61％），　LVEDVI＝24がBPV（1カ月時）の1

カ月半後にはrPA＝3．3mm，　PAAI　O25，　LVEDV＝

6．8ml（54％），　LVEDVI＝25と左室は成長せず，その

後体肺短絡術が施行されて左室は成長し心内修復術へ

進んだ．症例3は中心肺動脈の低形成を伴ったTF，

MAPCAsで統合的肺動脈再建術（UF）の準備として

中心肺動脈の成長を期待した例で，2歳6カ月時に

PAAI＝0．15，　LVEDV－32．6ml（128％），　LVEDVI－

74がBPV（2歳11カ月）の6カ月後にはPAAI＝0．17

となったがUFには不十分とされ，その後右室流出路

拡張術が施行されてPAAI＝O．33となりUFへと進ん

だ．我々の経験では，ファロー四徴に対するBPVは，

その目的を達成している例はなく，適応を模索してい

る．

　31．ファロー四徴症に対するBalloon　Pulmonary

Valvuloplastyの検討

　　　　福島県立医科大学心臓血管外科

　　　　　　丹治　雅博，岩谷　文夫，猪狩　次雄

　　　　　　小野　隆志，小川　智弘，佐藤　晃一一

　　　　　　星野　俊一

　　　　同　小児科　　　桃井　伸緒，佐藤　守弘

　目的：肺動脈低形成ファロー四徴症に対しては従来

短絡手術が行われてきたが，術後の末梢肺動脈狭窄や

癒着などの問題があり，近年では経皮的バルーン肺動
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脈弁形成術（以下BPV）の有効性が報告されてきてい

る1）2）．今回われわれはファロー四徴症に対しBPVを

施行し，その効果について検討を加えたので報告する．

　対象および方法：症例は男児2例，女児1例の計3

例で，症例1では完全型心内膜床欠損症を，症例2で

はヌーナン症候群を，症例3では左肺動脈狭窄をそれ

ぞれ合併していた．症例1では先行手術なしに生後8

カ月及び1歳時にBPVを，症例2では左B－T術施行

後4歳時にBPVを，症例3では左右B－T術及び

valvotomy施行後7歳及び8歳時にBPVを施行し
た．follow－up期間は8～21カ月であった．症例1では

4．7及び5．5mmの肺動脈弁輪径に対し1．49及び1．46倍

のムラカミバルーンを，症例2では7．4mmの肺動脈弁

輪径に対し1．35倍のホプキントンバルーンを，症例3

では7．0及び10．8mmの肺動脈弁輪径に対し1．71及び

1．39倍のイノウエバルーンを使用した．平均では1．48

倍のバルーンカテーテルを使用した．

　結果：3症例，5回のBPVで，　Pp／PsはO．30±0．09

から0．34±0．08へ有意（p〈0．01）に上昇した．Pp／Ps

の最高値は0．42であり，PH症例はなかった．また0，

satも76．8±4．6から87．1±3．7へ有意（p＜0．01）に上

昇した．PA　indexは症例1では144．8から235．7へ，症

例2では99．0から143．5へ，症例3では94．0から130．0
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へとそれぞれ増加し，肺動脈径の拡大が認められた．

正常肺動脈弁輪径と実測肺動脈弁輪径との比は症例1

では53．3から66．1％ofNへ，症例2では56．］から

65．0％ofNへ，症例3では50．0から66．0％ofNへ

とそれぞれ増加し，肺動脈弁輪径の拡大が認められた．

症例1，2は現在根治手術待機中である．症例3は

PTAにて改善の得られない左肺動脈狭窄を合併して

おり，左肺動脈低形成のため肺動脈形成術を予定して

いる．

　結語：肺動脈低形成ファロー四徴症3例に対し

BPVを施行した．　BPV前後でPp／Ps及び0、satは有

意に上昇し，8～21カ月のfollow－upで肺動脈径及び

肺動脈弁輪径の拡大を認めた．末梢肺動脈狭窄を合併

した症例3を除く2例では現在根治手術待期中であ

り，BPVにより姑息手術を回避できる可能性が示唆さ

れた．

　　　　　　　　　　文　　献

　1）小林俊樹ほか：日本循誌　10（2）：285，1994

　2）松岡裕二ほか：日本循誌　10（3）：393，1994

　32．ファロー四徴症におけるバルーン右室流出路拡

大術の中，長期予後及び病理学的検討

　　　　埼玉医科大学心臓病センター小児心臓科

　　　　　　　　　　　　小林　俊樹，新井　克己

　　　　　　　　　　　　吉岡　美咲，小池　一行

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　許俊鋭，朝野晴彦

　　　　　　　　　　　　常本　　實，尾本　良三

　　　　大阪市大医学部第一病理　　　上田真喜子

　7例のファロー四徴症（TOF）と1例の肺動脈閉鎖，

心室中隔欠損（PA，　VSD）の症例に対しバルーン右室

流出路拡大術（BDRVO）を行った．バルーン径は肺動

脈弁輪径の150～200％が選択された．全症例とも著明

なチアノーゼと無酸素発作もしくは肺動脈の低形成を

合併していた．TOFは無酸素発作を有した2症例では

発作が消失し，チアノーゼは軽減，運動能力の改善を

得た．TOF全例でPA　Indexも上昇し，根治手術が行

われた．PA，　VSDの1例のみチアノーゼの再増悪をみ

たため，半年後に2回目のBDRVOが行われた．バ

ルーンのサイズを変更し何回か拡張を試みたがウエス

トは消失せず，BDRVOの効果は全くみられなかった

ため短絡手術が行われた．根治術が行われた症例の右

室流出路は，その筋性狭窄部位の表面だけがリング状

に白く変色し心内膜が著明に肥厚していた．心筋内に

は放射線状の亀裂が生じ，線維芽細胞，マクロファ
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ジー，平滑筋細胞が観察され一部には新生血管の増殖

も認められていた．またBDRVO後半年以上を経過し

た症例では，マクロファージなどは少なく繊維化が進

行しより修復過程が進行している模様が観察された．

流出路の心筋断裂に伴う繊維化により収縮期力が低下

し，狭窄が緩和されたものと思われる．しかし心内膜

のみに損傷を与え心筋に亀裂を生じさせないような小

さいバルーンを選択すると，心内膜だけが肥厚して逆

に狭窄を進行させる可能性があること．また拡張後数

カ月を経過すると新生組織の修復が進み，同部位の再

拡張は困難となることが推察された．

　33．乳児期ファロー一四徴症に対する外科治療と

Catherter　Interventionとの統合的治療戦略

　　　　徳島大学医学部小児科

　　　　　　早淵　康信，松岡　　優i，森　　一博

　　　　　　多田羅勝義，新居　正基，真鍋　哲也

　　　　　　古川　礼子，黒田　泰弘

　目的：ファロー四徴症（TOF）は乳児期早期に短絡

手術を必要とする症例から乳児期に一期的根治手術が

可能な症例まで外科的治療時期，治療適応および手術

方法が様々である．我々は，この2年間に経験した乳

児期のTOFにcatheter　interventionを試み，外科的

治療と連結させた協同的治療をすすめた．その結果を

検討し，catheter　interventionの意義と有用性を考察

再度のバルーン

肺動脈弁形成術 　　シャント狭窄部

バルーン血管形成術
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した．

　対象と方法：2年間に経験した17例の乳児期の

TOFのうち低酸素血症が著明となった11例にcath－

eter　interventionを試みた．　catheter　intervelltionが

最初の処置となった短絡術未施行群は9例（日齢

23～83）であり，バルーン肺動脈弁形成術を合計11回

試みた．短絡術施行群は2例（7～11カ月）であり，

バルーン肺動脈弁形成術を2回，短絡狭窄部バルーン

血管形成術を2回試みた．

　結果：全症例に低酸素血症の改善を認めたが，施行

約1カ月後には再び低下する傾向が認められた．バ

ルーン肺動脈弁形成術が有効であり，短絡手術が不要

となったのは9例中3例であった．このうち2例は

PA　indexの上昇が確認できた．1例はPA　indexが

138から174へ，他の1例は98から132へ上昇したが，不

十分と考え，再度のバルーン肺動脈弁形成術を施行し

た．短絡術後群2例中1例は経過良好であったが，1

例は短絡部の狭窄をバルーン血管形成術施行するも不

十分であり，再度の短絡手術を必要とした．

　考案：乳児期のファロー四徴症に対するバルーン肺

動脈形成術と短絡狭窄部バルーン血管形成術は低酸素

血症の改善および肺動脈の発育に有用である症例と一

時的にのみ有効であり，短絡手術を必要とする症例が

あり，今後，その適応を含め，有用性をさらに検討す

る必要がある．乳児期ファロー四徴症の治療のひとつ

としてのcatherter　interventionは外科治療とのかね

あわせで統合的に治療計画をたてる必要がある．

　34．乳児期ファロー四徴症に対するバナナ形状バ

ルーンカテーテルの使用経験

　　　　埼玉県立小児医療センター循環器科

　　　　　　星野　健司，小川　　潔，城戸佐知子

　　　　　　高橋　一浩，北澤　玲子

　目的：バナナ形状バルーンカテーテル（DSC）は，

透析患者のシャント血管拡張用に開発されたが，心血

管系に利用される場合が多い．今回我々は，乳児期の

ファロー四徴症に対して．DSCを用いてバルーン肺動

脈弁形成術（BPV）を行った．その有用性・問題点に

ついて報告する．

　対象：対象は乳児期のファロー四徴症3例（1カ月

～ 3カ月，3．4kg～5．4kg）で，左室流出路の形態は，

弁狭窄主体が2例，漏斗部狭窄主体が1例であった．

2例でBPVに備えてPGE1点滴静注を行ったが，1

例は無効であった．

　方法：3例とも，静脈麻酔下に挿管して行った．使
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RVOT～PA

1回目 2回目

右室流出路～肺動脈の形態と，拡張時のバルーンの形

　態

用したカテーテルはHOPKINGTONバナナ形状カ
テーテル（DSC）で，バルーンサイズは肺動脈弁輪径

の91％～139％のものを用い，漏斗狭窄主体の1例では

139％と大きめのバルーンを用いた．BPVは，4～6

気圧で10～20秒間を2～3回行った．

　結果：BPVの効果は，従来報告されている様に弁狭

窄主体の2例で有効であり，漏斗部狭窄主体と1例で

は一時的な効果のみで，その後シャント手術が必要と

なった．肺動脈弁形成に必要とした，拡張時の気圧・

時間・バルーンサイズは，従来のカテーテルと同様で

あった．

　カテーテル操作は容易であり，拡張時のバルーンの

形態に沿っており，拡張時のバルーンの位置のずれは

なかった．右室流出路～肺動脈の形態が湾曲している

1例では，1回目の拡張時にバルーンの湾曲が右室流

出路と反対側を向いたが2回目の拡張時には右室流出

路の方向に戻すことができた．

　考案：DSCは，拡張時の湾曲が右室流出路～肺動脈

に沿った状態となるため，屈曲部位に不要な力がかか

らず，拡張時のバルーンの位置のずれもなかった．ま

たカテーテルはシャフト・適合シースとも細く，操作

も容易であった．この様に，DSCは乳児期のBPVに

有用であり，今後その適応も広がると考えられた．
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　一・方，拡張時に湾曲方向が流出路と逆を向く場合が

あったが，拡張を繰り返すことにより方向の修正は可

能であった．しかし現在のカテーテルは，拡張するま

で湾曲方向が不明であり，マーカー等での屈曲方向の

明示が望まれた．また湾曲部位の角度は，現在の角度

よりもゆるやかな方が，より流出路の形態に沿ったも

のになると思われた．

　35．術後残存狭窄に対するバルーン拡大術：肺血流

量減少性心疾患と大動脈縮窄・離断における検討

　　　　札幌医科大学医学部小児科

　　　　　　　　　　　　富田　　英，池田　和男

　　　　同　第二外科　　　　　　　　安喰　　弘

　術後狭窄に対するバルーン拡大術（BD）が外科治療

にどこまで代わりうるかを検討するため，肺血流量減

少性心疾患と大動脈縮窄・離断（CoA・Int／Ao）の術

後狭窄に対し，比較的ランダムに施行したBDの有効

性について後方視的に検討した．

　対象と方法：対象は45カ所の術後狭窄に対する43回

のBDである．1群は肺動脈21カ所，2群はブレロッ

ク短絡術（BT）4カ所，3群は肺動脈弁10カ所，4群

はCoAまたはInt／Aoの再狭窄10カ所で，　BD施行時

の年齢は3カ月から12歳9カ月（平均5歳3カ月），体

重は3．1～40．Okg（平均17．Okg）であった．良好な拡大

が得られ，その病変に対する外科治療を省略できたも

のをA，拡大できたものの再狭窄をきたすか，拡大が

不十分で最終的には外科治療が必要となったものを

B，BDの効果がなく，BDを行ったことにより利益が

得られなかったものをCと評価した．

　結果：血管狭窄におけるBD前後の狭窄径の変化：

1群で4．1±1．8mmから6．0±2．Ommへ，2群で1．9±

O　．　6mmから3．8±0．3mmへ，4群で3．8±1．3mmから

6．0±1．9mmへといずれの群においてもBDにより有

意に狭窄が改善した（p＜0．01）．バルーン径の狭窄に

対する比と，狭窄の改善度には有意の正の相関を認め

た（r＝0．76，p＜0．01）．

　2．3群と4群における圧較差の変化：3群では有

意に圧較差の軽快をみた（p＜0．01）．4群では狭窄径

の改善は有意であったが（p＝O．01）圧較差の変化は有

意でなかった．3群ではファロー四徴術後が，4群で

はlong　segment　CoA術後狭窄とInt／Aoに対する人

工血管置換術後の吻合部狭窄が無効であった．long

segment　CoAの症例は，本来BDの適応外と考えられ

る症例であった．

　3．BDがどこまで外科治療に代わり得たか：A，　B，
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Cの順に1群では8，2，11，2群では1，2，1，3群で

は4，1，5，4群では4，0，6で，計A17カ所，　B5カ

所，C23カ所であった．1群のB及びCのうち9例は

BDにより充分な拡大ができなかった．　Cのうち2例

は低酸素発作により蘇生術を必要とした症例で，充分

なサイズのバルーンによりBDを施行し得なかった．

2群のBは，いずれも数カ月後に再狭窄をきたした．

Cは充分な拡大ができなかった．3群のBは肺動脈狭

窄と心室中隔欠損をともなう修正大血管転位の症例

で，心内修復術の適応をはずれ，姑息的処置としてBD

を行った．低酸素血症は一時改善したが，約1年の経

過で再狭窄が進行した．3，4群のCはいずれも充分

な拡大ができなかった．

　4．合併症：1，3，4群でバルーン破裂を4例，低

酸素発作と大腿動脈閉塞を各2例，偽性動脈瘤，大動

脈解離，血管攣縮によるカテーテルの抜去困難を各1

例合併した．いずれも後遺症を残さず軽快した．

　総括：BDは術後狭窄に対し，適応，一度は試みる価

値がある場合が多いが，適応，手技の確立には一層の

検討を要すると考える．

　36．ファロー四徴心内修復術後の末梢肺動脈狭窄に

対する経皮的血管形成術の成績

　　　　大分医大小児秤），国立循環器病センター小

　　　　児科2），同　放射線診療部3），同　心臓血管外

　　　　科4｝

　　　　　　山田克彦1）2）小野　安生2｝越後　茂之2）

　　　　　　神谷　哲郎2｝木村　昇二3）八木原俊克4｝

　ファロー四徴（TF）心内修復術後の末梢肺動脈狭窄

（PPS）に対する，経皮的血管形成術（PTA）の成績を

検討した．対象は13例（16血管），効果判定は狭窄前後

の減少および狭窄部の径の拡大をもって有効性の目安

とした．結果は狭窄前後の圧較差が31．3mmHg±15．2

mmHgから17．2mmHg±12．6mmHgに減少し（p〈

0．001），狭窄部の径は4．5mm±1．6mmHgから6．1

mm＋2．Ommに拡大された（p＜O．OO1）．狭窄部の3倍

以上の径のバルーンを使用した9血管で，PTA前後

の圧較差の差（∠PG）が16．6mmHg±11．lmmHg，

PTA前後の狭窄部の径の比（拡大比）が1．55±0．42

で，それ以下の径のバルーンを使用した7血管の∠PG

10．1mmHg±12．OmmHg，拡大比1．29±0．39より平均

値で大であったが統計学的有意差はなかった．狭窄部

より末梢の肺動脈径が狭窄部の2倍未満の5血管で

は，他より径の細いバルーンが選択される傾向にあっ

たが，APG　3．8mmHg±10．7mmHg，拡大比1．12±
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0．11と，未梢肺動脈径が狭窄部の2倍以上の11血管の

APG18．3mmHg，9．2mmHg，拡大比1．58±0．43より

有意に小さく（p〈O．05），狭窄部のくびれの強さが

PTAの効果に影響を及ぼしている可能性があると考

えた．

　37．末梢性肺動脈狭窄（PPS）に対するカテーテル

治療および手術の協同作業

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　磯田　貴彦，脇［1］　傑，於保　信一

　　　　　　香取　竜生，石澤　　瞭

　目的と対象：PPSに対するカテーテル治療の効果

をカテーテルのアプローチ部位から以下の3群にわけ

て検討．A群：カテーテル治療を考慮して施行した体

肺短絡手術後に短絡経由でPPSの拡張を企図した群

（4例）．B群：姑息的流出路形成後に流出路経由で拡

張した群（6例）．C群：根治手術後に順行［生に拡張を

施行した群（37例46部位）．

　評価：（1）狭窄病変の圧差消失，（2）拡張部径増加

率＞100％，（3）肺血流減少側の血流増加が血流シンチ

グラム上対側比で25％以上のいずれかを満たすものを

効果ありと判定．

　結果：A群2例では拡張は容易で3基準とも満た

した．術後の短絡閉塞（1例），心内操作でのブロック

誘発（1例）のため2例で拡張手技が不可能．B群：

全症例で評価基準（1）（2）を満たした．（3）を満たさない

ものが2例．C群：評価基準（1）（2）を満たすもの24拡

張部位（52％）

　考察：短絡手術後のPPS拡張については手術時の

短絡留置部位の検討が重要であり，適応を考慮しなが

ら戦略をたてる必要がある．姑息手術後PPS拡張は手

技上簡単だが，それまでに施行された短絡手術などの

影響で左右の肺血管抵抗の不均等が生じ拡張後も十分

な肺血流が保てない場合がある．カテーテル治療前の

肺血管床の評価が重要である．術後のPPS拡張手技は

簡単であるが症例により拡張効果は異なる．拡張成功

時の長期予後への寄与の程度については今後の観察を

待たねばならない．術後PPSの残存や進行が疑われる

症例では外科と協同して狭窄についての評価を行い，

拡張のタイミングをなかる必要がある．

　38．末梢肺動脈狭窄に対する経皮的バルーン血管形

成術の成績

　　　　倉敷中央病院心臓病センター小児科

　　　　　　　　　　　　丸子　俊成，小西　央郎

　　　　　　　　　　　　脇　　研自，馬場　　清
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　　　　同　小児科　　　　　　　　　田中　陸男

　1988年7月～1994年9月の間に，19例の術後末梢肺

動脈狭窄に対して延べ30件の経皮的バルーン血管形成

術（PTA）を行った．19例中，3例（8件）は両側の

肺動脈狭窄に対して連続してPTAを行った．病名は

ファロー四徴症術後9例（11件），総動脈幹症術後3例

（7件），両大血管右室起始症術後3例（5件），大血管

転位症術後1例（2件），その他3例で，年齢は6カ月

～ 17歳7カ月（平均7歳2月）で，術後年数は5カ月

～ 7年10カ月（平均2年6月）であった．

　PTA施行後，狭窄径が1．5倍以上になった場合，ま

たは狭窄部圧差が半分以一ドになった場合を成功とする

成功率は30％，ある程度の効果が認められた例は30％，

無効例（2例の挿入不能例を含む）は40％であった．

1993年以降は，挿入困難例に対して，バナナ型バルー一

ンの使用，異なる径のバルーンを段階的に使用して，

最終的に狭窄径の約3倍の径のバルーンを使用するよ

うにしたところ成功率は37．5％，無効例は25％であっ

た．バルーンruptureは4例に認められたが，合併症は

見られなかった．一過性の脚ブロックが1例，徐脈が

1例に認められた．

　PTAの有効性に影響する因子について検討したと

ころ，有効群は無効群に比べ，手術後年数が短い傾向

がみられたが，統計学的に有意差は認められなかった．

また，有効群は無効群に比べ，有意に大きな径のバルー

ンを使用していた．複数回旋術例では，1同目に十分

な径のバルーンが挿入出来なかった例に対して，2回

目にバナナ型バルーンの使用などにより有効な拡張を

得ることができた．以上より，術後早期に十分な径の

バルーンを，挿入困難例にはバナナ型バルーン・小径

バルーンを使用し段階的に拡張し，最終的に有効な径

のバルーンを使用することが重要と考えられた．

　39．バルーン拡大術無効の術後肺動脈狭窄例に対す

るステントの使用経験

　　　　長野県立こども病院循環器科，同　心臓血管

　　　　外科

　　　　　　今井　寿郎，安河内　聰，里見　元義

　　　　　　原田　順和，竹内　敬昌，長津　正芳

　　　　　　後藤　博久，金子　　克，太田　喜義

　　　　東京女子医大附属日本心臓血圧研究所循環器

　　　　小児科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中西　敏雄

　肺動脈狭窄病変は種々の疾患に合併して生じるが，

根治手術後に起こった場合，特に治療法に難渋するこ

H本小児循環器学会雑誌　第］］巻　第5号

とが多く，今日第1選択となったバルーン血管拡大術

によっても狭窄解除不能例が少なからず存在する．今

回，そのような症例にステントを留置し非常に良好な

結果が得られたので報告する．

　症例：7歳男児．体重26．5kg．

　診断：｛S，D，　D｝，　SRV，　DORV，　PS，　CAVV，

左肺動脈低形成．

　結過：生後まもなく上記診断されたが，家族が放置

していた．5歳時Lt．　BT　shunt手術をおこない，6歳

時Fontan型手術（TCPC），および自己心膜を使用し

た左肺動脈形成術を施行した．術後5カ月の心臓カ

テーテル検査で左肺動脈狭窄（最狭窄部2．3mm，圧差
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3mmHg）が認められたため，　Ultra－thin　6mm，8mm

のバルーンカテーテルを用いて狭窄解除を計ったが，

検査終了時には4．7mmにrecoilしてしまった．放置

すると狭窄が進行すると考えられたため，3カ月後術

後8カ月時ステント挿入を行った．狭窄は3．4mmに進

んでいた（図a）．左肺動脈は上葉枝分岐まで25mm

あったため，ステント植え込み術の適応と判断した．

右大腿静脈から12F　long　sheethを入れ，　Palmaz：3．4

mm×30mmのステントをMans丘eld：101nlnバルー

ンカテーテルに固定装着した後，左肺動脈狭窄部位で

バルーンを拡大してステントを拡張留置した（図b）．

術後造影でステント留置部位が9mmに拡大している

のが確認された（図c）．ステント留置終了時からヘパ

リン，アスピリン，ジピリダモールで血栓予防を行っ

た．その後も胸部レ線，超音波検査でステント留置部

は内径9mmに保持されたままで，また血栓等の合併症

も現時点では確認されていない．

　結語：ステント植え込み術はPTAでrecoilを起こ

した肺動脈狭窄例の狭窄解除に非常に有用であった

が，拡張を有効にし肺動脈枝閉塞を防ぐため留置部位

の決定には細心の注意が必要と考えられた．長期的予

後は未だ不明で，注意深いフォローが必要と思われた．

今後適応範囲が拡大すると予想されるが，慎重に適応

を判断する必要があると考えられる．

　40．先天性心疾患に対するステント植え込み術の効

果と中期遠隔成績

　　　　東京女子医科大学循環器小児科

　　　　　　　　　　　　朴　　仁三，中西　敏雄

　　　　　　　　　　　　中澤　　誠，門間　和夫

　先天性心疾患の血管狭窄性病変に対する経皮的バ

ルーン拡大術の成績は必ずしも満足出来るものではな

い．我々の施設ではバルーン拡大術でrecoilする狭窄

性病変に対してstent植込み術を行っており，今回は

stent植え込み術の有効性と特に中期遠隔期の成績に

ついて検討した．

　対象および方法：stent植え込み術施行部位は末梢

性肺動脈狭窄が8例，10病変，心外導管2例，主肺動

脈1例，腹部大動脈縮窄1例の計12例，14病変で，い

ずれも術後症例．初回stent植え込み術施行時の年齢

は4歳から18歳，平均12歳，体重は15．5kgから56kg，

平均37kg．これらのステント植え込み術の急性期効果

と，9例，11病変の遠隔期における開存性を検討した．

stentはいずれもPalmaz－Schatz　typeの腸骨動脈用

を用いた．
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狭窄部径20
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　（再拡大n＝3）

一一〇－Artery
－→け一Fontan

0

　　直後　　　遠隔期　　　再拡大後

遠隔期および再拡大後の狭窄部径

　結果

　1）急性期効果

　狭窄部径は平均6mmHgから10．4mmHgへと拡大

した（p＜0．01）．Fontan術後症例以外の圧較差は術前

の平均57±24mmHgが18±14mmHgへと有意に減少

した（p＜0．01）．Fontan術後症例で末梢性肺動脈狭窄

が残存した3例では術前平均6mmHgの圧較差が術後

消失した．

　2）遠隔期成績

　9例に対して初回stent植え込みから3ないしllカ

月，平均6．4カ月にカテーテル検査を行った．狭窄部径

は11mmが10．2mmとなり，わずかな径の減少を認め

たが有意な差はなかった（図）．再拡大した3例ではい

ずれも狭窄部位径が増大した．Fontan手術症例，それ

以外のいずれにおいても遠隔期で有意な圧較差の増大

は認められなかった．再拡大を行った3例のうち

Fontan術後症例では圧較差に変化が認められなかっ

たが他の2例では圧較差が減少した．

　結論：stent植え込み術は先天性心大血管疾患の血

管狭窄性病変の拡大に有効であり，遠隔期においては

その開存性は良好に保たれてた．

　41．催不整脈右室異形成の心室頻拍に対するカテー

テル焼灼術の試み

　　　　新潟大学医学部小児科

　　　　　　佐藤　誠一，竹内　菊博，広川　　徹

　　　　　　塚野　真也，柿原　敏夫，内山　　聖

　はじめに：催不整脈性右室異形成（以下ARVD）は，

臨床的には左脚ブロック型の持続する心室頻拍（以下

VT）と，右室の拡大と壁の異常運動が見られ，病理学

的には右室心筋の脂肪変性と繊維化を認める疾患であ

る．今回我々は，右室心筋生検からARVDと診断した

VTの2例に対し，カテーテル焼灼術を試みた．

　症例：症例1は13歳男児．12歳から動悸を自覚し，

近医で右室流出路起源の特発性VTと診断された．次

第に動悸が増悪し当科を紹介された．症例2は16歳女
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繭

写真　症例2の心筋生検の電顕所見．脂肪変性した周

　囲に対し，島状に残された正常心筋から，多数の突

　起が伸び，その中にミトコンドリアを多数認めた．

児．9歳時にVTが初発し，種々の抗不整脈剤を投与

されたが，VT時の心拍数増加と血圧低下が強まり，カ

テーテル焼灼術を目的に当科を紹介された．

　心電図所見：症例1の洞調律時の心電図は，QRS軸

は0度前後で，II，　III，　aVFとV4～V6のSTが平坦

ないし陰転化していた．VT時の心電図から，心拍数は

180前後で，右室流出路起源と推定された．運動により

VTは消失し，　VT中も血圧は保たれたが，次第に動悸

は増悪し，睡眠中にも動悸で覚醒した．症例2は接合

部調律で，軸は180度前後，V1～V4のT波が陰性．

QRS直後に認められるノッチは，逆向性のP波か右

室病変の遅延電位か確定できなかった．

　EPSおよびカテーテル焼灼術：症例1でVTは誘

発されず，ペースマッピングで同一波形が得られた部

位で焼灼した．30W30秒で2回施行し，その後VTは

消失した．症例2で誘発されたVTは，臨床でのVT

と同一の波形で，右室流出路起源であった．心拍数は

200～250前後で血圧は保てず，DCにて緊急停止した．

アミサリンを600mg静注後も徐拍化せず，誘発した

VTをburst刺激で停止できたが，焼灼には至らな

かった．後中隔部に遅延電位を認めた．

　心筋所見：症例1および2のいずれも脂肪変性と繊

維化が著しく，この部位での遅延電位がVTの成因と

推定された．症例2の電顕所見では脂肪変性した周囲

に対し，島状に残された正常心筋から，多数の突起が

伸び，その中にミトコンドリアを多数認めた．

　MRI：症例2のMRIでは，右室は拡大し壁は薄く，

日本小児循環器学会雑誌　第11巻　第5号

心尖部と流出路近くに脂肪変性を疑わせるhigh

intensyな部分を認めた．

　考按：これまで一般にARVDのVTは，プログラ

ム刺激により誘発・停止が可能であること，早期刺激

と第1拍目が逆相関すること，entrainment現象を示

すことから，VTの機序としてエントリーが考えられ

ている．しかし薬剤難治例も多く，若年者の突然死の

中に高率にARVD様の症状が認められるという報告

もある．心筋病変は進行性と考えられている．症例1

は特発性のVTと考えられていたが，　ARVDの初期像

とも考えられ興味深い．症例2はsotalol（Class　II＋

III）を開始し，現在まで経過は良好である．誘発され

るVTが徐拍化できればカテーテル焼灼術を再検討

する．埋込み型徐細動器ICDの適応も考慮して，慎重

に経過観察する予定である．

　42．高周波力テーテルアブレーションにより治療を

行った潜在性WPW症候群の3例

　　　　徳島大学小児科

　　　　　　新居　正基，松岡　　優，森　　一博

　　　　　　早渕　康信，真鍋　哲也，黒田　泰弘

　　　　同　第二内科　　坂東　重信，西角　彰良

　　　　　　　　　　　　生藤　博行，山本　克人

　高周波カテーテルアブレーションは難治性副伝導路

症候群，房室結節回帰性頻拍，心房粗動，心室頻拍の

根治的治療法として広く応用されるようになってき

た．特に副伝導路症候群，房室結節回帰性頻拍におい

ては重要な治療法の1つとなってきている．我々は頻

拍発作を繰り返す潜在性WPW症候群の3例に本治

療法を適用したので報告を行った．

　対象：／3歳から16歳の3例，全例月に1～2回の動

悸発作を訴え，1例では失神を呈している．潜在性

WPW症候群による房室回帰性頻拍が疑われ，全例に

verapamilの発作時頓用を行っていた．

　方法：4本の電極カテーテルを左右大腿静脈，左鎖

骨下静脈より経皮的に挿入し，高位右房，右室心尖部，

三尖弁中隔尖付着部，冠静脈洞にそれぞれ留置し，刺

激記録用に使用した．アブレーション用カテーテルは

EPT社製，あるいはMedtronic社製，7F，　steerable

catheterを使用した．高周波発生装置はRadionics社

製RGF－3Bを使用した．通電は530kHz，20Wの設定

で先端電極と背部アース電極間で各10～20（平均15）

秒間施行した．

　結果：副伝導路は1例が左室前側壁に，2例が後中

隔に存在した．症例1，2では1回のセッションにて
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表1　結　　果

症例
副伝導路
診　断

RF（回数） WATT
設定（実効）

1回通電時間
（平均（秒）） 手技時間 照射時間 成　　否 転　帰

症例1 左前側壁 4 20（16．5） 15 3時間30分 23分 ablated 再発（一）

AVRT
症例2 右後中隔 （1回目）5 20（／7．5） ］5 4時間47分 68分 ablated AVNRT残存

AVRT
AVNRT （2回目）2 20（17） 15 4時間35分 61分 SLOW　　PATH一 1カ月後

WAY残存．不応期 AVNRT再発
は延長し誘発され
ず．

症例3 右後中隔 （1回目）5 20（17．1） 12．8 4時間34分 62分 fai1

AVRT （2回目）3 20（16．7） 10 4時間49分 85．2分 fail 発作持続

副伝導路の切断に成功したが，症例2では直後より房

室結節回帰性頻拍が誘発されるようになった．症例3

は2回のセッションにても副伝導路を切断し得なかっ

た．

　結語：副伝導路が左室前側壁に存在する症例に比し

て，後中隔に副伝導路が存在する症例では手技，照射

時間ともに長時間を要した．特に症例3ではカテーテ

ル先端と焼灼部位の接着に難渋した．後中隔の副伝導

路に対するカテーテルアブレーションの手技，カテー

テルの改善が必要であると思われる．

　43．WPW症候群の根治に2セッションの高周波

カテーテルアブレーションを必要とした症例の検討

　　　　近畿大学心臓小児科

　　　　　　中村　好秀，福原　仁雄，横山　達郎

　WPW症候群に対する高周波カテーテルアブレー

ションは有効な治療法であるが，まれに難治例もある．

今回，我々は成功に2セッションを要した3症例を呈

示し，治療困難であった原因やアプローチ法について

検討したので報告した．

　症例1は17歳の男児である．小学校の時から発作性
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頻拍があった．高校入学後デルタ波が出現し，頻拍発

作も増加したため，高周波カテーテルアブレーション

を施行した．アブレーション後にデルタ波は消失，ま

た室房伝導による心房の興奮順序も変化しており，か

つ頻拍の誘発も認めなかったため成功と考え終了し

た．しかし，術後も数秒の発作があり，1年後に再度

電気生理学的検査を施行したところ，左室側壁副伝導

路は根治していたが，後中隔部に潜在性房室副伝導路

が存在した．再度アブレーションを施行し完全に成功

した．

　症例2は17歳女性である．中学1年の時に頻拍を伴

うWPW症候群と診断される．初回のアブレーション

では，最終アブレーション前の全てのアブレーション

でデルタ波は6秒以内に消失するが再発した．室房伝

導は途絶しなかった．デルタ波も入院中に再発した．

以後頻拍発作は消失したが，11カ月後に再度アブレー

ションを施行．僧房弁輪にアブレーションカテを到達

させ，大きな副伝導路電位を確認後にアブレーション

を施行した．アブレーション経過中に室房伝導は変化

し，副伝導路の複数成分構成を示唆する所見があった．

図に室房伝導の変化（左と中央の電位）と最終成功部

位（中央と右）の電位を示す．

　症例3は16歳の男児である．小学校6年の時に，初

めて発作性頻拍を自覚した．初回のアブレーション時

はデルタ波は間歓性であった．室房伝導を指標にアブ

レーションを施行したが不成功に終った．11カ月後に

再度カテーテルアブレーションを施行した．アブレー

ション先端電極の単極誘導心電図でのPQS型波形を

指標に，順行伝導を切断後，残存した室房伝導を僧房

弁上からの到達法で成功した．

　考察：頻拍発作を有するWPW症候群に対する高

周波カテーテルアブレーションは有効な治療法であ

る．しかし，まれに治療に難渋する症例も存在する．

比較的容易と考えられる左側房室伝導路の高周波カ

テーテルアブレーションにも僧帽弁下および僧帽弁上

からの到達法があり，初期には本院でもカテーテルの

安定性の問題から僧房弁下からの方法のみを用いてい

た．今回報告した2度目のカテーテルアブレーション

時には，僧帽弁上からもアプローチし，すべての症例

で成功した．また室房伝導を詳細に検討し，副伝導路

の広がりや複数副伝導路の存在を十分に念頭に置いて

治療することが必要であると考えられた．高周波カ

テーテルアブレーション再施行には十分な検討が必要

であると考え報告した．

日本小児循環器学会雑誌第1／巻第5号

　44．左後中隔副伝導路アブレーションに合併する僧

帽弁閉塞不全

　　　　近畿大学医学部心臓小児科

　　　　　　福原　仁雄，中村　好秀，横山　達郎

　逆行性アプローチ法によるカテーテル操作中に僧帽

弁腱索を損傷し，術後に僧帽弁閉鎖不全を起こした2

例を経験したので報告する．

　症例1：女児．生後11日目に哺乳障害のため他院に

入院し，頻拍発作に気付かれた．薬剤抵抗性でcar－

dioversionを要した．以後，各種薬剤が投与されたが

頒拍発作が度々見られ，6歳時に当科に紹介された．

電気生理検査（EPS）で左室自由壁に副伝導路を有す

る潜在性WPW症候群と診断された．頻拍発作が頻回

であるため，8歳9カ月時にアブレーション（RFCA）

を目的に入院した．まず逆行性アプローチによりleft

antero－lateralの僧帽弁輪直下でのRFCAを行った

が十分な結果が得られず，僧帽弁輪上からアプローチ

を行おうと以下に示す方法でカテーテルを操作してい

る間に僧帽弁腿索の間にentrapされカテーテルが動

かなくなった．カテーテルをまっすぐに伸ばして引き

抜いたが，軽度の僧帽弁閉鎖不全が発症した．

　症例2：女児．6歳時に初めて頻拍発作を自覚，8

歳時に水泳中に頻拍発作となり近医で間歌姓WPW

症候群と診断された．9歳時に当科に紹介されて，EPS

で副伝導路は冠状動脈洞入口部と診断された．頻拍発

作の持続時間が長くなってきたため，13歳5カ月時

RFCAを目的に入院した．まず逆行性にpostero－

septal　mitral　annulusの弁輪下でのマッピングを行う

ために，以下に示す方法でカテーテルを操作している

間に僧帽弁腱索の間にentrapされて動かなくなった．

カテーテルを引き抜いた後に軽度の僧帽弁閉鎖不全が

発症した．左室側からのアプローチは断念して，下大

静脈からpostero－septa］tricuspid　annulusまたは

coronary　sisus　osでのRFCAを行い，副伝導路の離

断に成功した．

　考察：逆行性アプローチでは，アブレーションカ

テーテルの先端を大動脈弁上で曲げて，左冠状動脈に

入らないように注意しながら左室へ挿入する．左室に

入ったカテーテルの先端は，左室自由壁のlateralか

らantero・lateralの方向を向いている．先端電極を

postero－septalの方へ向けるためには，カテーテルを

反時計方向に回転させなければならない．また僧帽弁

輪上に電極を上げる場合は，antero－lateral側に向い

たカテーテルをそのまま曲げても左房内に入る場合が
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あるが，一般的にはposterior方向に回転させてから

左房へ上げる．これらの操作を行う際にカテーテルが

僧帽弁腱索の間に絡まってしまいentrapされる．僧帽

弁腱索を損傷しないために，特別な配慮が必要と考え

られる．なおConti　JBら（PACE　1994；17：

1681～1685）は，ダンベル型の先端電極を持つカテー

テルが僧帽弁付属組織にentrapされた症例を報告し

ているが，我々の用いたアブレーションカテーテルは

一般的なlarge　tipであった．

　45．カテーテル治療の合併症

　　　　東京女子医大日本心臓血圧研究所循環器小児

　　　　科

　　　　　　　　　　　　　森　　善樹，中西　敏雄

　　　　　　　　　　　　　中澤　　誠，門間　和夫

　目的：カテーテル治療の合併症を検討すること．

　対象：1983～94年6月までに施行したカテーテル治

療のバルーン拡大術350例（術後末梢性肺動脈狭窄148

例，合併奇形を伴う肺動脈弁狭窄60例，大動脈弁狭窄

以下AS　26例，大動脈縮窄以下CoA　9例，　Rastelli術

後導管狭窄22例，術後CoA　23例，ファロー四徴症以下

TOF　8例，　B－T短絡動脈管狭窄20例，その他34例）

とコイル塞栓術28例の合計378例である．年齢は日齢1

～38歳であった．

　結果：バルーン拡大術では34例（バルーン拡大術の

10％），コイル塞栓術は11例（コイル塞栓術の39％），

合計45例（カテーテル治療の12％）に合併症がみられ

た．重篤な合併症はバルーン拡大術では10例（バルー

ン拡大術の3％），コイル塞栓術では2例（コイル塞栓

術の7％）にみられた．重篤な合併症の内訳，疾患，

原因は表1に示した．死亡はバルーン拡大術でみられ，

3例（カテーテル治療のO．8％）であった．日齢6で2．6

kgの大動脈縮窄複合のASが血管破裂，出血で2カ

月，2．5kgの純型肺動脈弁狭窄が無酸素発作で，日齢

1，1，600gのCritical　ASが頭蓋内出血で死亡した．

いずれも3kg末満の新生児，乳児の重症例であった．バ

ルーン拡大術のその他の合併症としては肺動脈内膜剥

離，狭窄形成1例，破裂バルーンの抜去困難3例，大

腿動脈閉塞5例，大腿静脈損傷1例，肺水腫（軽度）

1例，不整脈8例，一過性上肢麻痺3例，薬剤でcon・

trol可能な無酸素発作2例で，コイル塞栓術では一過

性上肢麻痺1例，胸痛3例，発熱5例にみられた．バ

ルーン拡大術の重篤な合併症10例の疾患別頻度は術後

肺動脈狭窄3例（2％），肺動脈弁狭窄1例（2％），

AS　2例（8％），術後CoA　1例（4％），　CoA　l例

（11％），TOF　2例（25％）で，　TOFに高率であった．

重篤な合併症12例中，原因が判明したのは7例で，原

因が技術的な問題と考えられたのは3例，対象疾患に

問題があったと考えられたのは4例であった（表1）．

表1　カテーテル治療の重篤な合併症

A　バルーン拡大術

内　　　訳 疾　　患 例数 原　　　　因 備　　　　考

11h1管破裂／出血 術後肺動脈狭窄 2 保存的治療で改善

術後大動脈縮窄 1 低栄養（5カ月，2，8kg）＊ 拡大術後11目に手術

大動脈縮窄複合の 1 大動脈縮窄あるにもかかわらず 死　　亡
大動脈弁狭窄 大腿動脈からバルーンカテ抜去＊＊

2無酸素発作 純型肺動脈弁狭窄 1 ガイドワイヤーの操作杜 死　　亡
（血管穿孔，出血伴う）

3頭蓋内出血 重症大動脈弁狭窄 1 低出生体重児（1，600g） 死　　亡
悪い術前状態＊

4三尖弁損傷 術後肺動脈狭窄 1 経過観察中

5動脈解離 大動脈縮窄 1 自然治癒

6肺水腫 ファロー四徴症 1 右室流出路狭窄が弁狭窄のみ 人工挿管，拡大術後4日目に心内修復術
（漏斗部中隔全欠損）＊

7肺動脈Spasm ファロー四徴症 1 人工挿管，半年後再度バルーン拡大術，
（内膜剥離狭窄伴う） 1年後に肺動脈形成術を含め心内修復術

B　コイル塞栓術

内　　　訳 疾　　患 例数 原　　　　因 備　　　　考

1コイル落下 残存B－T短絡
側副血行路
（内胸動脈）

｝ 　狭窄のないB－T短絡＊
コイルの大きさが小さすぎ＊＊

回収可能
回収可能

＊原因が対象疾患にあると考えられる　＊＊原因が技術的問題と考えられる

Presented by Medical*Online



720－（110）

　まとめ：カテーテル治療の約10％に合併症がみら

れ，重篤な合併症はバルーン拡大術の3％，コイル塞

栓術の7％にみられた．死亡は3例，0．8％で，いずれ

も新生児，乳児の重症例であった．バルーン拡大術の

重篤な合併症はTOFに高率で，その合併症発生は技

術的問題とともに対象疾患につきまとう問題があるこ

とを銘記すべきである．

　46．Collateral　vesse1の穿孔合併症にカテーテル塞

栓術が有効であった術後大動脈縮窄の1例

　　　　兵庫県立尼崎病院心臓センター小児部

　　　　　　武知　哲久，坂崎　尚徳，槙野征一郎

　大動脈縮窄術後の再狭窄に対してPTAを試みた

際，狭窄部の近くより起始する側副血管にガイドワイ

ヤーを穿孔させるという合併症を起こしたが，経カ

テーテル的に穿孔部を塞栓できた症例を経験したので

報告する．

　症例：1歳2カ月男児．在胎39週，体重1，752gで出

生．生後4カ月に某病院NICUより痙攣と循環管理目

的に当科転院となった．当科入院後Seckel症候群の

疑いと心室中隔欠損，肺高血圧，大動脈縮窄症の診断

で，生後9カ月にsubclavian　flap法による大動脈縮窄

解除と肺動脈絞拒術が施行された．その後超音波検査

で縮窄解除部の再狭窄が確認され，1歳2カ月に

PTAが予定された．　PTA直前の造影では狭窄部は

2．2mln，狭窄前後の大動脈問の圧較差は48mmHgで

あった．定型どうりにPTAを試みたがガイドワイ

ヤー誘導用の直側孔型のカテーテル（マルチパーパス

5Fr）が狭窄部付近で前進しないためガイドワイヤー

（ラジフォーカス0．035インチ）を先行させた．その時

点ですでにカテーテルは側副血管に進入していたもの

と推測され，ガイドワイヤーは抵抗なく進み，左上肺

野に位置したため穿孔合併症を起こしたと判断した．

カテーテル抜去で血圧低下，蒼白などの急速大量出血

が惹起されるためカテーテルを穿孔部に留置のまま，

対側の大腿動脈より別のカテーテルを入れ，大動脈造

影と穿孔部カテーテルからの造影を同時に施行した．

その結果，穿孔部は大動脈狭窄部の直下6mmから起始

する側副血管の上方8mmの位置で，その側副血管は臓

器への主要な血流供給は少ないと判断し，止血用ゼラ

チンスポンジで塞栓するに至った．塞栓に際して止血

用ゼラチンスポンジ（スポンゼル）は細く裁断し，生

理的食塩水（少量の造影剤を含む）に混じた溶液にし，

経カテーテル的に緩徐に注入，3．5ml注入した時点で

穿孔した血管を完全に塞栓止血できた．胸部レントゲ
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ンでは出血部は1カ月後に吸収消失し，その間強い炎

症反応も示さなかった．遺残した狭窄部は再度PTA

を施行し，改善している．

　まとめ：1．側副血管の穿孔部は大動脈より数mm

の距離があったためスポンゼルによる止血が極めて有

効に行えた．血管穿孔合併症に対し，穿孔の状況によっ

てはゼラチンスポンジ塞栓術は有用な治療法と考えら

れる．

　2．大動脈縮窄部に近接する側副血管の先行とカ

テーテルの操作には注意すべき症例があると反省させ

られた．

　47．大動脈縮窄症解除術後再狭窄に対しバルーン拡

大術を行ったが動脈瘤破裂を来した1例

　　　　豊橋市民病院小児科

　　　　　　白谷　尚之，大林　幹尚，岡本　優子

　　　　　　石濱　広美，小久保　稔，小山　典久

　　　　　　鈴木　賀巳，西村　　豊

　　　　同　胸部外科　　小林　淳剛，大原　啓示

　　　　　　　　　　　　山崎　武則，中山　雅人

　症例：在胎38週5日，出生時体重2，930gにて出生し

た女児．日齢2に多呼吸および蹄泣時の下肢のチア

ノーゼを指摘され未熟児センターに転床となった．心

エコー図やパルスオキシメーターによる上下肢の酸素

飽和度の差などより大動脈弁2尖弁を伴った大動脈縮

窄症を疑い，lipo　PGE1を開始の上，日齢4に右上腕動

脈および左擁骨動脈からの注入による動脈造影を施行

し大動脈縮窄症の診断に至った．日齢12にsubclavian

flap法による縮窄解除を行ったが，術後2カ月頃より

下肢の脈が弱くなり，術後3カ月には触知し難く，冷

感も伴う様になったため，術後4カ月の時点でバルー

ンカテーテルによる再狭窄部の解除術を行った．狭窄

部の圧較差は100mmHgあり，大動脈弓遠位部の血管

径は5mln，下行大動脈横隔膜レベルの血管径では7inm

であったため，4Fr径5mmのホプキントン血管拡張用

カテーテルを用いて10気圧10秒間拡張術を行った．し

かし最初の3回は拡張時，バルーンカテーテルが狭窄

部に固定されず上方に滑脱し，4回目にやっとバルーン

が固定した状態で拡張術が出来た．術後圧較差は15

mrnHgまで改善したが，造影上，左側方に動脈瘤の形

成を見た．拡張術後3日目の胸部X線像では胸水貯留

を思わせる所見は認めず，外科的修復の相対的適応と

し，拡張術後4日目に退院とした．ところが，拡張術

後11日目に哺乳後嘔吐し蒼白となり救急車にて来院，

著明な貧血と胸部X線上の左胸水貯留を認め，動脈瘤
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バルーン血管形成術後の大動脈造影

破裂と考え蘇生すると，間もなく死亡した．剖検時の

所見では，断裂部は月apの縫合部とは異なっていた．

　まとめと反省点：①大動脈縮窄症の術後再狭窄に対

するバルーン拡張術においては，狭窄部前後径の血管

径の細い方よりもさらに一回り細いバルーンより拡張

術を始めるか，最狭窄部径より一回り太い程度のバ

ルーンにより拡張術を始める配慮が必修である．②拡

張術中にバルーンが滑脱しても一回毎に造影を行い，

動脈瘤の形成等を確認する必要がある．③動脈瘤を形

成した場合には慎重な経過観察を行い，外科的修復を

積極的に検討するべきである．

　48．体肺側副血行路に対するコイル塞栓術後，死亡

した1例

　　　　旭川医科大学小児科

　　　　　　梶野　浩樹，岡　　隆治，境野　環樹

　　　　　　藤保　洋明，津田　尚也

　　　　東京女子医科大学心臓血圧研究所循環器小児

　　　　科

　　　　　　　　　　　　　　　　　中西　敏雄

　コントロール困難な心不全に対し，容量負荷の軽減

を目的とした体肺側副血行路のコイル塞栓術を施行し

た後，死亡した1例を経験した．

　症例：1歳2カ月，男子，単心室，共通房室弁，肺

動脈閉鎖，動脈管開存，右側大動脈弓と診断し，生後

1カ月時に左BTシャント術を施行した．生後11カ月

時に再入院するまで，チアノーゼは中等度のまま経過

した．心エコー上，房室弁逆流は軽度であった．

　生後11カ月時に心カテを施行した．SaO，79．5％，

PaO、42．5mmHg，　Qp／Qs　1．85，　PVwedge圧平均11

mmHg，　SVEDV　50．Ornl（237％），　EF　64％．大動脈

造影で，肋間動脈を介して左肺へ，血管腫様の著明な

側副血行路の発達が認められ，左右の肺動脈が造影さ

れた．鎖骨下動脈領域からも多くの側副血行が左肺動

脈に通じていた．BTシャントは，開存していたが，そ

こからの造影剤は右肺動脈にしか流れなかった．

　1歳1カ月時，体重増加不良，多呼吸，浮腫などの

心不全症状が出現した．それらは肺炎に罹患した際さ

らに進行し，利尿剤の増量，強心剤や血管拡張剤の内

服にもかかわらず，加速度的に悪化した．心エコーは

心室の拡大とそのパフォーマンス低下，著明な房室弁

逆流を示し，心カテはQp／Qs　1．94，　PVwedge圧平均

21mmHgという結果であった．体肺側副血行による短

絡が容量負荷となり，房室弁逆流と心不全の増悪を招

いていると判断し，1歳2カ月時に体肺側副血行のコ

イル塞栓術を施行した．

　仙骨硬膜外麻酔とdiazepamの静注下に，下行大動

脈からの6本の側副血管を閉塞した．甲状頚動脈や鎖

骨下動脈からの側副血行は閉塞しなかった．術中の

SaO2（room　air）は75％を維持していた．術後，大動

脈造影でコイルの閉塞を確認したが，鎖骨下動脈領域

からの側副血行により，左右肺動脈が造影された．BT

シャントの開存も確認した．当初の目標である容量負

荷の減少は達成できたと考え，所要時間4時間で塞栓

術を終了した．術後のカテデータは，SaO、74．1％，

PaO240．1mmHg，　Qp／Qs　1．85，　PVwedge圧平均26

mmHg，　SVEDV　88．Oml（375％），　EF　43％であった．

　しかし，術後5時間を経過した頃より重篤な低酸素

血症（PaO219mmHg，　SaO220％）に陥った．胸部レ

ントゲン写真h，コイルの位置に変化はなかった．徐々

に血圧が低下し術後約12時間で死亡した．

　死亡原因として，a）コイルによる塞栓部位から左

右肺動脈へ微小血栓が流れた．b）低酸素血症の増強

に不全心筋が耐えられなかった．c）低酸素血症の増強

などにより肺動脈が攣縮した，という可能性を考えた．
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　49．合併する心室中隔欠損症により，バルーン拡大

術後に肺高血圧症を呈した重症肺動脈弁狭窄症の1例

　　　　東京都立墨東病院小児科

　　　　　　　　　　　　大塚　正弘，山菅　正郎

　　　　　　　　　　　　三沢　正弘，関　　一郎

　　　　日本大学医学部小児科

　　　　　　能登　信孝，鮎沢　　衛，住友　直方

　　　　　　岡田　知雄，原田　研介

　2回のバルーン拡大術後に合併するVSDにより肺

高血圧症を呈したcritical　PSの1例を経験したので

報告する．症例は1歳6カ月の女児．在胎41週，2，810

gにて出生．出生直後より心雑音およびチアノーゼを

認めcritical　PSの診断．　PGE1の投与後チアノーゼは

軽減したが多呼吸が持続したために口齢12にバルーン

拡大術を施行した．術後PGEIを漸減し日齢42に動脈

管の閉鎖を確認した．動脈管閉鎖後はチアノーゼが増

強することはなかったものの多呼吸，心拡大が持続し

たために5カ月時に2回目の心カテを施行しました．

この際，右室，左室は等圧であった．PSの圧較差は78

mmHgであったため弁輪径の130％まで拡大術を行っ

た．術後，ドップラー心エコーでのPSの改善は確認さ

れたものの，臨床症状の改善は乏しく，胸部X線にて

肺血流量が増加し，心尖部にシャント，ランブルを聴

取するようになったため1歳時に3回目の心カテを施

行した．その結果，PSは圧較差12mmHgと改善して

いたが主肺動脈圧56／10mmHg，肺体血圧比0．4，肺体

血圧比3．6と肺高血圧症を呈していた．この肺高血圧症

の原因はVSDによるものと判断した．本症のVSDは

当初より心エコーにて，その存在が疑われていたもの

の著明な右室圧上昇のために潜在化し，バルーン拡大

術によるPSの解除にともない明らかになったものと

判断した．

　50．2回のBlalock　Taussig短絡術術後，片側の吻

合部狭窄に対しバルーン血管拡大術（BDA）を施行し

た3例

　　　　済生会前橋病院小児科

　　　　　　　　　　　　井上　佳也，小野　真康

　目的：肺血流減少型の先天性心疾患に対する姑息的

手術として，Blalock　Taussig短絡術（以下BT短絡

術）が広く行われている．しかし短絡術後数年で吻合

部狭窄を生じることは少なくなく，遠隔期に於ける突

然死の一原因と思われる．私達は2回のBT短絡術術

後に，片側の吻合部狭窄にバルーン血管形成術（以下

BDA）を施行した3例を経験した．吻合部狭窄に対し

日本小児循環器学会雑誌　第11巻　第5号

表1　BDA前後の比較

（症例1） （症例2） （症例3）

前 後 前 後 前 後

o－BT吻合部
　（mm）

2．5 旦 3．0 型 2．5 旦

肺動脈縮窄
　（mm）

1．5 1．5 2．5 2．5 ／／
酸素飽和度
　（％）

75 型 75 坦 77 旦

平均肺動脈圧
　（mmHg）

28（rt）
19（rt）

51（rt）
20（lt）

36（rt）

28（lt）

てBDAは有効であると思われたので報告する．

　対象，方法：症例1の診断はc－TGA，　PA，　PDAで，

2カ月時にlt・o－Bt短絡術を施行した．2歳8カ月時，

吻合部狭窄と，肺動脈縮窄を認め，平均肺動脈圧は右

9mmHg，左12mmHg，　PA　Indexは159であった．肺

動脈の発育が不良であったため，2歳8カ月時にrt－

m－BT短絡術を施行し，2歳10カ月時にBDAを施行

した．症例2の診断はsingle　LV，　PA，　PDAで，日齢

46にlt－o－BT短絡術を施行した．2歳10カ月時，吻合部

狭窄と高度の肺動脈縮窄を認めたため2歳10カ月に

rt－m－BT短絡術を施行し，2歳11カ月，肺動脈縮窄と，

lt－o－BT吻合部狭窄に対しBDAを施行した．症例3の

診断はisolated　RV　hypoplasia．7カ月時にrt－o－BT

短絡術を，3歳6カ月時に，lt－m－BT短絡術を施行し

たが，術後1カ月のPA　Indexは166であった．5歳5

カ月時，rt－oBTに吻合部狭窄を認め，血流は主に右中

下葉に向かっていた．左肺動脈は細く，PA　indexは

214であった．5歳5カ月，血流分配の改善を目的とし

てBDAを施行した．　BDAには，　TYSHAKカテーテ

ルを用い，短絡血管の最大径を越えず狭窄部の1．2～4

倍のバルーン径を選択した．バルーンは6～7気圧ま

でとし，waistが消失するまで拡大した．

　結果：図に示す．全例で，吻合部狭窄は改善し，酸

素飽和度の上昇を認めた．また，術後平均肺動脈圧は

上昇した．症例1，2は，肺動脈縮窄に対してもBDA

を施行したが，無効であった．症例3は，BDAにより

BTの血流は左右に分配され，右の肺動脈は細くなり，

血流分配の改善が認められた．

　結語：o－BT吻合部狭窄に対してBDAは有効で

あった．肺動脈縮窄に対してBDAは無効であった．

　51．Blalock・Ta皿ssig　shuntの術後狭窄に対する経

皮的バルーン血管形成術

　　　　倉敷中央病院心臓病センター小児科
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　　　　　　　　　　　　脇研自，小西央郎

　　　　　　　　　　　　丸子　俊成，馬場　　清

　　　　同　小児科　　　　　　　　　田中　陸男

　目的：BTshuntの術後狭窄に対する経皮的バルー

ン血管形成術（PTA）の有効性について検討した．

　対象：PTAを施行した10例（TF／PA　3例，　TF　2

例，PAwithVSD　1例，　PA／IVS　1例，　hemitruncus　1

例，asplenia，　polyspleniaに伴うPAそれぞれ1例）

のBTshuntのべ15血管（modified　11，0riginal　4）に

っいて検討した．PTA施行年齢は3カ月から4歳0

カ月，shunt術からPTA施行までの期間は2カ月か

ら3年8カ月であった．

　方法：いずれも経動脈的にPTCA用バルーンカ

テーテルを使用し行った．バルーン径は最大4mmが8

例，original　BTの2例に3mmと3．5mmを使用した．

最大拡張圧は6から16気圧，最大拡張時間は30秒から

180秒であった．PTA前後で，造影による血管径や肺

血流の変化，聴診所見，臨床症状の変化を観察し有効

性の評価を試みた．十分な効果があり新たなshunt術

の追加を回避できたものを有効群とし，全く拡張でき

ず早期にshunt術の追加を必要としたものを無効群，

それ以外を中間群とした．

　結果：有効群は3例6血管（40．0％）で，うち1例

（TF／PA）は初回，10カ月後，1年5カ月後の計3回

PTAを施行し，結局shuntを追加せずRastelli手術

を施行し得た．polysplenia／PAも計3回のPTAを施

行し，4歳1カ月の時PAunifocalizationおよびAP－

shuntを施行した．他の1例（TF／PA）は生後3カ月

と1歳5カ月時の計2回施行しshunt血流増加を認め

たが，PA発育不十分のためBTshuntを追加した．無

効例は，shunt血管の屈曲による狭窄（PAwithVSD）

とPTA施行時の内膜剥離によるshunt閉塞（PA／

IVS）の2例の2血管（13．3％）で，それぞれ2週間後，

翌日にBTshuntを追加した．他の5例は明らかな臨

床症状の改善は認められず拡大率1．1～2．1と若干の拡

張を得た．

　考察：1）BTshuntの術後狭窄に対するPTAは，

その成功率は高くないもののそれによりshuntの追加

を回避できる症例があり，積極的に試みるべき方法と

考えられた．

　2）shunt血管の屈曲による狭窄に対してはPTA

は無効である可能性が高いと思われた．

　3）合併症として，内膜剥離によりshunt閉塞をきた

す可能性があり，注意が必要と考えられた．
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　52．完全閉塞シャント血管ヘバルーン拡大術を行っ

た1例

　　　　社会保険中京病院小児循環器科

　　　　　　松島　正氣，生駒　雅信，小川　貴久

　　　　同　循環器科　　　　　　　　加藤　文男

　　　　常滑市民病院小児科　　　　　津村　治男

　　　　トヨタ記念病院小児科　　　　奥村　直哉

　完全閉塞したmodified　Blalock　Taussig手術の人

工血管へ，バルーン拡大術を行うことにより，開通を

得た1例を報告する．

　症例はバルーン拡大術時1歳11カ月の右室性単心

室・右側房室弁閉鎖・肺動脈閉鎖の男児である．1カ

月時に3．5mmゴラスキー管を使った，左BT手術を

行い，1歳時その狭窄化を来たしたため5mmゴラス

キー管を使った右BT手術を行った．1歳10カ月時蹄

泣時チアノーゼ発作を繰り返したため心臓カテーテル

検査を行い，左シャント血管の完全閉塞を確かめた．

閉塞部の開通をこころみたがガイドワイヤーを通過さ
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社HI・TORQUE　INTERMEDIATEとTRAVERSE
（0．018インチ）の固さの異なる2種のガイドワイヤー
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　1年後の心臓カテーテル検査にてシャント血管の開
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改善し，フォンタン型手術待期中である．

　53．Blalock－Taussigシャント狭窄に対するステン

ト留置術の経験

　　　　日本大学小児科
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唐澤　賢祐，鮎澤　　衛，山下　恒久

能登　信孝，住友　直方，岡田　知雄

原田　研介

　　　　日本大学第2内科　　　　　　斉藤　　頴

　Blalock－Taussig（B－T）シャント狭窄を伴った肺動

脈閉鎖例に対しステント留置術を経験したので報告し

た．

　症例は18歳の女児．身長137cm体重35kg．出生直後

よりチアノーゼを認め日齢11に心臓カテーテル検査を

行い，肺動脈閉鎖，心室中隔欠損および動脈管開存と

診断された．5歳時に右側のoriginal　B－Tシャントを

行い，12歳時の心臓カテーテル検査でPA　index　ll6で

中心肺動脈の狭窄を伴う肺動脈の低形成，B－Tシャン

ト吻合部の狭窄を認めた．根治術は困難であり，B－T

シャント吻合部の狭窄のballoon　angioplastyが行っ

たが，最近，チアノーゼ，三尖弁閉鎖不全を伴ううっ

血性心不全および運動能の低下を認め，手術を拒否す

る家族の要望もあり吻合部狭窄のステント留置術を行

うことになった．大腿動脈よりB－Tシャント部まで8

Fr．の左ジャドキンスカテーテルをガイディングカ

テーテルとして挿入し，B－Tシャントの造影および血

管内エコーにより狭窄部の形態，最大狭窄径および位

置を評価し，最大狭窄径1．6mmに対し3．5mmおよび

4mmPTCAカテーテルで6気圧，30秒間で予備拡張を

行った．その後，4mmのバルーンカテーテルに装着し

た長さ15mm，直径4mmのPalmaz－Schatz冠動脈ス

テントを狭窄部まで進めバルーン拡張し留置した．さ

らに高圧型4．5mmのPTCAカテーテルにより14気

圧，30秒間ステントを加拡張した．

　ステント留置前後の抗凝固療法は，24時間前よりア

スピリンとジピリダモールの内服を開始し，2時間前

より低分子デキストラン点滴を行った．術中は，ステ

ント留置直前にヘパリン（100U／kg）を静注した．術

後はACT　200秒以下でシースを抜去し3日間はヘパ

リン持続静注を行い，その後3カ月間のワーファリン，

6カ月間のアスピリン，ジピリダモールの内服を行っ

た．

　表にステント留置前後のいくつかのパラメーターを

比較したものを示した．吻合部狭窄の血管径は造影上

1．6mmから3．1mm，1．9倍に血管内エコーの面積では

6．1mm2から8．9mm21．7倍に拡張した．酸素飽和度は

76．1％から84．7％に上昇した．肺血流シンチの左肺分

の右肺取り込み率は右肺の取り込みがわずかに増加し

たことにより0．78からO．89に上昇した．
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表　ステント留置前後の比較

ステント留置前 ステント留置後

B・T吻合部狭窄

辻　影 1．6×1．5mm 3．］×3．3mm　（×1．9）

101管内エコー 2．1×2．8mm 2．6×4．3mm　（×1．5）

6．lmm2 8．9×mm2　（×1．7）

酸素飽和度 76．1％ 84．7％　　　　　　　　　（」－8．6％）

肺血流シンチ

右肺／左肺 0．78 0．89　　　　（×1、1）

　今回，管理に苦慮していた18歳の心室中隔欠損，肺

動脈閉鎖例に対し，内科領域で臨床使用が始まってい

るパルマッツシャッツステントをBTシャント狭窄

に用いることを試みた．ステント留置後は運動能はや

や改善し，心不全も内服薬でコントロールできるよう

になり外来通院での管理ができるようになった．本症

例のように治療法の選択が限られた例において，ある

程度の治療効果が得られたことは有用な治療法であっ

たと考えられた．

　54．Endovascular　stentを用いた新生児動脈管血

流維持の可能性

　　　　久留米大学小児科

　　　　　　橋野かの子，赤木　禎治，石井　正浩

　　　　　　前野　泰樹，杉村　　徹，井上　　治

　　　　　　加藤　裕久

　目的：新生児ブタの動脈管をendovascular　stent

で開存させ，その有効性，組織学的変化の検討．

　対象：日齢0～4の仔豚30匹．平均体重1，400g．

　方法：全麻下，人工換気下に，cutdOwn法で右内頚

静脈を確保，guidewire（GW）を経静脈的に下行大動

脈に留置．GWに沿いstentを装着したballoon　cath－

eterを動脈管ヘアプローチしballoonを拡張しstent

を固定．L5カ月後stent留置部位の組織学的変化を評

価した．ステンレス製の冠状動脈用stent　Palmaz－

Schatz　stent（Johnson＆Johnson社製balloon径3

mm，4mm）もしくはCook社製のGianturco－Roubin

stent（φ4mm）を使用した．

　結果：30例中16例でGWが動脈管を通過．うち12例

にstentの植え込みを施行．　Palmaz－Schatz　stent（φ4

mm）の3例は植え込みに成功，長期に開存し得た．

Palrnaz－Schatz　stent（φ3mm）の3例で，肺動脈，大

動脈にstentは脱落した．　Gianturco－Roubin　stentは

植え込みは不可能であった．組織所見では，stentは開

存し，周囲には新生内皮を認めた．
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　　結語：動脈管血流維持を目的としたstentの留置は

有効で，今後チアノーゼ型心疾患の早期治療に臨床応

用が期待出来ると考えた．

　　55．AN　ANIMAI．　MODEL　TO　STUDY　THE

RESUI．TS　OF　BAI．1．00N　ANGIOPLASTY　IN

THE　TREATMENT　OF　POSTOPERATIVE　VAS－
CULAR　STENOTIC　I．li】SIONS．

　　　　　　　The　Department　of　Surgery　and　The

　　　　　　　Department　of　Peadiatrics＊，　Yamanashi

　　　　　　　Medical　University，　Japan．

　　　　　　　　　　　　　Abraham　Samuel，　Shinpei　Yoshii

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shoji　Suzuki，　Junya　Kotoh

　　　　　　　　　　Shigeru　Hosaka，　Ryoichi　Hashirnoto

　　　　　　　　　　　　　　Yusuke　Tada，　Takayuki　Komai＊

　　　　　　　　　　　　　　　Minako　Hujishima＊Jun　Yanai＊

　　PURPOSE：The　occurence　of　postoperative　vas・

cular　stenosis　in　infants　still　remains　to　be　a　big

problem．　To　know　the　effectiveness　of　balloon　an－

gioplasty　as　a　treatment　to　that，　we　have　tried　to

create　an　animal　model　of　vascular　stenog．　is　and　to

study　the　results　of　balloon　angioplasty　in　that

model．

　　MATERIALS＆METHOD：The　thoracic　aorta
of　rabbit，　measures　no　less　than　4　mm　in　diameter

was　exposed　through　a　left　lateral　thoracotomy，　It

was　after　double　clamping，　cut　transversely　to　half

its　circumference　and　sutured　with　7－O　Maxon（an

absorbable　suture　material．　within　60　days）and　also

the　same　material　was　used　to　partially　ligate　the

same　vessel　over　the　suture　line，　to　produce　a

stenosis．　Angiography　was　done　at　four　different

intervals　viz．，　within　60　days，　and　on　60th，90th　and

120th　days　postoperatively．

　　RESULTS：We　carne　across　peri／postoperative

complications　like　haemorrhage，　lung　injury，　thor－

acic　duct　injury，　paraplegia　etc，　and　the　mortality

was　50％and　morbidity　20％（due　to　paraplegia）

with　the　first　set　of　20　rabbits，　which　came　down　to

19．5％and　O％respectively，　with　the　second　set　of　21

rabbits，　once　we　got　accustomed　to　doing　it．　Angio－

graphy　was　done　at　different　intervals　which

revealed　a　very　sharp　decrease　ill　the　percentage　of

stenosis　after　60　days　postoperatively，　by　when　the

partially　ligating　suture　material　would　have　been
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absorbed．　In　angiography　the　stenosis　was　46＋9％

（mean±SD）ill　the〈60　days　group（ll＝6），24±16％

in　the　60th　P．0．D　group（n＝4），20±5％in　the　90th　P．

0．D　group（n＝4），22±17％in　the　120th　P．0．D　group

（n＝3），respectively（Fig．）．　Also　the　rnacroscopical

and　microscopical　apPearences　of　the　sutured　site

revealed　the　returning　of　the　vesse1’s　condition

almost　to　it’s　original，　leaving　only　a　scar　without

any　stenosis，　after　the　partially　ligating　material　is

abnorbed．　The　results　of　angioplasty　will　be　present－

ed　next　to　this　paper　by　Dr．　Komai．

　　CONCLUSION：This　leads　to　a　conclusion　that

the　above　explained　method　of　creating　a　stenosis

may　not　yield　a　suitable　mode］which　is　necessary

for　the　purpose，　But　we　could　know　that　rabbits　can

be　used　to　such　sort　of　experiments　without　much

difliculty，　once　we　get　accustomed　to　doing　it　and

also　an　aortic　cross　clamping　time　of　less　than　13

mts　is　very　safe．

　　As　a　result，　now　we　have　started　to　doing　the　next

series　of　experiments　using　a　different　method，

which　we　hope，　would　yield　the　suitable　model　to

serve　the　purpose．

　　56．外科的に作製した大動脈縮窄家兎に対する経皮

的バルーン拡大術の実験的検討

　　　　　　　山梨医科大学小児科

　　　　　　　　　　駒井　孝行，矢内　　淳，隈部　桂子

　　　　　　　　　　藤嶋美奈子，丹　哲士

　　　　　　　同　第2外科

　　　　　　　　A．サミュエル，吉井　新平，鈴木　章司

　　目的：大動脈縮窄に対する経皮的バルーン拡大術

は，その有効性および手術に比較しての簡便性から施

行される機会が増加している．しかし，バルーン拡大

術を行う至適時期，適切なバルーンサイズ，合併症な
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どの問題に関して不明な点も少なくない．そこで，外

科的に作製した大動脈縮窄の動物モデルを用いて，バ

ルーンカテーテルによる大動脈拡大術を施行し，バ

ルーン拡大術の効果，合併症などにっいて血管造影お

よび拡大部の組織所見より検討を行った．

　対象：胸部大動脈を半切再吻合＋吻合部周囲の糸掛

け，により充分な狭窄性病変が作製された家兎6羽を

拡大術の実験対象とした．対象となった家兎は，体重

2．45～3．47kg（平均3．19kg），手術からバルーン拡大術

までの期間は，19～40日（平均29口）であった．

　実験方法：GOF麻酔下に気管内挿管，人工換気とし

た後，大腿動脈にシースを挿入，留置した．まず拡大

前の大動脈造影を行い狭窄部および健常部の血管径を

計測し，手術により作製された狭窄性病変の程度を評

価した．バルーン拡大術は，バルーン径5～7rnmのUl

trathinカテーテルを用いて，小さいバルーンから段階

的にサイズアップして狭窄部の拡大術を行った．拡大

条件は，10気圧，30秒間，各3回とした．血管造影に

よりバルーン拡大術後の計測を行った後，拡大部を含

めた胸部大動脈を摘出し，光顕的に拡大部の組織学的

検討を行った．

　結果：使用バルーン径は，狭窄部径の160～320％大

であった．対象例の拡大術前後での狭窄部径および狭

窄率の変化を図に示す．狭窄部径は，拡大前平均2．8
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mmから拡大後4．1mm，狭窄率は拡大前平均46％から

拡大後18％と有意に改善を認め，バルーン拡大術の有

効1生は明らかであった．

　組織学的には，狭窄部付近の内膜および中膜に複数

の亀裂が観察され，一部は外膜まで達していた．狭窄

部の血管組織に亀裂が入ることにより狭窄部の拡大が

得られることが組織所見より推察された．バルーン拡

大術に伴う合併症としては，拡大部の大動脈瘤形成，

両下肢の対麻痺のケースがみられた．

　考察：家兎を用いた術後大動脈縮窄モデルに対し

て，バルーン拡大術は明らかな有効性を示した．組織

学的所見では，拡大部付近に亀裂が生じていることが

確認され，拡大術に伴う大動脈縮窄部の組織変化を観

察し得た．しかし，拡大部の組織所見を検討する上で，

手術の影響による変化とバルーン拡大術による組織変

化を明確に区別することが難しいことがあり，今後の

問題点と思われた．

　また，バルーン拡大術の実施時期，至適なバルーン

サイズの問題に関しては，今後実験例を増やしていろ

いろな条件設定で拡大術を行い，さらに検討を加えて

いく必要があると思われた．

　57．大動脈縮窄症におけるバルーン血管拡拡張術後

の再狭窄とgrowth　factor

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　大久保又一，井埜　利博，秋元かつみ

　　　　　　西本　　啓，藪田敬次郎

　　　　同　循環器内科心臓血管病理研究室

　　　　　　　　　　　　河合　祥雄，岡田　了三

　背景：大動脈縮窄症（CoA）に対するバルーン血管

拡張術（BA）において，大動脈再建術後の再狭窄に対

するBAおよびnative　CoAに対するBA後の再狭窄

率は30～57％および14～18％と報告されている．

　目的：BA後の再狭窄の原因の一つとしては，中膜

平滑筋細胞の内皮細胞下への増加による肥厚した新生

内膜であることは既に報告したが，今回再狭窄と

growth　factorとの関連性を検討した．

　実験系：幼犬6頭を用いてCoAを作成し，その1

カ月後にBAを施行し，　BA後2，7，13，32および93

日後に解剖した．摘出した組織で，光顕で平滑筋細胞

および内弾性板を，走差電顕で内皮細胞を，透過電顕

で平滑筋細胞を観察した．免疫組織染色では酵素抗体

法を用いて，platelet　delived　growth　factor（PDGF），

transforming　growth　factor一α，β（TGF一α，β），

epidermal　growth　factor（EGF）の発現を検討した．
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図　BA後7日目の組織：増殖した平滑筋細胞に一致

　してPDGFの発現が認められる．

　結果：BA後2日目に既に内膜肥厚を認め，13およ

び32日目の組織で著明であった．内膜肥厚は中膜平滑

筋細胞の内皮細胞下への増殖によるものであり，電顕

では平滑筋細胞は活性の高い形態を呈していた．免疫

組織染色では，特に2，7日の組織でPDGFおよび

TGF一βが強く発現していた．　PDGFは主に内皮下に

新たに増殖した平滑筋細胞に（図），TGF一βは主に本

来の中膜平滑筋細胞に強く発現た．TGF一αおよび

EGFは発現が認められなかった．

　考案：内膜肥厚のメカニズムとしては，PDGFなど

のgrowth　factorの分泌に伴い，内弾性板の亀裂部位

より中膜平滑筋細胞が過剰に増殖し，内膜が増殖し再

狭窄が生じるものと思われる．再狭窄とPDA組織の

収縮との関連性，その他のgrowth　factor（FGF，　IGF）

の関与，あるいは薬剤による内膜肥厚の抑制などにつ

いては今後の研究課題である．

　58．大動脈弓離断術後の縮窄に対し3回のPTAを

行った1例

　　　　松山赤十字病院小児循環器科

　　　　　　　　　　　　広瀬　　修，片岡　功一

　　　　同　心臓外科

　　　　　　松井　完治，松崎　浩史，原口　菜穂

　　　　広島市民病院小児循環器科　　大月　審一

　症例は在胎35週，2，290gで出生した女児，生後3日

より多呼吸と哺乳不良があり，生後4日当院へ紹介さ

れ入院した．心エコー検査で大動脈弓離断（Celoria　A）

と肺動脈弁下部の大きなVSDとPDAを認めたが，

ASや大動脈弓低形成は認めなかった．　PGE1を開始

し，生後5日，Blalock－Park，肺動脈絞拒（PAB），

動脈管結紮を行った．術直後はBlalock－Park吻合部
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で10mmHgの圧差を認めた．術後3日目に抜管し，術

後3週頃には上下肢の収縮期血圧差は30mmHg前後

となり，体重は1，840gまで減少し，強心剤と多量の利

尿剤を使用しても肝腫大，多呼吸，哺乳不良，体重増

加不良が続いた．さらに1カ月後には血圧差が40

mmHgとなった．生後3カ月の心エコー検査CWで

の圧差は縮窄部で55mmHg，　PABで100mmHg，　VSD

では40mmHgと算出された．生後104口（体重2，350g）

の心カテ，アンギオを行った．PABでの圧差は70

mmHgと良好であるが，左右短絡は77％であった．体

重が軽いので，右心カテでPTAをしようと，卵円孔を

経て，左室，大動脈弓へ挿入したがガイドワイヤは縮

窄部を通過せず，造影では縮窄部径はlmmと計測され

た．4Fシースを大腿動脈に挿入し，カテーテルは容易

に縮窄部を通過し，冠動脈拡張用φ4rnmのバルーン

で拡大した．拡大前後の圧差は48から23mmHgになっ

たが，バルーン拡張時のwaistの消失は初回も2回目，

3回目も見られなかった．多呼吸改善し，肝も少し縮

小し，肝が堅いのが明らかに軟となったが，利尿剤の

量は変わらなかった．また上下肢の血圧差は10～20

mmHg前後で体重増加がゆっくりではあるがみられ

るようになった．更にPTA　1カ月半後には圧差は

20～30，3カ月後・生後7カ月には30～40mmHgとな

り，生後9カ月，4，020gで退院した．1歳1カ月，体

重4，580g，4Fシースを用い，前回と同様の4inm径の

バルーンでPTAを行い，圧差は40から27mmHgと

なった．この後は体重増加はあまり見られなかった．

そこで生後1歳7カ月，3回目のPTAを行った．これ

は4Fシースで使用可能なバルーン径4，5，6rnmの

Tyshakのカテーテルを使用し，圧差は64から21

mmHgになった．呼吸が楽になり，発汗が減り体重増

加がみられた．2歳1カ月，2回目の手術前のカテ，

PTA前後の縮窄部径の計測と圧差
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アンギオでは縮窄部圧差は43mmHgとなっており，2

歳3カ月；体重7，260gでPAB解除，　VSD閉鎖，縮窄

部を長さで13mm切除し，端々吻合した．術後の経過

は良好である．臨床的にも1回目と3回目のPTAが

有効であり，施行約1カ月後には再狭窄が出現してき

たが，前回よりも大きいサイズのバルーンを使用する

ことにより狭窄が軽減され，体重増加を得，安全に大

動脈弓再再建と開心術をすることができた．また，3

回とも4Fシースを用いて，大腿動脈よりアプローチし

たが，閉塞などの合併症はなかった．

　59．新生児期に発症した腹部大動脈縮窄症への反復

経皮的バルーン大動脈形成術

　　　　九州厚生年金病院小児科

　　　　　　　　　　　　城尾　邦隆，大野　拓郎

　　　　　　　　　　　　井上　和彦，高橋　保彦

　症例：A．M．は在胎40週・2，740gで出生した女児で，

妊娠分娩に異常はなかった．多呼吸とチアノーゼのた

め4生日に当院NICUへ入院した．上半身に，上下差

（112／56mmHg，83／52mmHg）をともなう高血圧をみ

とめたが，心エコー検査で大動脈縮窄症は否定された．

10生日の心血管造影法で腹部大動脈　腎動脈分岐部付

近に高度狭窄を認め，腹部大動脈縮窄症と診断した．

患児の風疹抗体価は，HI×8，　EIA　IgM＜0．8と陰性．

染色体検査で，46，XXと正常女性型．7q11．23欠失も

なかった（東京女子医大心研・松岡氏）．

日本小児循環器学会雑誌　第ll巻　第5号

　カブトリル内服治療では，血圧は安定せず心不全が

進行した．そして，心エコー検査で左室後壁は10mmと

肥厚し駆出率は43％に低下したため，経皮的バルーン

大動脈形成術（PTA）を試みた．

　初回：生後3カ月，体重4．7kg．全身麻酔下に右上腕

動脈をcutdownし，4．5F　Sheathを挿入．　guide　wire

Ol4inch．　balloon　cathはSUB－44mm（Medi－tech．

10ATM）ひきつづき6mm（8ATM）を使用した．狭

窄部はO．7→3．4rnmに拡大して，著しい臨床効果を見

た．しかし，5カ月後に再発し追加治療を行った．

　2回目：生後8カ月，体重5．Okg．全麻，右上腕動脈

再びcutdown法．　cath／SUB－4（6mm）．狭窄部はO．7

→2．4mmとなった．

　3回目：生後12カ月，体重6．1kg．静脈麻酔，左上腕

動脈穿刺法．5F　sheath，　SUB－4（6mm）．狭窄部は1．5

→3．6mmと拡大した．

　以上の処置で合併症はみとめなかった．現在，心不

全や高血圧はなく，やや小柄なもののほぼ正常に発達

している．

　考案：乳児の大動脈縮窄症のPTAでは，高率な再

発と股動脈閉塞が問題となる．腹部大動脈縮窄は非典

型的で同一の議論はできないが，リスクはより高いと

考え，上腕動脈からのアプローチを選択して良い結果

を得た．将来，局所のパッチ拡大術または胸部　腹部

大動脈バイパス術などの外科治療が必要と思われる

上段：生後3カ月，初回治療前の上腹部大動脈造影正面・側面

下段：生後ユ2カ月，3回目のPTA治療の前・Balloon拡大（SUB－4／径6mm）・後
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が，PTAをくりかえし成長を待つことの意義は大き

い．

　原因としては，腹腔動脈や腎動脈などの分岐異常を

ともなうことから胎児早期の炎症を考えているが，先

天風疹は否定された．さらにTurner症候群やWil・

liams症候群も否定された．今後の病理組織学的検討

が待たれる．

　60．腹部大動脈縮窄症術後の再狭窄に対しstentを

用いた血管拡張術が有効であった1例

　　　　東京女子医大循環器小児科

　　　　　　生井　良幸，中西　敏雄，富松　宏文

　　　　　　中澤　　誠，門間　和夫

　　　　北海道大学医学部小児科

　　　　　　小田川康久，間　　峡介，清水　　隆

　症例は12歳の男児．妊娠，分娩歴に特別異常なく，

成長発達も問題なかった．8歳時，急性糸球体腎炎で

近医に3週間入院．加療治療後も高血圧持続し上下肢

血圧差を認めたため，1991年9月，心臓カテーテル検

査を施行し，腹部大動脈縮窄症と診断された．腹部大

動脈は上腸間膜動脈分岐部から第4腰椎部まで最大3

mmの狭窄を認め，両側腎動脈も分岐部直後に狭窄を

認めた．1991年12月，Gortexを使用した縮窄部の血管

形成術および大伏在静脈を使用した腎動脈形成術を施

行したが，腎動脈に血栓を認めたため，3日後bypass

手術を施行した．その後左腎機能低下，右腎機能も低

下したため，1992年2月，左腸骨窩に右腎自己移植，

1993年1月，左腎摘出術施行したが高血圧持続するた

め，心臓カテーテル検査施行したところ術後再狭窄を

認め，当院紹介され入院した．

　入院時現症：身長145cm，体重51kg，心音，呼吸音

に異常認めず．上肢の血圧は，146／60mmHg，下肢の

血圧は100／mmHgだった．膀左下部に収縮期雑音

Levine　1～2度聴取された．

　入院時検査所見は，胸部X線写真，心電図に特に以

上認めなかった．心断層エコー図では左室SFO．47，

左室後壁厚11mm，　LV　concentric　hypertrophy，　CoA

pattern　in　abdominal　aortaを認めた．

　血液生化学検査所見では特に異常認めなかった．移

植腎の腎機能は，CCr，レノグラム等の腎機能検査で正

常所見だった．

　心臓カテーテル検査所見では，上行大動脈圧，下行

大動脈圧は160／75（110）mmHg，第3腰椎レベルで，

78／60（70）mmHgと75mmHgの圧較差を認めた．血管

造影所見上，最狭窄部径は3．3mmだった．
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　血管拡張術は，逆行性にガイドワイヤーを左室まで

留置し，10mmのMansfield社のOwens　balloonカ

テーテルで血管拡張術を2回施行したが，waistは完

全に消失せず，径20mmの腸骨動脈用のPalmaz　stent

を，Medi・tech社のBlueMax　10mmのバルーンカ

テーテルを用い留置した．血管拡張術後の圧データー

は，上行大動脈で135／55（90）mmHg，下行大動脈で

115／55（78）mmHg，圧較差は20mmHgに改善した．ま

た，形態的にステント内に狭窄を残したが最狭窄部径

は3．3mmから7．2mmに拡大した．ステント留置後，

上肢の血圧は120～140mmHg，下肢の血圧は収縮期

100～1151nmHgと改善した．8カ月後のフォロー時の

血圧は，上肢は128／64mmHg，下肢は110mmHg／一と

圧較差の増加は見られず経過は良好である．

　結語：1）腹部大動脈縮窄症術後の再狭窄に対しス

テントを用いた血管拡張術が有効であった．2）ステン

ト留置8カ月後も圧較差の増加は見られず経過良好で

ある．

　61．川崎病冠状動脈狭窄病変に対するPTCAおよ

びPTCRAの試み：血管内エコー法による血管病変

の評価

　　　　久留米大学医学部小児科

　　　　　　　　　　　　杉村　　徹，赤木　禎治

　　　　　　　　　　　　井上　　治，加藤　裕久

　　　　小倉記念病院循環器科

　　　　　　木村　　剛，横井　宏佳，延吉　正清

　背景：川崎病において，冠状動脈病変が最も重要な

問題となっている．特に急性期巨大冠状動脈瘤を認め

た例では，狭窄病変へ進展する例があり，重症な冠状

動脈狭窄に対しては大動脈冠状動脈バイパス術

（CABG）が行われている．しかし，小児においては，

低年齢児ほど遠隔期開存率が低く，手術に代る手段と

して，intervention治療への期待も大きい．

　目的：我々は，重症な冠状動脈狭窄をもつ川崎病3

例に対し，PTCAまたはローテーショナルアブレー

ション（以下PTCRAと略す）を施行し，また血管内

エコー法により冠状動脈壁の評価を行った．

　対象と方法：対象は右冠状動脈に有意狭窄病変をも

つ川崎病男児3例である．全例とも左冠状動脈には狭

窄病変は認めていない．年齢は13歳2例，12歳1例で

ある．狭窄病変が強く，PTCAバルーンカテーテルが，

狭窄部を通過できない例では，まずPTCRAを施行

後，狭窄部を拡大したのち，IVUSにて血管壁を評価

し，PTCAの追加の有無を決定した．　PTCRA用力
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テーテル先端には，紡錘形の金属がついており，人工

ダイヤモンドが約1，000個ついている．これが1分間に

18万から20万回転し狭窄部を拡大する．

　結果：Case　1：13歳男児では，右冠状動脈に限局し

た90％の狭窄があり，術前の血管内エコーにて，石灰

化は限局性であり，径4mm，18atmでPTCAを施行し

た．施行後狭窄部は25％以下に改善された．4カ月後

のフォローアップ造影では，再狭窄はないが，PTCA

施全部位に新たな動脈瘤を認めた．Case　2：13歳男児

では，右冠状動脈に限局した75％以上の狭窄があり，

石灰化も強いためPTCRAを施行した．径1．5mmと

2．Ommでアブレーションを行った．術後の血管内エ

コーでは全周性に強い石灰化を認めた．4カ月後の

フォローアップ造影でも，再狭窄は認めない．Case　3：

12歳男児では，右冠状動脈に限局した90％狭窄を認め

た．まず，径2．Ommと2．25mmでPTCRAを施行し，

その後の血管内エコーで石灰化は限局性であり，バ

ルーンによる拡大可能と判断し，PTCAを追加施行し

た．径3．Omm，さらに3．5mmのバルーンで拡大し，狭

窄は25％以下にまで改善した．

　総括：重症な冠状動脈狭窄病変をもつ川崎病3例に

おいて，PTCA，　PTCRAを施行し，有効な改善が認

められた．また，インターベンション施行前に血管内

エコーにて血管壁の性状を評価することは，治療法の

選択のために有用であると考えられる．さらに，合併

症について1・分な検討が必要であり，適応も含め今後

の課題である．

　62．胸部大動脈狭窄に対して経皮的バルーン形成術

を施行したリウマチ熱の1例一遠隔期の血管内エコー

所見を中心に一

　　　　筑波大学小児科

　　　　　　堀米　仁志，佐藤　秀郎，宮本　朋幸

　　　　　　青木　　健，佐藤　克巳，山田　　牧

　　　　　　滝田　　齊

　症例：症例は9歳の女児．左心不全による慢性咳轍，

労作性呼吸困難とリウマチ熱に特徴的な右上下肢の小

舞踏病を主訴に入院した．しかし，経過中，発熱，皮

疹，関節痛などはなく，ASKの上昇（最高640倍）は

認められたものの咽頭培養で溶連菌は検出されず，さ

らに心血管造影では大動脈弓主要分枝の多発性狭窄と

胸部大動脈狭窄が認められたため，大動脈炎症候群と

の異同が問題となる非定型的な症例であった．治療は

プレドニゾロン，ジギタリス，血管拡張剤，ペニシリ

ンGで開始したが，次第に左室機能は低下し，入院後

U本小児循環器学会雑誌　第ll巻　第5号

3カ月には左室拡張末期容積指数147m1／m2，左室駆出

率16％まで低下したため，左室の後負荷軽減を目的と

して，胸部大動脈狭窄に対する経皮的バルーン形成術

を施行した．

　経皮的バルーン形成術：胸部大動脈狭窄部は同心円

状で内径4mm，収縮期圧較差は451nmHgであった．形

成術は全身麻酔下に12mm径のHopkingtonバルー

ンカテーテルを用いて4気圧，30秒間の拡張を3回

行った．合併症はなく，術直後に圧較差は完全に消失

したが，血管造影で大きな内膜フラップと明らかな動

脈壁解離の所見が認められた．

　術後経過：左室機能は次第に回復し，2年後には左

室拡張末期容積指数114m］／m2，駆出率47％となった．

また，同時に施行した血管内エコーでは，内膜フラッ

プと内膜解離の残存が確認されたが，再狭窄はなく，

中膜構造も全周性に保たれ（図），壁構造の再構築が進

んでいるものと推定された．これらの所見は血管造影

では全く判読不能であった．

　まとめ：1．多発性動脈狭窄と高度の左室機能低下

を合併し，大動脈炎症候群との異同が問題となる非定

型的なリウマチ熱の9歳女児例に対し，経皮的大動脈

」㌦　＝
　dissect輌on

ン ノ
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形成術を施行した結果，良好な拡張効果が得られ，左

室機能の改善が認められた．後負荷軽減が左室機能の

改善に有効であったと考えられるが，心筋生検が施行

できなかったため，心筋自体の病理学的変化を含め，

詳細な心機能改善の機序は確定できなかった．2．血管

内エコー法はバルーン拡張術の効果判定や動脈壁再構

築の観察に有用であると考えられた．

　63．大動脈弓再建術後の再狭窄症例におけるバルー

ン血管形成術前後の血管内エコー所見

　　　　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

　目的：大動脈弓再建術後の再狭窄に対する経皮的バ

ルーン血管形成術（PTA）施行時における血管内エ

コー（IVUS）の有用性について検討した．

　対象：大動脈離断複合2例，大動脈縮窄複合1例の

計3例であり，大動脈弓再建術後平均13年（11年～17

年）を経過している．

　方法：PTA前後にIVUSを行い，血管径，血管内腔

の観察を行った．カテーテルはボストンサイエンティ

フィック社製4．8F，6．2F，12．5MHz，20MHZのIVUS

用カテーテルを用い，YHP社製M2400Aにより画像

を得た．通常の心臓カテーテル検査にひきつづき，大

腿動脈に留置したシースからIVUS用カテーテルを

挿入し狭窄部を越えて上行大動脈まで進め，レントゲ

ン透視でカテ位置を確認しながら狭窄部，下行大動脈

と順次血管壁および血管内径を観察した．

　結果：狭窄部から離れた健常部では，内膜様の層が

薄く均一に認められ，その外側に強いエコー輝度を示

す層が観察された．しかし，成人の冠動脈で報告され

ているような3層構造は明らかではなかった．狭窄部

に近づくと内膜様の層は次第に厚くなり，最狭窄部付

近では健常部と異なり，内膜の増殖を疑わせる不均一

に肥厚した層が認められ，その外側に強いエコー輝度

を有する層が認められた．最狭窄部の径を血管造影と

IVUSとから計測し比較すると，　IVUSから計測した

径が造影からの径に対して平均125％（120～130％）大

きく描出されていた．

　PTA後にも同様にして観察すると，有効な拡張が

得られた2例では術前に観察された肥厚した内膜様の

層の一部が断裂し，flapとなりゆれているのが観察さ

れた．しかし，有効な拡張が得られなかった例ではこ

のようなflapは観察されなかった．
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　考案：IVUSは大動脈の再狭窄に対するPTAを行

う上で血管壁の性状，flapの有無などを観察すること

によりPTAの有効性や追加拡張の必要1生およびその

安全性を確認する上で有用な情報が得られると思われ

た．大動脈の再狭窄に対するPTAは血管壁の組織が

断裂し，亀裂や解離が生じることにより有効な拡張が

得られると考えられた．しかし，血管径の計測にっい

ては，血管とカテーテルとの角度の問題で正しく最狭

窄部径が計測できないことが考えられるためバルーン

径の選択には注意が必要と思れた．

　結語：IVUSはPTAを行う上で有用な情報をもた

らすと思われた．しかし，血管径の計測には慎重でな

ければならないと思われた．

　64．Balloon　angioplastyにおける血管内エコー所

見

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　秋元かつみ，井埜　利博，大久保又一

　　　　　　西本　　啓，藪田敬次郎

　目的：Balloon　angioplasty（BA）の拡張機序を明

らかにするためにIVUSを用いてBA前後の狭窄部

の血管内腔を観察した．

　対象および方法：生後1カ月から19歳の17例，反復

施行例もあり，のべ21例．疾患の内訳は大動脈縮窄症

5例（native　2例，術後3例および再狭窄がそれぞれ

1例，2例），末梢性肺動脈狭窄症（PPS）5例，鎖骨

下動脈3例，腎動脈2例，BTshunt　2例およびPDA

1例の延べ21例である．IVUS所見は明らかな壁の変

化はないが径の拡張を認める例をstretch，内膜内に留

まる亀裂をtear：a，中膜にいたる亀裂をtear：bおよ

びflap，　dissectionの5群に分類した．これらの症例に

ついてBAのアンギオでの拡張率＝｛（BA後径一BA

前径）／BA前径｝と定め，これが50％以上の成功例とそ

れ以下の不成功例の2群に分けそれぞれについて検討

した．

　結果：成功例は16例（76％）．BA後のIVUS所見は

stretch　7例（BTshunt，腎動脈，　PPSがそれぞれ2例

ずつ）tear：a2例（PPS　1例，　CoA　1例），　tear：b

1例（CoA），　flap　4例（鎖骨下動脈1例，　CoA　3例）

およびdissection　2例（PDA　1例，　PPS　1例）であっ

た（表1）．不成功例ではstretch　3例（鎖骨下動脈2

例，PPS　1例）およびtear：a2例（CoA　2例）であっ

た．

　まとめ：BAによる狭窄病変の拡張機序はIVUSに

よる今回の検討で内膜および中膜のtearないしflap
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　　　　　　　　　　表　1

SuccessjUl　case■－16／21（76％ノ

7

stretch　　tear：a　　　tear；b　　　flap　　　d’ssection
（33％）　　　　（10％）　　　 （5％）　　　　 （19％）　　　（10％）

■■C・A

睡墾PPS

㎜皿BT・hunt

口sub・・avianA

醗麹・e・alA

〆PD・
図　1

であることが証明された．2）拡張率が50％以上の成功

例で約半数にtearおよびflapを認め，2例にdissec－

tionを認めた．3）有効例でtear以上の内膜の変化を

示した症例9例中5例はCoAであった．4）BA不成

功例は，狭窄部が2mm以下の鎖骨下動脈やPPSに多

く，stretchを認めるのみであったがCoAでは不成功

例でもtear形成を認める例があった．

　追加発言

　新しい動脈管開存閉鎖術の開発

　　　　自治医科大学小児科　　　　　白石裕比湖

　はじめに：Rashkind動脈管開存カテーテル閉鎖術

の問題点を改善すべく，ニッケルーチタン合金による形

状記憶合金を用いた動脈管開存閉鎖術を開発した．

　方法：1．コイル　動脈管開存閉鎖コイルはニッケ

ルーチタン合金製で，17℃未満で形状が変更でき，17℃

以上で記憶した形状に復元する性質を持つ．コイルに

記憶させた形状は，両端が10mm，中央が3mmのダン

ベル型で両端に1mmのリングを持つ（図1）．

　2．コイル留置システム　コイル留置には，先端孔と

先端から19cmに側孔のある5フレンチのカテーテル

とガイドワイヤーを用いる．進展させたコイルをカ

テーテルに巻き付け，両端のリングで固定させ，コイ

ル留置システムとした．

　3．動脈管開存モデル　10頭の雑種成犬を麻酔下に

開腹し，腹部大動脈を絞拒し，この狭窄を動脈管開存

モデルとした．

　4．コイル留置　7Fシースを大腿動脈に留置し，コ

イル留置システムを動脈開存モデルまで進めた．コイ

ル中央を狭窄に一致させ，ガイドワイヤーを引き抜く

と，コイルは動脈管開存モデルに留置された．動脈管

開存モデルの開存・閉鎖は血管造影により確認した．

　結果：コイルは10頭全例で留置可能であった．動脈

管開存モデルは，7頭において完全閉鎖していた．他

の3頭では留置後の血管造影で残存短絡が認められ

た．完全閉鎖した動脈管開存モデルの最小内径は，残

存短絡を認めたモデルの最小内径より小さかった．留

置されたコイルが移動することはなかった．

　考察：技術的にこのコイルは7Fのシースを用いて

動脈管に留置可能である．しかし，太さ7Fのシースは

新生児にとって十分な細さとは言えず，さらに研究の

積み重ねが必要である．

　コイル留置後に完全閉鎖した動脈管開存モデルでは

内腔の最小径が小さかった．そこで，太い動脈管開存

モデルでの閉鎖率を高めるため，コイルにダクロン毛

を巻き付け血栓形成を促進させるなど改善の余地があ

る．

　本法により，内径の小さな動脈管開存の経カテーテ

ル的閉鎖の可能性がある．
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