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方法：症例はエプスタイン奇形，肺動脈狭窄にて，

4歳時に右室を導管としたmodified
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行された13歳の女児．術後8年目の平成6年8月頃よ
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り心房粗動を認め，ジソピラミドを内服したが，QT延

長によるTdPを認め中止した．以後も心房粗動のた
め頻回に入院，カウンターショックによる治療が必要
であった．なお，心房細動の既往は認めない．今回心

⇔
Ablation

房粗動に対してカテーテルアブレーションを行う目的
III，

aVFで陰性のF波を認めた．

llne

CL＝283ms

II，

図

で入院となった．心房粗動時の心電図は，HR115，

H．7．9．12．，心

房粗動に対するカテーテルアブレーションを行った．

図は上大静脈，下大静脈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．心房
粗動は，puncture中に自然発生し，

susteinした．心房

ロール12mg内服中である．

考察：common

typeの心房粗動に対するアブレー

ションは，本症例に行った通り，reentry回路の最狭部

粗動中の右房内伝導パターンを冠状静脈洞を起点に

位である，三尖弁から下大静脈の間をlinearに焼却す

マッピングした．心房粗動は，common

るのが一般とされている．しかし，一旦成功しても，

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

心房粗動が再発したり，新しく上室性頻拍，特に心房

るmacro−reentryであり，右房自由壁でのsequence

細動が出現することが，報告されるようになった．本

はanteriorからposteriorに向かっていた．

症例のように，生後から存在する右房負荷による，右

lengthは2831nsであった．

cycle

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10回

房拡大はrisk

factorとされている．今後は，薬剤治療

に抵抗すれば，再アブレーション，右房負荷を軽減す

の高周波カテーテルアブレーションを行った．6回は

るような，導管を使った手術，Maze手術も検討しなけ

migration

ればならない．

methodとし，

linear

lesionを形成した．右

sus−

結論：心房粗動を頻回に起こす13歳の女児にカテー

tainedとなり，アブレーションを終了した．誘発され

テルアブレーションを行った．新たに心房細動が出現

た心房粗動の停止部位はすべて，右房下部からcoro−

した．右房拡大を認める症例に対する，心房粗動のア

nary

ブレーションには，問題点が残されている．

房高位刺激にて，心房粗動は誘発されるも，non

sinus

ostium間であった．アブレーション2週間

後に，心房細動を認め，カウンターショックを要し，

プロプラノロールの内服を開始した．現在プロプラノ

2．小児WPW症候群に対する高周波力テーテル
アブレーションの試み一特殊な手技・カテーテルは必
要か一
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身長は149〜164cm，体重は46〜65kgであった．また胸

東京労災病院循環器内科

杉

薫

部レントゲンによるCTRは46〜50％，心エコーによ
る左室拡張期計は35〜52mm，収縮期計は23〜38mm
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佐地

勉

であった．

山口

徹

背景：高周波カテーテルアブレーション（CA）はそ

方法：カテーテルは通常の成人に対して用いる7F

の根治「生が望めることから，現在房室回帰性頻拍や発

deflectable

作性心房細動を合併する成人WPW症候群症例に対

発生装置は周波数500kHzのセントラル工業社製NL−

しては，治療の第一選択となりつつある．小児WPW
症候群に対してもCA治療が試みられているが，通常

511を使用した．Diazepam

の焼灼用カテーテルは成人使用を前提としており，小

部位同定を行った．副伝導路のマッピングは最短の

児に対してはサイズの異なるカテーテルが市販される

A−VまたはV・A間隔を示し，さらに可能な症例では

など，工夫がなされている．

Kent電位記録部位を探し，同部位で出力15〜25W，

目的：頻脈性不整脈を合併する，小児WPW症候群
症例に対してCAを行い，本法の有効性と安全性を検

20〜30秒間の設定条件で通電を行った．CA後血液生

化学的検査を行いWBCおよびCK上昇の有無を，さ

討する．

らに心エコーで心のう液貯留の有無を確認した．

対象：対象は12〜15歳の顕性WPW症候群5例で

large

tipタイプのものを使用した．高周波

2mgの内服後，心臓電気

生理学的検査を行い，合併不整脈の診断，副伝導路の

結果：全例とも一回のセッションで副伝導路の焼灼

男性1名，女性4名．全例とも房室回帰性頻拍の合併

に成功した．総通電エネルギーはそれぞれ，2，450，

を認めた．内訳はA型2例，B型2例，

C型1例で，

2，940，400，830，3，745Jであった．いずれも術中術後

副伝導路の部位はそれぞれ，左室側壁，左室前側壁，

の血行動態は安定しており，CK上昇や，心のう液の貯

右室側壁，右室後側壁，右室後中隔であった．B型の

留も認められなかった．

1例はEbstein

s

anomalyの合併を認めた．対象例の

総括：小児WPW症候群症例に対しても慎重な操
作により，特殊なカテーテルや手技を用いることなく，

MA．12歳Female

成人用カテーテルで安全にCAが施行し得る．従って，

本法は頻脈性不整脈を合併するWPW症候群症例に
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対しては，小児例においても積極的に考慮すべき治療

of

法である．
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3．左室起源の特発性心室頻拍に対する高周波力
テーテルアブレーション
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器質的心疾患を伴わない特発性心室頻拍（IVT）の

ms

うち，左室に起源を有する3症例に対して5セッショ
ンの高周波カテーテルアブレーション（RFCA）を施行
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至適通電部位における心内心電図

症例1−1

症例2−2

症例3
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4．異なる機序の頻拍性不整脈合併例のカテーテル

した．

症例1：16歳男子．10歳時から頻〔拍発作があり，中

アブレーション

学1年の心電図検診時に頻拍発作に気付かれ当科に緊

近畿大学心臓小児科

急入院した．電気生理学的検査で，左室起源のIVTと

中村
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診断された．発作はverapamilで停止可能であったが

重症の症状を示す頻拍症例は，異なる機序の頻拍を

度々みられるために，16歳時RFCAを施行した．30
W60秒計4回の通電（Radionics社RFG−5）を行い心

対しカテーテル治療を施行した4症例について報告し

室頻拍（VT）は誘発されなくなったが，21カ月後に再

た．まず最初に複数房室副伝導路のWPW症候群の2

発し18歳時に再RFCAを施行した．70℃30秒計10回の

症例について述べる．

通電（Osypka社HAT200S）でVTは誘発されなく

重ね持っていることがある．異なる機序の頻拍発作に

症例1は9歳男児で，薬剤内服中にもかかわらず頻

拍発作が出現し，発作停止にATPの投与が必要で

なった．

症例2：12歳男児．11歳時に胸痛を主訴に香川県立

あった症例である．心室最早期興奮部位と頻拍の最早

中央病院を受診してIVTと診断された．verapamilや

期心房興奮部位は右側の後側壁部位に存在した．右側

その他の抗不整脈剤に抵抗し，直流除細動を必要とす

房室副伝導路をアブレーションした後に，左側の潜在

る発作が度々みられるため，12歳時RFCAのため当科

性房室副伝導路を回路とする頻拍が誘発され，冠静脈

へ紹介された．80℃30秒計2回の通電を行った．RFCA

洞にカテーテルを挿入し，正確に部位を確定した後に

後は，isoproterenolを負荷してもVTは誘発されな

左室側壁房室副伝導路もアブレーションした．房室副

かったが，12口後に再発し頻回に発作を繰り返すため，

伝導路を室房伝導とする頻拍時の心臓内電位で，右側

緊急で再RFCAを施行した．80℃30秒計8回の通電で

房室副伝導路ではマッピング部位中では右房中部がは

VTは誘発されなくなった．再RFCAから14日後に電
気生理学的検査を行いVTが誘発されないことを再

期部位は変化している．右側後側壁と左側側壁の房室

確認した．

副伝導路をアブレーションした．

やく，左側房室副伝導路では，ヒス部位部に心房最早

症例3：6歳女児．5歳時に元気がないために近医

症例2は17歳男子で，運動時に頻拍を起こす症例で

を受診して頻拍に気付かれ，VTと診断され，直流除細

ある．アブレーション施行前は，右室ペーシング時お

動を受けた．頻拍発作はverapamil感受性であったが

よび発作性頻拍時にも左室側壁部位が最早期心房興奮

繰り返すため，6歳時にRFCAのため当科へ紹介され

部位であったが，同部位をアブレーション後に，最早

た．頻拍の起源と考えられる部位の近傍では，局所の

期心房興奮部位は後中隔部に移行した．2セッション

心室電位に先行するsharp

spikeが認められ，同部位

での刺激波形も自然発作時のQRS波形と非常によく
似ていた．このsharp

spikeはPurkinje丘ber

network

目に同部位をアブレーション後，室房伝導は完全に消
失した．

次に心房粗動と他の上室性頻拍を合併した2症例を

から発生すると考えられ，至適アブレーション部位決

示す．症例3は12歳男子で，11歳の頃から頻拍発作が

定の指標となると報告されているが，本症例ではこの

あったが，自然消失していた．12歳時に頻拍発作後

部位ではVTの除去は不可能であった．70℃30秒計10
回の通電を行いVTは誘発されなくなった．

ショック状態になった．電気生理学的検査で，房室結
節回帰性頻拍と心房粗動が誘発された．電気生理学的

考案：右脚ブロック左軸偏位型のIVTは，左室心内

検査では，期外刺激間隔が270〜210msecで房室結節

膜側に頻拍起源がありverapamilに反応する例が多

性エコーを認めた．刺激間隔200〜170msecでは，心房

いが，難治例ではアブレーションの適応となる．VT中

粗動が誘発された．アブレーションにより，心房粗動

の心室最早期興奮部位やプルキンエ電位もアブレー

は誘発されなくなり，さらに房室結節回帰性頻拍も消

ション部位決定の参考になるが，臨床的にはペース

失した．症例4も失神発作症例で，失神後の心電図は

マッピングが有効であると考えられる．われわれの症

心房粗動であった．心房粗動のアブレーション後，心

例では，3例中2例が再発したが，それぞれのセッショ

房頻拍に移行したが，アブレーションの追加により心

ンでは全て誘発不能となっている．完全治癒の評価は

房頻拍も停止し，何れの頻拍の誘発も不能となった．

困難であるが，確実な至適アブレーション部位決定法
の開発とカテーテル固定法の改善が望まれる．

考察：WPW症候群の複数房室副伝導路は5
〜 15％に認められる．心房粗動と心房頻拍や房室結節
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回帰性頻拍の合併も共通のリエントリー回路の可能性

シャント内径は2．7mmであり，

もある．十分な術後評価と時間的余裕をもって望めば，

シャント中央部でkinkし，1mmと2カ所で狭窄を認

PA吻合部で1．6mm，

小児においても異なる機序の頻拍の完全治癒が可能で

めた．5Fコブラカテーテルを右室から大動脈へあげ，

シャントまで到達させ，ガイディングワイヤーを右肺

あった．

5．左後中隔に存在した潜在性slow

Kent束に対

動脈へ留置し，バナナ形状バルーンの長さ2cm，径3
mm及び4mmを使用した．

しカテーテルアブレーションを施行した1例

kink部には400％，吻合部

には250％の拡張を行ない，nativeの血管には153％の

日本大学医学部小児科
牛ノ濱

大也，住友

直方，山下

能登

信孝，原田

研介

拡張であった．PTA直後にはkink部は1．7mm，

恒久

170％，吻合部は2．6mm，162％の拡張が得られた．

17歳女児．11歳頃から月に数回の動悸を訴えていた．

PTA後10カ月の造影では，

kink部は1．9mmと径は保

他院で上室性頻拍症と診断され，verapamil，

たれていた．吻合部は1．9mmと軽度の再狭窄を認め

procainamideなどを投与されていたが，頻拍はコン

た．上行大動脈の酸素飽和度は前で77．7％，10カ月後

トロールできず，心臓電気生理学的検査（EPS），カテー

は81．4％と軽度上昇していた．Qp／Qs，左右の肺動脈

テルアブレーション（CA）を目的に入院となった．入

径はほとんど変化なく，PA

院時理学的所見，胸部X線写真，心エコーでは異常は

た．結果的に，まだ肺血流量は少ないと考えられ，再

indexは148へ減少してい

認められなかった．12誘導心電図は正常洞調律で，デ

シャント手術を施行する予定である．体重はシャント

ルタ波は認められなかった．安静，無投薬下にEPSを

手術時10カ月で5．6kg，

施行した．高位右房連続刺激及び期外刺激法では早期

不良であったが，PTA後は徐々に改善し，24カ月で
7．3kgまで発育した．今回のPTAでは肺動脈発育の

興奮は認められず，容易に頻拍が誘発された．頻拍中

PTA時14カ月で5．9kgと発育

の逆伝導心房興奮順位は，冠静脈洞近位部が最早期で

改善は得られなかったが，チアノーゼの軽減，体重増

あり，左室後中隔の潜在性副伝導路を利用する順方向

加など全身状態の改善に効果があった．

房室回帰頻拍と診断した．頻拍中のAH時間は75
msec，
RP

HV時間は50msec，

VA時間は220msecとlong

tachycardiaであり，本副伝導路はslow

Kentと

結語：original

B−T

shunt狭窄に対しバナナ形状バ

ルーンでPTAを施行した．10カ月後の評価では吻合
部の軽度の再狭窄を認めたが，kink部の狭窄は解除さ

思われた．右室連続刺激，及び期外刺激法では房室結

れており，酸素飽和度も上昇していた．PA

節を逆伝導し，頻拍は誘発されなかった．高周波CAに

少したが，再手術時期を遅らせることができた．直角

より，副伝導路の離断に成功した．slow

Kentに対す

6．B・Tシャント吻合部狭窄に対するバナナ形状

shunt狭窄に対するバルーン
velocityの測定

京都府立医科大学小児疾患研究施設内科部門

新潟大学小児科
B・T

7．Blalock・Taussig

拡大術の客観的評価法としてのflow

バルーンの使用

original

の曲がりのある形態は，インフレーション時にすべら
ず，分岐部での固定に有効であった．

る高周波CAの報告は比較的稀なので，報告する．

竹内

indexは減

菊博，佐藤

誠一，内山

聖

shunt狭窄に対しバナナ形状バルーン

を用いてPTAを施行した．

症例は1歳2カ月のDown症候群の女児．在胎37週
1，970gで出生し，生後4日めに心雑音，蹄泣時のチア
ノーゼを指摘され，心エコーでTOF，

CAVC（Rastelli

城戸佐知子，浜岡

建城，小澤

誠一郎

山元

康敏，寺町

紳二，中川

由美

周藤

文明，神谷

康隆，糸井

利幸

尾内

善四郎

最近，Blalock−Taussig

shunt（以下，

BT

shunt）

内の狭窄に対して，経皮的バルーン拡張術が行われる

C），PDAと診断された．9カ月時に，L臓カテーテル検

ようになり，その有効性も認められてきている．現在

査を施行し，Qp／Qs

その評価に関しては，造影上の狭窄部径の拡大および

O．68，

lt

original

B−T

120であり，10カ
rt

臨床症状，動脈血酸素飽和度などを指標にしており，

CAVCの逆流増悪のriskを考え，

実際の血流動態を評価することは試みられていない．

月時にshunt手術を施行した．

SCAであり，また，

PAindex
aberrant

origin

of

shuntを施行された．1歳時よりチア

血管径が小さくてもよく流れているシャントも存在

ノーゼが次第に増強し，シャント狭窄が疑われたため，

し，径の拡大と実際の血流量改善とは必ずしも相関し

1歳2カ月時（術後3カ月）にPTA目的に入院した．

ていないことも経験される．そこでわれわれはその客
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用いたflOVVT

症例はPA，

flowguidewireを

Down症候群の1歳男児で，在胎

36週，2，906gにて出生，同診断にてPGE1使用後，3

カ月時に4mmのGolaskiを用いた左のmodi丘ed

BT

shuntを行ったが，動脈血酸素飽和度の上昇が得られ
ず，3週間後に右にも同様のmodified

BT

velocity測定

に増大した（図①）．狭窄部の直上でも，術前はAPV
29Cm／sと小さく逆流シグナルや乱流もみられたが，

velocityの測定を試みたので報告する．

VSD，

再

APV＝Z9
バルーン拡張術前後のflow

観的評価法のひとつとしてdoppler

騨

襯紗

shuntを追

術後はAPV

172cm／sとなり逆流シグナルは見られな

くなった（図②）．これらの所見は術後3カ月後にもほ

ほ保たれており，BT

shunt内でAPV

269cm／s，最狭

窄部の直．ヒで170cm／sであった．

BT

shuntのような細く形態の不規則な部分では，

加した．その後約1年の経過でチアノーゼが進行した

造影上の径の拡大だけでは血流の増大を反映している

ため，確認のために心臓カテーテル検査を行い，左BT

とは言い難く，拡張術のさいにどの時点をend

shuntの閉塞と左肺動脈内および右BT

shunt内の狭

point

とするかも含めて，効果の指標が曖昧となる．しかし

窄を確認した．そこでまず左肺動脈の狭窄に対してバ

flow

ルーン拡張術を行い，その後BT

しても効果が確認でき，またAPVなどの値で定量す

shunt内狭窄に対す

ることも可能となるため，今後バルーン拡張術のさい

る拡張術を行った．

BT

velocityの測定によって，波形から実際の血流と

shuntに対しては4mmのHopkinton

PTA用

カテーテルを用い，ウエスト消失まで手押しで約5秒
ずつ4回，拡張術を行った．拡張術前には最狭窄部に

の効果判定方法として有用であると思われた．

8．modified

Blalock−Taussig

shuntに対する経

皮的バルーン拡大術の経験

はくびれがあり，径は0．9mmであったが，術後はくび

大阪市立総合医療センター小児循環器内科，

れは消失し2．Ommまで拡張した．同時に拡張術前後で

同

0．018インチのdoppler
shunt内でflow

BT

flowguidewireを用いて，

村上

BT

velocity測定を行った．拡張術前は，

shunt内での血流はとらえにくく，average

杉本
黒田

peak

velocity（以下APV）は39crn／sと低かったが，術後は

波形がよくとらえられるようになり，APVも240cm／s

小児心臓血管外科＊

modi丘ed

BT

洋介，鈴木
久和，吉龍
修＊，宮本

嗣敏，江原
正雄＊，須原

英治
均＊

勝彦＊

shunt術後の狭窄と完全閉塞に対し経

皮的バルーン拡大術（以下，PTA）を試みた3例を経
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験したので報告した．

症例1：PA

with

VSDの4歳，女児．6カ月時に

shunt，1歳時に左BT

shunt，3歳時にcentral

人工血管径

mBT

症例

（mm）

1

4555

右BT

表

shuntはその後，閉塞．肺動脈の低形成のため根治

術の適応がない．今回，右BT

左

つO

tral

右

cen−

2

shunt（いずれも径4mm人工血管）を受けている．

shuntの中間部の狭窄

右
左

に対しPTAを行った．当初，3．75mmのPTCA用カ
狭窄部径

テーテルを用いた．しかし狭窄部を通過せず，バルー
ンを3．5mm径にかえ，カテーテル先端を細く保つため

BaUoon径

術後経過年数

3．5

3．8

中間部

1．0

中間部

（mm）

（Y）

4．0

2．3

中間部

4．0

9．6

吻合部

動脈血酸素飽和度

拡大率

PTA前

PTA後
（mm）

（倍）

0．7

2．2

3．1

PTA前

PTA後
（％）

61．7

76．9

バルーンのエアー抜きは造影剤の出し入れをせずに，

数回陰圧を加えるだけにした．それにより狭窄部を通

完全閉塞

過でき，8気圧，60〜120秒，3回拡張し狭窄部径は0．7

0．8

2．6

mmから2．2mmに拡大．動脈血酸素飽和度も61．7から

1．8

3．0

狭窄部

有効
無効

65．7
3．3

75．2

効果

有効

80．9

1．7

76．9％に改善した．

症例2：僧帽弁閉鎖，肺動脈閉鎖の5歳，男児．生
後20日に右BT shunt，4歳時に左BT shuntを受けて

BT

shuntの場合，

shuntと鎖骨下動脈が急角度を作る

ため，バルーンカテーテルの挿入が困難なことが問題

shuntの中間部の狭窄に対しPTAを行

となる．今回使用した内胸動脈用ガイディングカテー

う予定であったがshuntは完全閉塞していた．ウロキ

テルはshuntの入り口に先端部をshuntの方向に向け

ナーゼ6万単位をshunt内に3回注入し，

固定できるため，バルーンカテーテル挿入が容易とな

いる．左BT

shuntの再

開通を得た．さらに6万単位を追加し，ガイドワイヤ

を肺動脈内に留置できたが，PTCA用カテーテルを
shunt内に進めることができず，

PTAを断念した．

り有用であった．

9．狭窄病変バルーン拡張時guidewire留置にお
けるTracker

shunt，9歳時に右BT

18

catheterの使用

東京大学医学部附属病院小児科，＊国立小児病

症例3：ファロー四徴の11歳，女児．1歳時に左BT

院循環器科

shunt（いずれも径5mm人工血

管）を受けている．脳性麻痺，精神発達遅滞があり家

磯田

貴義，星山

雅樹，渋谷

和彦

族が根治術に積極的でない．右BT

賀藤

均，菱

俊雄，柳澤

正義

2カ所，左BT

shuntは中間部に

shuntは肺動脈との吻合部に狭窄が

あった．鎖骨下動脈とBT

本間

石澤

shuntは鋭角をなし，カテー

テルの挿入は困難と予想されたため，内胸動脈用ガイ

伸一・郎＊，香取

高度狭窄のためguidewireの留置が困難な症例に
対してTracker

テルをBT

置を試みた例について呈示する．

動脈内まで先進．4mm径のPTCA用カテーテルを挿

信一＊

瞭＊

ディングカテーテルを使用した．ガイディングカテー

shunt入り口に固定し，ガイドワイヤを肺

竜生＊，於保

18

catheterを用いてguidewireの留

症例：症例1．TOF（1．7m，3．5kg）：通常のカテー

入した．カテーテルのshunt内への挿入および狭窄部

テルは肺動脈弁を通過せず，右室流出路に留置した4

の通過は容易であった．8〜10気圧，30秒〜60秒，3

Fr．右Judkins

回ずつ拡張し，狭窄部径は右が0．8mmと1．9mmがい

を挿入，guidewire操作で末梢肺動脈に進め，0．018

ずれも2．6mm，左が1．8mmが3．Omrnに拡大．動脈血

exchange

酸素飽和度も75．2から80．9％に改善した．

aly，

PA，

TOF，

PDA，

考按：BT

shuntに対するPTAは近年報告例が増

catheterを介しTracker

18

guidewireを留置．症例2．Ebstein

catheter
s

anom−

PPS，右BTS後（4m，3．9kg）．症例3．

PPS，右BTS後（6m，7．lkg）：BTSを

象となる狭窄部位も多くは吻合部狭窄である．今回報

通して留置した右Judkins catheterにTracker l8
catheterを挿入，左肺動脈末梢にguidewireの留置を

告した3例は，いずれもmodified

行った．症例4．PA，

加している．しかし．origina1

BT

shunt例が多く，対

BT

shuntの中間部

VSD，

stenotic

MAPCA（3y，

に狭窄をもっていた（表）．PTAを実施できた2例で

13．3kg）：MAPCAから末梢肺動脈へのguidewire挿

は最狭窄部径を3倍以上に拡大でき，この部の血栓性

入に際してTracker

狭窄にはPTAが有効と思われた．しかし，

例も拡張用バルーンカテーテルの挿入は容易であっ

modified
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群は平均22．3％（20〜27％），線維面積率は，BPV群

た．

考察：コイル塞栓用に開発され小血管へのアクセス

は平均12．0％（8〜19％），非BPV群は平均11．3％（6

catheterを用いると，狭窄部の

〜 14％）で，両群間に差は認められなかった．心筋の

通過が容易となり至適部位へguidewireが誘導でき

空胞化は両群ともに全例に認められた．また，BPV群

る場合がある．使用可能な最大guidewire径が0．Ol8

の3例で，心筋層内に局所的な線維化を認めた．

が容易なTracker

18

と制限はあるが，新生児乳児症例での高度狭窄病変や

この3例は，局所的な線維化を認めなかった2例と，

複雑な形態を示す病変に対するアプローチ法に有用な

用いたバルーンの大きさ，BPVの効果は同等であっ

カテーテルである．

た．

10．バルーン肺動脈弁形成術のファロー四徴症右室
漏斗部心筋に対する影響

考案：今回の検討では，心内膜層厚，心筋層の線維
面積率，間質面積率，心筋の変性所見においては，BPV

群と非BPV群で差はなく，BPVはこれらに影響を及

山形大学医学部小児科

佐藤

哲，中里

小松

陽樹，早坂

満，鈴木

浩

ぼさないと考えられた．しかし，BPV群の3例で心筋
層内に局所的な著明な線維化が認められ，BPVによる

清

亀裂の修復像と考えられた．BPVによる亀裂が，

山形大学第2外科
折田

博之，深沢

学

ファロー四徴症右室漏斗部心筋に対するバルーン肺
動脈弁形成術（以下BPV）の影響を病理学的に検討し

らかでなく，今後の検討が必要である．

11．小児先天性心疾患の外科治療におけるカテーテ
ル治療の役割一ファロー四徴の経過について一

た．

対象および方法：対象は，ファロー四徴症9例で，

富山医科薬科大学小児科
橋本

郁夫，浜道

裕二，津幡

眞一

宮崎あゆみ，市田

蕗子，宮脇

利男

BPV施行群（BPV群）5例，未施行群（非BPV群）
4例で，根治術時に切除した漏斗部中隔心筋を用い，
心内膜厚，point

BPV

の効果，安全性に影響しているか，今回の検討では明

counting法を用いて計測した心筋層

同

第1外科

ヒ山克史，深原一晃，村上新

の間質面積率，線維面積率を比較し，さらに心筋細胞
の変性所見，その他の局所異常所見の有無を検索した．

埼玉医科大学小児科

小池

一行

根治術時年齢は，BPV群は平均1歳4カ月（1歳1カ
月〜1歳7カ月），非BPV群は1歳7カ月（1歳1カ
月〜3歳1カ月），根治術前の動脈血酸素飽和度は

インターベンションが極めて有効であった1例を経験

BPV群は平均84％（79〜89％），非BPV群は平均81％

現病歴：患児は生F時よりcyanosisを認め，日齢1

重症型ファロー四徴の根治術に臨んで，カテーテル
した．

（69〜91％）で，年齢，動脈血酸素飽和度ともに差はな

に当科NICUに紹介入院となった．入院時心エコーに

かった．

て，ファロー四徴，重症肺動脈狭窄，動脈管開存と診

BPVは，日齢6から3カ月に行い，用いたバルーン
の大きさは，肺動脈弁輪径の平均110％（87〜130％），

漏斗部拡張期径の平均154％（110〜225％）であった．

BPV後，動脈血酸素飽和度は平均81％（69〜90％）か

断し，Lipo

PGE1の投与を開始された．

その後チアノーゼと多血の進行を認めたため，生後
4カ月時に右original

その後Lipo

BT

shunt術が施行された．

PGE1中止にて，一時退院し外来観察さ

ら89％（82〜98％）に上昇したが，漏斗部径に変化は

れていたが，生後6カ月頃より多呼吸，チアノーゼの

みられなかった．5例中3例で，チアノーゼの増強や

進行を認めたため，血管造影を施行し，BT

肺動脈の発育不良のためにBPV後1週間から6カ月

窄と診断し，左modi丘ed

後に体肺動脈短絡術が必要となった．

BT

shuntの狭

shunt術が施行された．

その後，大きなエピソードなく順調に経過し，今回，

結果：心内膜層の厚さは，最小厚はBPV群は平均

4歳7カ月にて心内修復を施行した．

302μm（33〜658μm），非BPV群は平均78μm（33〜131

術前に行った心臓カテーテル検査では，下行大動脈

μm），最大厚はBPV群は平均1，013μm（543〜1，480
μm），非BPV群は平均1，225μm（345〜2，138μm）で，

から右肺上葉および中葉に向かう直径3mmの
MAPCAを1本確認し，このMAPCAを処理した後

両群間に差はなく，著明に肥厚していた．心筋層の間

に，心内修復と左肺動脈再建を含めた右室流出路形成

質面積率は，BPV群は平均19．8％（ll〜26％），非BPV

を行った．

Presented by Medical*Online

579−（91）

平成8年8月1日
MAPCAのコイル塞栓術は，

cook社製の長さ3cm，

直径3mmのコインを合計3本使用し，閉鎖を行い，

出路の構築（10mm人工血管）と左右PAのUF（馬心
膜ロール）を施行．術後，呼吸不全と心不全が残存し，

MAPCAの血流を遮断した．その後心内修復を行っ

5カ月に左肺より喀血したため心臓カテーテル検査を

行い，LPAがユmmまで狭小化し複数の体肺側副動脈

た．

離断した左肺動脈と主肺動脈の間は，手術時十分な

の発達を確認．3本の体肺側副動脈にコイル塞栓術を

パッチ拡大を行ったが，術後パッチが血管内腔に折れ，

行った．狭窄したLPAに対し，上大静脈よりアプロー

内腔の狭窄を起こし，左肺動脈の分岐部狭窄と考えら

チを行い，まず4mm PTCAバルーンカテーテルより
順次拡大して，最終的に8Fロングシースとウルトラシ

れた．経皮的血管形成術の適応と判断し，心カテを行っ

たところ，左肺動脈と主肺動脈の圧較差は引き抜き圧

ン10mmを用いて2cm，2．5mmのステント留置を行っ

で26mmHgであった．造影上，最狭部は，約3．3mmで

た．

あった．3〜4倍径である12mm径のバルーン
（Ultrathin）を用い，造影上8．1mrnまで拡大した．し

結果：症例の体が小さいため，ステントを移送中に
ステントがバルーンカテーテルの中心部より移動し，

かし，その後再び，左肺動脈分岐部狭窄の進行を認め，

目的部位より近位部にステントが留置された，しかし

心エコー上右室圧の上昇，肺血流シンチでの，血流不

狭窄部は10mmまで拡大され，その直後より喀血は消

均衡の増大を認めた．パッチによる血管内腔への折れ

失し，人工呼吸器より離脱した．2カ月後より低酸素

こみが原因と考えられ，経皮的血管形成術だけでは，

発作を起こすようになり，MPAにステントにより新

1次的な効果のみで十分な左肺血流の改善は不可能と

たに形成された狭窄を発見した．

考案及び結語：バルーンカテーテルでは拡張困難な

判断され，1年後にstent留置を行った．
stentはJohnson＆Johnson，

Palmaz

stent最大径

症例に対し，ステント留置術は有効な手段であり，特

20mmのものを使用し，18mmのバルーンを使用し拡

に高度の狭窄では小径バルーンによるステント留置前

大を行った．stent留置前は左肺動脈分岐部は3mmで，

の拡大が有効であった．しかし体が小さい症例には，

右室圧58／2，（10），と右室圧の上昇を認め，右室

動脈圧較差は40mmHgであったが，

肺

ステントの移送法に工夫改善の必要と考えられた．ま

stent留置後は，右

た同症例のように，ほとんど人工補填物により形成さ

室圧46／4，（10），右室一肺動脈圧較差は消失していた．

肺血流シンチにても，stent留置後は，経皮的血管形

成術単独施行時より血流不均衡が著明に改善してい

れた血管では，余分となった血管壁が新たな狭窄を形
成する危険性が考えられ，検討を必要とすると考えら
れた．

13．再発性肺静脈狭窄に対するステント植え込み術

た．

12．Unifocalization術後の肺動脈狭窄に対するス

長野県立こども病院循環器科，心臓血管外科＊

テント留置術の経験

安河内
竹内

埼玉医科大学心臓病センター
小林

俊樹，小池

小林

順，朝野

尾本

一行，新井

克己

晴彦，許

俊鋭

聰，里見

元義，原田

順和＊

敬昌㌔坂本

貴彦㌔太田

敬三＊

総肺静脈還流異常術後の肺静脈狭窄（PVO）に対す
る外科再手術やバルーン拡大術は狭窄の再発率が高く

予後の改善に結びつかないことが多い．特に肺静脈狭

良三

目的：肺動脈閉鎖，心室中隔欠損（PA，

VSD）症例

のunifocalization術（UF）後肺動脈狭窄にステント留

窄に対するバルーン拡大術は狭窄血管のrecoilのた
め一時的な効果はあっても中期・長期的な効果は無い

置術を行い，UFした肺動脈の閉塞を防止し得たため

とする報告が多い．今回我々は，共通肺静脈一心房間

報告する．

吻合部狭窄によるショックを反復した下心臓型総肺静

症例及び方法：PA，

VSD，右肺動脈（RPA）は右側

脈還流異常術後の10カ月の無脾症候群女児に対して，

動脈管より起始し左肺動脈（LPA）との交通は無く，

人工心肺下外科的にPVO解除後Palmaz−Shatz腸骨

左肺への血流は主にLPAとは交差血流を有さない主

用ステントを植え込み中期的には肺静脈狭窄のrecoil

体肺側副動脈（MAPCA）より供給されていた．新生

を回避できた症例を経験したので報告する．

児期にRPAに対しmode丘BT

shunt（MBTS）を，

症例：生後3週，無脾症候群，心内膜床欠損，両大

生後8カ月にLPAとMAPCAに対してUFと

血管右室起始，肺動脈狭窄，総肺静脈還流異常（Darling

MBTSが行われた．1歳1カ月にVSDを残し右室流

III），共通房室弁逆流の診断下，総肺静脈還流異常修
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図1 A：ステント挿入前右下肺静脈造影：2カ所（矢印部）に狭窄を認める．B：ス
テント挿入後10カ月時：ステント内径は変化していないが内膜増殖のため18
mmHgの圧較差を生じた． C：バルーンカテーテルによるステント内狭窄拡大術．
D：バルーン拡大術後右下肺静脈造影：ステント内腔の拡大術が認められる．

㌔
復＋肺動脈絞拒術＋共通房室弁輪縫縮術を施行．術後

が，8カ月頃より喘鳴発作が見られるようになり術後

共通肺静脈一一心房間吻合部の狭窄が進行したため，術

10カ月時に施行した心カテーテル検査では両側上肺静

後2カ月，4カ月，6カ月，および8カ月時にBlalock−

脈はステント部で閉塞しており，残る右下肺静脈は心

Park

房と圧較差が18mmHgの狭窄を生じていた．血管内エ

Blade

catheterによる狭窄部切開に加えバルー

ンカテーテルを用いてPTAを施行した．狭窄部径は

コーの観察では狭窄の原因はステントのrecoilでは

約1．6mmで同部での圧較差は1回目21mmHgから7

なくステント内に増殖した内膜によるものであった．

mmHg，2回目17minHgから10mlnHg，3回目27

この狭窄に対してUltrathin

8mm×2cmのバルーン

mmHgから7mmHg，4回目28mmHgから16mmHg

カテーテルを用いてPTA施行し右下肺静脈一心房間

と次第にPTAの効果が見られなくなり，さらに共通

圧較差は4mmllgまで下降した．

肺静脈の垂直静脈部にも狭窄を伴うようになった．こ

結語：再発性肺静脈吻合部狭窄に対するステント植

のため，両親の強い希望により院内倫理委員会の承認

え込み術は中期的には開存し再狭窄を回避できたが長

を得た後，10カ月時人工心肺下外科的狭窄部解除術施

期的には内膜増殖によりステント内狭窄または閉塞を

行と同時に，すでに閉鎖していた左下肺静脈を除く3

生じる危険が高く根本的な予後の改善には結びつかな

本の肺静脈にPalmaz−Shatz腸骨用ステント（P308：

いと考えられた．しかし，recoilによる狭窄ではないた

3．4mln×30mm

それぞれNew

1本，

Blue

P

188：3．4mm×18mm

2本）を

Max（8mm×4cm，10mm×4cm）

のバルーンカテーテルに装着して直視下に挿入・拡大

め今後内膜増殖を予防できる術後管理方法が開発され
れば有効となる可能性もある．

14．Modified

Blalock−Taussing

対する新生児期のPalmaz−Schatz

した．

心房側に飛び出した部分は挿入後切除し整形した．

久留米大学小児科

術後は血栓形成予防のためwarfarinとAspirinを併

赤木

用しトロンボテストで15〜25％でコントロールした．

杉村

ステント挿入後6カ月までは特に問題なく経過した

shunt術後狭窄に

stent留置術

禎治，橋野かの子，主計
徹，山川

留美，加藤

武代
裕久

新生児期の体肺短絡術では，対象とする肺動脈や大
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た．

症例：7歳11カ月男児．生後5カ月，TOFe，

PAe，

RAAの診断で他院でWaterston術を施行された．4
歳時に当院へ紹介され，心臓カテーテル検査で
PAPVR（rt

upper

PV

to

SVC）とmild

PHも判明

したため，Rastelli手術，及びPAPVRをSVC内にト
ンネルを作って心房中隔を経由して左房へ接合する手
術を行った．術後，上大静脈下部での狭窄が出現し，

合計4回の経皮的バルーン拡張術を施行したが，何れ
図

も効果は一過性で，拡張術後数カ月で狭窄が再増悪し
た．顔面浮腫，腹壁表在静脈の怒張が増強し，ドプラー

エコーで狭窄部の流速が2．3m／secとなり，今回ステ
動脈の径や形態により，期待どおりの血流が供給され

ント留置による拡張術を施行した．

ないことがある．特に術後早期の狭窄では，再度の短

方法：事前に家族に十分に説明し，承諾を得て行っ

絡術を必要とすることが多く，新たな肺動脈の狭窄や

た．右大腿静脈から6Fシースを留置し，ヘパリンを10

閉塞の原因となる．このような症例に対し我々は，バ

u／kg静注，5F

angioballoonカテーテルで圧測定およ

ルーンを用いて拡張を試みてきたが，満足すべき結果

び造影を施行後，5FNIH型先孔カテーテルを使って

は得られなかった．今回stentの留置で，狭窄を解除す

ガイドワイヤーを狭窄部の上部まで留置し，シースを

ることに成功したので報告する．症例は34生日女児．

12Fロングシースに入れ換えた．次に12mm径Blue

Left

Maxバルーンに装着したPALMAZ

balloon−

め17生日に左鎖骨下動脈と左肺動脈との間に5mmの

expandable

＆

modi丘ed

Interventional

isomerism

heartであり，重度のチアノーゼのた

Blalock−Taussing

shuntを施行した．術後に

STENT

P308（Johnson

Systems

Johnson

Co．）を狭窄部まで進め，ロン

再度チアノーゼが増強したため，34生日にカテーテル

グシースのみを右房下部まで抜き，17気圧で2回拡張

を施行した．造影によってshuntの動脈側に強度の狭

してステントを留置した．5F

窄があり，短絡血流が減少していた（図左）．この部を

造影後，15mm径Owens

バルーンで拡大した後，Palmaz・Schatz

気圧で更に2回拡張した．術後はheparinを10u／kg／

stentを挿入

angioballoonで圧測定，

Softバルーンを使って，3．5

し，4mmのPTCAバルーンで拡張させた（図中）．術

hrの速度で点滴静注した．また経口でaspirin

後，動脈血酸素飽和度は68％から85％へと上昇した．

kg／dayとdipyridamole

造影上もBT

shuntを介して，良好な血流が確認され

5mg／

5mg／kg／dayを開始した．

結果：上大静脈径は正面像で2．8mmから9．7mm，

た（図右）．本法の長期予後は不明であるが，新生児期

側面像で3．3mmから10．Ommに拡大し，圧較差は，術

における再度の短絡術を回避できる可能性があり，新

前18mmHgから術後OmmHgになった．上大静脈造影

たな方法として期待される．

で術前に見られた副側血行路への流れは，術後殆ど見

15．術後の上大静脈狭窄に対する，ステントを用い

られなくなった．術後7カ月の心臓カテーテル検査で，

ステントで拡張した部位の再狭窄は見られず，圧較差

た経皮的狭窄解除術の小児例
和歌山県立医大小児科∋，海南市民病院小児

も無かった．血栓様の陰影も認められなかった．現在

科2），紀南綜合病院小児科3），東京女子医大附

は抗凝固剤としてaspirin

ているが，顔面浮腫や表在静脈の怒張も消失した状態

属心臓血圧研究所小児科4）
平山

健二1）上村

笠松

美恵2）武内

中西

敏雄4）

茂1）鈴木

崇3）小池

5mg／kg／dayのみを投与し

啓之

）

通夫1）

が持続している．

結語：部分肺静脈還流異常の術後に生じた，上大静

脈症候群を呈する上大静脈狭窄の7歳11カ月男児に対

上大静脈の狭窄は，バルーンによる拡張術を行って

して，PALMAZ

STENTを留置し，狭窄部を約3mm

も，再狭窄で難渋する事が多い．今回部分肺静脈還流

から10mmに拡張した．術後7カ月の心臓カテーテル

異常の術後に見られた，上大静脈症候群を呈する上大

検査で再狭窄は見られていない．

静脈狭窄に対してステントを留置し，良好な結果を得

16．ステント留置術が著効した術後末梢性肺動脈狭
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ルーンでは十分拡大できなかった狭窄部位がステント

窄症の2例
埼玉医科大学心臓病センター小児心臓科

を留置することで十分拡大できました．いずれの症例

新井

克己，小林

俊樹，中野

裕史

も重篤な合併症はみられずステント留置術ができまし

櫨山

明美，小林

順，高策

映子

たが一度留置すると経カテーテル的にはステントの回

小池

一行

収は不可能であるため適応の決定や留置位置の決定に

ファロー四徴症などの右室流出路拡大術の後に末梢

は十分な検討が必要であり，正確なステントの留置に

性肺動脈狭窄症をきたすことが稀にあり，遠隔予後を

は手技の習熟が必要と思われました．しかし，術後狭

左右する重要な因子の一つです．この肺動脈狭窄部位

窄をきたした症例にはステント留置術は非常に有用と

は術後の癩痕組織のため強固なことが多く，バルーン

考えられました．

による経カテーテル拡大術では十分に拡大することが
できず，一時的に拡大しても再狭窄をきたすことがあ
ります．また，外科的治療は狭窄部の癒着等のため容

17．新生児，乳児への血管内留置ステントの経験
The

現

Hospital

For

Sick

Children，

Canada，＊

榊原記念病院小児科
畠井

易ではありません．我々は術後末梢性肺動脈狭窄症の

芳穂＊，LN

Benson

1歳以下の乳児に対する血管内留置ステントを報告

2症例に対しステント留置術を施行しました．

症例1は9歳男児，体重は24．6kg．「ファロー四徴

する．症例は狭窄性病変を有する先天性心疾患26例（平

症」と診断され，2歳半で根治手術施行．6歳時の心

均年齢4．7カ月）で，経皮的あるいは手術的に合計37個

臓カテーテル検査にて「左末梢性肺動脈狭窄症」がみ

のPalmazのステントを留置した．31個は至適な位置

られました．7歳時バルーン拡大術を施行，狭窄はや

に留置できた．PDA依存性心疾患の3例は，

や改善するも残存しました．

存目的に冠動脈用ステントを用いた．人工導管狭窄に

症例2も9歳男児，体重は28kg．「右胸心，両大血管

PDA開

ステントを用いた5例（計6個のステント）は，右室

右室起始症，肺動脈弁狭窄症」と診断され，1歳時cen−

体動脈圧比が平均0．99から0．52へ低下した．末梢肺動

tral

脈狭窄の10例は，狭窄部位の径が2．8mmから5．8mm

shuntおよび右BT

shuntを施行，5歳時根治手

術を行いました．9歳時の心臓カテーテル検査にて「右

（p＜0．0001）に拡大した．禰漫性に低形成な肺動脈狭

末梢性肺動脈狭窄症」がみられたため，バルーン拡大

窄の症例は臨床症状の改善がなかった．静脈系狭窄ま

術を施行するも改善は得られませんでした．

たは体一肺動脈短絡狭窄の10例のうち9例に臨床症状

以上の2症例にJohnson＆Johnson社製のPAL
MAZ

STENT

3．4mm×30mmのものを用い留置術

の改善がみられた．19例に対してステント留置平均8
カ月後に心カテーテル検査を行い，11例（17個）にス
テントの再拡大術を行った．新生児，乳児への血管内

を施行した．

留置ステントはsalvageとして有効であるが，その長

結果

期的効果については検討を要する．
留

症例1

置

前

狭窄部位 9mm
右室圧
36mmHg
圧差
18mmHg
肺血流シンチ

症例2

留

置

狭窄部位

右室圧
圧差

後

15rnm

31mmHg
13mmHg

R：L＝100：86．5

狭窄部位 5mm
右室圧
48mmHg
圧差
20mmHg

狭窄部位
右室圧

R：L＝42．3：100

岡山大学医学部小児科

肺血流シンチ

R：L＝100：40

肺血流シンチ

18．コイルによる動脈管塞栓術一合併症・遺残短絡
を残さないために一

圧差

12mm
48mmHg

OmmHg

肺血流シンチ

鎌田

政博，大月

審一，荒木

石原

陽子，清野

佳紀

はじめに：Jackson

detachable

徹

coil（JDC）を使用

した動脈管コイル塞栓術施行上の注意点・合併症を中
心に報告する．

対象・方法：対象は動脈管開存症の14例で，最小年

R：L＝512：100

齢11カ月，最小体重8．4kg，動脈管の最狭部径3mm未
満，肺体血流比1．0〜1．8である．これらに対し，4例

結語

で大動脈側，9例で肺動脈側，1例で2個のコイルを

術後遠隔成績を左右する重要因子の一つである術後

使用し，肺動脈側・大動脈側からアプローチ，JDCに

末梢性肺動脈狭窄症をきたした2男児例に対してバ

よる塞栓を行った．
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技術上の問題（例えば肺動脈狭窄をきたした4例中3
1

i

iiiiilii

例が初期例）の他，PDAの形態（動脈管体部径〉コイ
ル径），JDC固有の問題（ネジ式の着脱法）が重要と考
えられた．合併症・遺残短絡を残さないためには，こ

d

れらの問題点に留置して，コイルの巻数が動脈管内に
有効に収まるように努める必要がある．

19．新しいPDAデタッチャブルコイルを用いた経
皮的動脈管塞栓術

b＞d

b〈d

）国立函館病院小児科，2＞東京女子医大心研小

児科
肺動脈側からの塞栓

問

図

大動脈側からの塞栓

衣川

峡介1）佐々木
佳数

）中西

康1｝

敏雄2）

小さな動脈管（PDA）に対するコイル塞栓術は手術
コイルの塞栓法：肺動脈からの塞栓の場合，動脈管

に変わる安全で侵襲の少ない治療法として普及しつっ

内に残したい巻数だけ（多くは4巻）が，自然に巻く

ある．当初用いられたGianturco

ようにコイル先端にマンドリルを入れない部分を残し

なく巻数も少ないため，コイルの脱落や肺動脈内への

Coilは，離脱機構が

た．そして，大動脈側の動脈管径がコイル直径に比し

突出がみられた．そこで，Gianturco

Coilに離脱機構

て大きい場合には，下行大動脈内で4巻分出したもの

をつけたJackson

を動脈管内に引き込むように，同値がコイル直径に比

巻数を増やし，離脱機構のネジ部分の長さを短く改良

して小さい場合には，動脈管内にカテーテル先端を引

した，PDAデタッチャブルコイルが作られた．

き戻した後コイルを押し出した．この方法を採用して

Detachable

Embolization

Coi1の

当科では，95年6月より，7例にPDAデタッチャブ

後，通常の紡錘型PDAの平均透視時間は15分余と著

ルコイルを用いて経皮的動脈管塞栓術を行った．症例

明に短縮した．また，大動脈側からは，原則として肺

は，3〜15歳，体重は14〜50kg，女児が5例，男児は

動脈側からのアプローチが困難な場合にアプローチし

2例であった．PDA形態はKrichenkoらの分類のA
型が5例，D型が2例であった．動脈管最小径は

た．

結果：14例中13例で動脈管は完全に閉鎖，1例にの
み雑音を伴わないわずかな短絡が残存した．動脈管は

1例以外塞栓術当日に閉鎖した．また，リトリーバを

0．4〜2．7rnm，左右短絡率は30％以下であった．全例，
大動脈側から留置した．

A型の3例はガイディングカテーテルをPDAから

使用してコイルを回収，塞栓を反復した1例以外の透

肺動脈へすすめ，肺動脈内に1／2巻のコイルを留置し，

視時間は平均34分であった．JDCによる塞栓術の問題

残りは大動脈膨大部内に留置した．A型の1例は4Fの

点・合併症：1）左肺動脈狭窄：3例で認めたが，いず

カテーテルもPDAを通過しなかったが，ガイドワイ

れも圧較差は6mmHg以下であった．うち2例は初期

ヤーはスムーズに通過したので，直線状に伸ばしたコ

例で，肺動脈側に残存したコイルの巻数は，3例とも

イルを肺動脈に進めて留置することができた．残るA

に2．5巻以上であった．2）三尖弁へのコイル脱落：1

例で経験した．これはコイルが肺動脈内で3巻し，再

型の1例は2．7mと太かったので，2本のコイルを同
時に留置した．D型の2例は大動脈膨大部が浅く広い

塞栓を期してコイルを抜去する際，コイルが三尖弁の

形だったので，コイルが大動脈内に突出しないよう短

腱索に絡まり，引き抜く際にコイルが回転し脱落した．

く切断して，浅い大動脈膨大部内に留置した．7例と

スネアで抜去し，再塞栓を行った．3）再塞栓：5例で

も，肺動脈内には1／2〜1巻のコイルとし，残りのコイ

塞栓術をやり直したが，いずれも血管内への過剰なコ

ルをPDAから大動脈膨大部内に留置する，というあ

イルの突出が原因であった．4）透視時間：50分以上要

らかじめ予定した位置に留置することができた．

した4例中3例は，コイルの血管内突出に基づく再施

2例にカラードップラーエコーでごくわずかの残存
短絡が認められたが，左肺動脈に乱流や狭窄をきたし

行例であった．

考察：JDCによる動脈管塞栓術の問題点の多くは，
血管内への過剰なコイル突出に起因していた．これは

た症例はなかった．7例ともコイル留置に伴う合併症
はなく，安全に行える治療法だと考えられる．
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20．Helical

CTおよび2DEによる非侵襲的な動脈

管の形態診断と計測値の比較
放射線科＊，

玉川

茂登，富田
光春＊，横沢

稀代
英，千葉

study一

順天堂大学医学部小児科，＊（株）高研

市立釧路総合病院小児科＊＊

布施

第4号

21．コラーゲンを用いた動脈管開存閉鎖用コイルの
開発一preliminary

札幌医科大学医学部小児科，同

第12巻

峻三

雅彦，井埜

利博，西本

啓

秋元かつみ，大久保又一，高橋
藪田敬次郎，伊藤

正人＊＊

博＊，田中

健
晶子＊

embolizationのためには，

動脈管開存症（PDA）や主要側副血行路（MAPCA）

その形態と形状を正確に診断し，適切な方法を選択す

には従来外科的手術が行われてきたが，最近では本邦

はじめに：動脈管のcoil

る必要があり，Angiography前にその形態と形状を診

および欧米ともカテーテルを用いた閉鎖術（catheter−

断できれば，治療戦略上，非常に有利である．著者ら

intervention）が普及し，その治療法の第一選択として

は2DEとHelical

用いられる様になった．これらの非開胸的カテーテル

CTを施行し，動脈管の形態と形状

の診断が可能かどうかを検討した．

閉鎖術におけるコイル塞栓術には，金属コイルが用い

対象：13例の小児（女児9例，男児4例）．年齢は1
カ月から11歳，平均3．3歳．診断はPDA
PDA

2例，

MAPCA

ASDpo

PDA

1例，

VSD

8例，

PDA

VSDpo

1例，

PDA

1例．

経験的に予後良好とされているが，まだ解明されてい
ない．そこでこの問題の解決法として，atelocollagen

方法：Helical
Plus−Sを使用し，

Sagittal

られている．しかし，体内にしかも動脈内に長期間留
置された金属コイルの生体に及ぼす影響については，

CTはSiemence社製Somatom
slice

thickness

lmmで施行．

planeとPDAが最も描出しやすいOblique

を素材とするコイルの開発を試みた．atelocollagenは

移植した組織内のエラスターゼにより分解され自己組

織化し，異物として存在しなくなるため長期間経過後

planeで画像構築した．2DEはAcuson社製128XPを

の影響は無視できる．研究計画のうち今回はprelimi−

使用し，最も動脈管が描出しやすい断面で評価した．

nary

動脈管の形状は，Krichenkoらに準じた．動脈管の計

た．製法は，1）atelocol］agen酸性溶液に造影剤（イオ

studyとして，コラーゲンコイル作製を報告し

測は，最小径と最大径とそれぞれの中点を結ぶ長径を

パミロン）を混合し，コラーゲン濃度5％の溶液を調

計測した．形態と形状はAortographyの側面像と比較

整する．2）コラーゲン溶液を硫酸ナトリウム飽和水溶

した．統計学的検討は形態の比較はFisherの直接確立

液中にノズルより押し出し，紡糸する．3）得られたコ

計算法で，形状の比較は回帰分析で行なった．

ラーゲン糸を直径3，5および8mmの金属芯に巻き付

結果：動脈管の形態はA−type

C・type

1例であったが，

6例，

Helical

E−type

6例，

CTでは11例が一致

け，コイルの形状とする．4）アンモニアガスにより中
和し，水洗いする．5）10％ホルマリン溶液（0．1Molリ

したが，2DEでは6例しか一致しなかった（p＝0．05）．

ン酸緩衝液）により分子間架橋を導入する．6）水洗い

動脈管の形状は，最小径は，2DE：r二．90，

後70％エタノール中に漬け，滅菌する．7）滅菌後，造

H−CT（Saggital）：r＝．41，

ns，

H・CT（Oblique）：

r−．68，p＜．01．最大径は，2DE：r＝．06，
（Saggital）：

r＝．82，

p〈．002，

ns，

ns，

H−CT

H−CT（Oblique）：

r＝．95，p＜．0001．長径は，2DE：r＝．04，
（Saggital）：r＝．39，

p＜．0001，

ns，

H−CT

H・CT（Oblique）：r＝．70，

影剤中に漬ける．

atelocollagenを用いてX線不透性のコイルが作製
可能であった．コラーゲンコイルは金属コイルと同等

のX線不透性を示したが，今回の問題点として次の4
つが考えられた．1）硬度およびスプリング強度である

が，これはコラーゲン濃度調節を繰り返しながら金属

P〈．01．

結語：1．H−CTは2DEに比較し，動脈管の形態を

コイルに近付けたいと考えた．2）金属コイルにみられ

より描出することができる．2．2DEにおける動脈管

る血栓形成用のダクロン糸をコラーゲンコイルに付着

の最小径値はAngiographyのそれとよい相関を示し

させる事は極めて困難であるが，コラーゲン自体が血

た．3．H−CTとくにOblique

planeにおける動脈管の

小板凝集能を元進させることから，留置に成功すれぼ

計測値は，最小径，最大径，長径ともAngiographyの

血栓形成は充分可能と考えられた．3）脱着システムの

それとよい相関を示した．4．H−CTによる動脈管の形

検討は操作性の面からも重要であり，現在考案中であ

態診断，計測値は，動脈管のcoil
の治療戦略に有用である．

embolizationのため

る．4）血液中に留置されたコイルのX線不透過度の
持続性については，動物実験により解明したい．
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22．動脈管開存に対するretrievable

coilを用いた

経肺動脈的コイル塞栓術

賀藤
渋谷

鎖不全を合併しており，ユ週間後に弁置換術を行った

時に，肺動脈側からPDAを覗いた．この時，

東京大学小児科

（97）

PDA開

口部は縦に長い楕円形で，上隅にリークがあった．そ

均，磯田

貴義，星山

和彦，菱

俊雄，柳沢

雅樹
正義

れ以外は血栓で覆われていた．成人のPDAはwin−
dow型が多いとされ，コイル塞栓術には小児に比し慎

背景：比較的小さな動脈管開存（PDA）に対し，コ

重に行う必要を感じた．径8mrnのコイルを使用した2

イル塞栓術が試みられている．特に，コイルが

例でリークが起こった．径8mmを使用する場合は複数

retrievableなJackson

detachable

coi1が口本で入手

のコイル使用を考慮するか，コイルの形状を変える必

可能となって以来好んで用いられるようになった．し

要があると考えた．即ち，単一径輪でなく，いわゆる

かし，PDA用に開発されたものは，直径5，8mmだけ

砂時計様（つつみ型）に改善した方がbetterと思われ

で，その他の径は血管塞栓用に開発されたもので，ネ

る．

ジ部分がPDA用に比し長くなっている．これらのこ
とから，Jackson

detachable

coilをPDA塞栓に用い

23．Jackson

る場合の手技改善を目的として今回検討を行った．

Embolization

Coilを用

倉敷中央病院心臓病センター小児科

方法：コイル塞栓術は肺動脈経由で行うこととし
た．その場合，guiding

Detachable

いた動脈管開存症に対するコイル塞栓術
脇

catheterからコイルが送り出

される時，コイルはcatheterに対して直角になるの

央郎，丸子

清，田中

鎖用Jackson

きに無駄なトルクがかからないようにguiding

Delivery

Detachable

俊成

陸男

目的：動脈管開存症（以下PDA）に対し，

で，コイル部分がスムーズにPDAに入り，放出すると
cath−

研自，小西

馬場

Embolization

PDA閉

Coil（Coilと

wireがscrew式で離脱できる）を用いてコ

eterを主肺動脈に沿ってS字状になるように形成し
た．使用コイル直径はPDA最小径の2倍とした．径5，

イル塞栓術を施行し，有効かつ従来の方法に比べてよ

8mm以外のコイルを用いる時は，肺動脈内に突出しな
いことを目的にネジ部分を短く切断した．コイル装着

対象：対象は3例（表）で，いずれも最小径が
0．9〜2．lmmと短絡量の少ないPDAに対して行っ

時，肺動脈側に1．5から2巻を残すようにした．大動脈

た．1例（症例3）は心房中隔欠損を合併していたが，

造影でPDA完全閉塞を確認してからコイルを離脱さ

外科手術に際して術前にPDAをコイルにより閉塞さ
せておくことが有利（右開胸アプローチが可能，人工

せた．

症例及び結果：表に示す．全例肺動脈経由で可能で
あった．guiding

catheterの加工はそれほど効果はな

かったように思われた．また，ネジを切断しても安全

り安全と思われたので報告した．

心肺の際PVからのback

flowがみられない）と考え，

対象に含めた．

方法：coilはいずれもcook社製のPDA閉鎖用

性に問題はなかった．加えて，これらの症例は肺動脈

Jackson

造影，心エコーで肺動脈血流に異常はなく，この事か

プ）を使用した．今回はすべて大動脈側よりアプロー

ら，血管閉塞用コイルも安全に使用できると考えられ，

チを行った．大腿動脈に5Fr．のsheathを留置し，下行

種々のサイズのJackson

detachable

Detachable

Ernbolization

Coil（5mm，5ルー

coilが使用可能

大動脈造影側面像よりPDAの形態の確認および径の

となると思われる．溶血をおこした患者は大動脈弁閉

計測を行い，4Fr．または5Fr．の冠動脈造影用カテーテ

ルを動脈側より挿入．PDAを通過させ，先端が肺動脈
側に位置したところでdelivery
症例

年齢

体重

Qp／Qs

L79

KK．

1，11◆

M

10．0

A．W．

6．⑪9．

F

18．5

12．04

2．4

5（5）

1．25

fUnnel

L4

3（5）

123

funnel

1．9

4（5）

症例

年齢

48．0

L48

window

34

8（5）

×

M

lLO 106

tubular

L3

3（5）

○

F

57．0

funnel

3．5

8（5）

対

体重

PDA径

18kg
45kg
19kg

0．9mm
2．1mm
2．4mm

（〉

F

ユ．36

表

○

5y

女

l7y

女

5y

女

溶血

×

Y．M．

1．10，

funnel

3

K．M．

6500

倦）
（mm）

ず肺動脈側で2ループcoilingさせてカテーテル全体

○

T．S．

（mm）

結果 合併症

象
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type

shunt率

Qp／Qs

10％

1．1

19％

1．2

49％

1．9

AAA

9．8

systemを挿入し，ま

使用コイル

性

F

型症状

PDA

最小径

2

1．08

H．M．

（Kg）

PDA

＃1

（Y．M．）

性別

＃ASD合併
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を大動脈側へゆっくりと引き，PDAでの抵抗を感じた

方向に対して垂直にコイルしていたが，detach時にコ

段階で大動脈側で残りをcoilingさせ，

イルが跳ね上がると共に動脈管に水平の方向に引き込

coilがPDAに

固定されたことを確認した後に離脱させた．10分後に

まれコイルのdetach部の先端が下行大動脈に出た状

下行大動脈造影を行い残存短絡の有無を確認，以後は

態で固定されたため，心エコー図で動脈管血流が消失

心エコー図にて経過を観察した．

したことを確認の後，アスピリン51ng／kg／dayの内服

結果：症例1；ampullaが2．5mmとやや細くcoil
離脱直後にはcoilのscrew部分が大動脈側に突出す

を行った．現在このコイルのdetach部もdetach時に

る形になったが，カテーテルの先端を用いてampulla

安全性が高まるものと思われる．

内へ完全に収めることができた．症例2；coil離脱の
際，delivery

wireの回転とともにcoilの位置が肺動脈

コイルする様に改良中との事であり，この改良により

25．動脈管開存に対するコイル閉塞術（COOK
1）ETACHABLE

COILの使用経験と問題点）

兵庫県立こども病院循環器科

側へ少し移動したため，大動脈側へ少し引き戻して離

脱をやり直した．症例3；離脱後，coilのscrew部分

黒江

が大動脈前壁に添うよう突出し残留したため，ループ

三戸

が引き伸ばされた形となり短絡がわずかに残存した．

動脈管開存に対しCOOK

兼司，鄭

輝男

壽，中邨

弘重

DETACHABLE

COIL

以上3例の翌日の心エコー図でPDA短絡血流は，2

による閉塞を試みた．症例は5歳7カ月女児，6カ月

例で完全消失，1例（症例3）で痕跡程度残存を認め，

健診にて心雑音を指摘され，small

3カ月後には完全消失を確認した．合併症は特に認め

PDAの診断で外来

経過観察が続けられた．今回PDAコイル閉塞術目的
にて入院，心カテ造影検査（Qp／Qs＝1．43，

られず翌日退院した．

考察：1）本方法は侵襲も少なく，従来の方法に比ベ

0．18，Rp／Rs＝0．11，

Pp／Ps＝

PDA最狭窄部径2．1mm）を行い，

コイルの逸脱の危険も少なく，PDA閉鎖に対し安全か

引き続き，PDAコイル閉塞術を肺動脈側から試みた．

つ有効な方法と思われた．2）コイル離脱の際，deliv−

コイルはCOOK社製PDA閉塞用コイルMWCE−5−

ery

PDA−5（径5mm

wireの回転によりコイルの位置がずれる可能性

5巻）を使用した．最初のリリースで

catheter

は，コイル位置が肺動脈側へずれ，コイルの肺動脈側

の先端を利用してコイルを正確にampuUa内へ留置

端が左肺動脈へ流され進展収縮を繰り返した．そこで

することが必要と思われた．

Goose

24．MRSAの菌血症後にコイル塞栓術を行った動
脈管開存症の1男児例

し，肺動脈側，大動脈側とも2．5巻とした．造影にてほ

があり注意が必要と思われた．またdelivery

Neck

Snareにて大動脈側ヘコイルを引き戻

ぼシャントの消失を認め手技を終了した．術後，心エ
コーによる観察で左肺動脈側の過剰なコイル端が疑わ

豊橋市民病院小児科
白谷

尚之，大林

幹尚，大呂陽一郎

れたが，有為な狭窄は認めなかった．リリースの際

岡本

優子，石濱

広美，小山

鈴木

賀巳，西村

DELIVERY WIREを回転させる必要があり，そのト
ルクでコイルの位置ずれが生じる可能性が考えられ

典久

豊

症例は動脈管開存症と診断され当科にて経過観察を

た．また，コイル末端（DELIVERY

WIREとのi接続

行っていた1歳5カ月の男児．1歳3カ月時にMRSA

部）はまっすぐで過剰に残るため，肺動脈からのアプ

の菌血症を来し入院，VCMの投与を行い軽快．この経

ローチでは，特にその部分の改良が望まれた．

過により動脈管開存症の閉鎖の適応と判断した．外科
的結紮術を行うか，コイル塞栓術を行うか家族との協

議の上，コイル塞栓術を行うことになった．Guiding
Catheterは5Fr．

JL3

．0を使用し，大動脈側より動脈管

26．MAPCAに対するコイル塞栓術の適応に関す
る検討一ドプラワイヤを用いて流量を推定して一
1）新潟大学小児科，2）同

を経由し肺動脈に進めた．コイルはPDA用detach−

佐藤

誠一）桑原

able

coil（MWCE−5−PDA5）を使用した．肺動脈側に

廣川

徹1〕内山

1．5巻き，動脈管に1巻き，大動脈側に2．5巻きとなり，

菅原

正明3）渡辺

術後5日目に心雑音は消失し，心エコー図上も動脈管

放射線科，3）同

第2

厚1）竹内

）

外科
聖

菊博

）木村

元政2）

弘3＞宮村

治男3）

目的：著しいチアノーゼの患児では，主要な大動脈

から肺動脈内への血流は認めず，左肺動脈の狭窄もな

肺動脈側副動脈（以下MAPCA）が存在することが多

かった．しかし，このコイルはdetachの前は動脈管の

い．いわゆる根治術後の心不全の管理を容易にするた
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（99）

めに，また術野をdryに保ちたいという外科医の要望

の先でやや太くなっている．血流速度が早くなる部位

から，MAPCAに対して術前にコイル塞栓術を施行し

としてはAoからの分岐狭窄部位と考えられる．しか

ている．そこで，ドプラワイヤを用いて血流量を推定

し造影で分岐部の直径を正確に測定できないことも考

し，塞栓術前後での動脈血酸素飽和度の変化と比較す

えられ，今回の検討では分岐後の平行な部分の直径を

ることを目的とした．

用いた．そのため血流量を過大評価してしまった可能

対象および方法：今回対象とした4例を表1に示
す．全例肺血流減少例であり乳児期にBT

shunt等が

施行されている．造影からMAPCAを確認した後，

Cardiometrics社製FLOMAP

SYSTEM

Model

性がある．ドプラワイヤ保持のためのガイディングカ

テーテルは4Fを用いているが，カテーテルを
MAPCAに挿入するか否かでドプラパターンが変化

5500

した．比較的太いMAPCAの場合には，カテーテルで

を用いて血流速度を測定した．造影正面像から直径を

は血流量は制限されず，内腔が狭くなった分だけ血流

求め面積を計算した．断面積と平均流速の積が血流量

速度が速くなった．一方比較的細いMAPCAの場合に

となる．コイル塞栓術を施行した症例では，塞栓術前

は，カテーテルで血流量が制限されて血流速度は遅く

後での動脈血酸素飽和度を比較した．

なった．

結果：結果を表1に示す．体血流量は，LaFargeら

ドプラワイヤの特徴として，利点：術前にbeating

の求めた酸素消費量を用い，Fickの原理から計算し

heartで測定可能であり，また保険適応が認められて

た．ドプラワイヤから求めた平均流速と造影から求め

いる点，欠点：太いMAPCAのみを評価してしまう危

た直径からMAPCAの血流量を計算した．体血流量と

険性や，血管径の判定が困難な場合や，ワイヤの固定

の比を％で示した．3例目は血流量が少ないと判断し，

が難しく，ガイディングカテーテルの位置により結果

コイル塞栓術は施行していない．塞栓術後の動脈血酸

にバラツキが生じる危険性，が挙げられた．今後症例

素飽和度は，前より約4．0％低下した．低酸素の進行に

を重ねて，ドプラワイヤによるMAPCAの血流量評価

より緊急手術が必要となった症例はなかった．

の妥当性を検討する．

考按：ドプラワイヤは冠血流や頭部の動脈での血流

を対象としてきた．血流量の検討は既にJosephらが
Circulationに報告している（1992）．

27．チアノーゼ性心疾患の体肺側副血行路に対する
Coil

embolizationの効果について

徳島大学小児科

X軸に電磁流量

計で求めた血流量を，Y軸にドプラワイヤで求めた血

眞鍋

哲也，中川

流量をとると，Y＝0．95X−4．37，

松岡

優，黒田

r2＝0．99と良好な相

関が示された．多くのMAPCAはAo分岐部が細くそ

may

l

of

Clinical

pro丘les

Doppler−wire

of
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Flow：MAPCA
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How、

blood

APV：averaged

shuntの有無について検討し

た．

No．

age

B．W．

1
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34

2

11

9．04

3

3

13

0．56

4

2

13
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blood刊ow
flow

Embolizationの効果，及び％CRと

PAIの関係をBT

BT

Area

Qs：systenユic

逸夫

＆central shunt

Down

It．

哲也，加藤

対象及び方法：症例

PA
BT

隆樹，北川

目的： チアノーゼ性心疾患における体肺側副血行路

に対するCoiI
Diagnosis

confluent

2y

sum−

data

Age

Case

and

一博

泰弘

徳島大学心臓血管外科
堀

Table

礼子，森

7

2

12
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1
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9

2
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症例20
Opre

375

embolization

●post

embolization

←

え

350

O症例1

●

275

あった．図2，3は各症例における％CRとPAI，

一一

60

65

70

75

80

85

の関係であるが，黒丸はBT

％

り，BT

図2

●

1

shuntは閉塞傾向にある．また，図中の白丸1

は，acyanotic

／

TOFである．これらをみると，

shuntが存在するか，もしくは，

●

●

●

0

300

SaO2

shuntを行っているもの，

白丸は行っていないものである．矢印は，症例2であ

SaO2

350

ようにMAPCAが肺動脈に流入するような症例では，
Embolizationの効果がPAI及びSaO，の低下の
形で確認することができた．症例2においては，依然

として％CRが30％とのMAPCAが残存し， Peel＆
Wrap術を施行していなければ， Fontan術は困難で

●

300

SaO，

が低下し，症例1においても，PAIが低下した．この
Coil

325

BT

SaO，が高値のものに

関しては，％CRが小さい傾向にあった．
●

●

豆

250

O

BT

BT

s血unt＋

s血unt．

200

考察：MAPCAの存在は，術後において心負荷につ
ながるため，術前にMAPCAの定量が困難である現在
は，できる限りその血流量を少なくしている方が，術

150

O

後管理において有利であると思われた．その方法とし

100

てCoil

「一一「一一一「一一一一一一一「一一「
9も
10
15
20
25
30
35

％

傾向にあるとの結果を考えると，SaO，が低値の状態を
図3

極力回避し，MAPCAの発達を抑えるような治療計画

90

●

●

BT

shunt＋

も重要であると思われた．

●
O

BT¶血unt一

28．根治術前後に4回のinterventional

● ●

80

Embolizationは非常に有効な方法であると思

われた．しかし，SaO2が小さいものほど，％CRが多い

％CR

catheter・

izationをおこなった肺動脈閉鎖，心室中隔欠損，主要

O㊦め

0
70

第4号

結果：図1のように症例2においては，PAI，

400

N

第12巻

1

●

体肺側副血行路の1例一interventional

／

60

国立小児病院循環器科，心臓血管外科1），現

o

東京大学小児科2）

50
「一一一「一一一「一一一「一一一「一一「
10
15
20
25
30
35

％

％CR

図

catheteriza・

tionと外科手術の連携について一

香取

竜生，本間伸一郎，於保

百々

秀心，石澤

瞭，永峯

哲弘1）

昭彦1）島田

宗洋1）磯田

貴義2）

関口

1

信一

小児の心疾患の治療においてはinterventionaI
症例2においては，BT

shunt術を施行していたが，

catheterization（IC）と外科治療との連携が重要であ

Inurmurの減弱にも関わらず，チアノーゼ等低

る．今回報告する症例は，根治術前後にコイル塞栓術

酸素血症による症状が現れなかったため，MAPCAの

及びバルーン血管形成術（BDA）を行った肺動脈閉鎖，

存在を疑いカテーテル検査を行った．これにより，多

心室中隔欠損，主要体肺側副血行路（MAPCA）の男

数のMAPCA（一部が，肺動脈に流入している）が確

児．新生児期より高肺血流量による心不全が強く人工

認され，その治療としてPeal＆Wrap術，

shunt

Embol−

呼吸器管理となったため，5カ月時にMAPCAの一部

izationを行った．症例1においてもMAPCAのCoil

をコイル塞栓し抜管した．3歳時に右室流出路形成及

Elnbolizationを行った．また各症例において術中，心

肺停止下に左房内に流入する血流量をAoに送血する

びMAPCAの一部を結紮術を施行．3歳7カ月時に左
肺動脈狭窄に対しBDA施行．4歳3カ月時に術中の

血流量で割った値（以下％CRとする）を測定し，

出血の減少及び術後の心負荷軽減目的に，MAPCAに

MAPCAの血流量とした．

対しコイル塞栓術施行し，術後12日目に根治術施行．

Coil
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5歳5カ月時に左肺動脈狭窄に対し再BDAを施行し

（101）

コイル塞栓術の場合，JDCはコイルの配置や巻き方を
容易に操作することができ，必要最小限のコイルで閉

た．

本症例においては各々2回のコイル塞栓および
BDAを行ったが，その目的は，心不全の改善，根治術
の適応条件を満たす，術中術後の管理を容易にする，

術後遺残病変の改善とそれぞれ異なっている．ICを行

塞できる可能性があると考えられた．但し，完全閉塞
を得るためには1．3倍以上のコイルが必要であった．

人工血管を使用したshuntに対する症例は2例あ
り，m．

BT（症例4）は薬剤不応性の心不全に対する

う際は，その目的，治療全体における時期，特に外科

前負荷の軽減，m．

治療との関係につき十分な検討が必要である．

手術操作の軽減を目的としたものであった．ともに最

29．Jackson

detachable

coilを用いたコイル塞栓

術の経験

Potts（症例7）は心内修復術時の

小径の1．4倍のコイルを用い，完全閉塞が得られた．症

例4では大腿動脈からのアプローチではdelivery
神奈川県立こども医療センター循環器科

guidewireの連結部が固すぎるために目的部位まで先

岩堀

進しなかったため，左肘動脈からのアクセスに変更後，

晃，康井

山田進一，林
目的：Jackson

detachable

制洋

先進可能となり，閉塞し得た．残る1例は4歳のPDA

憲一

coil［Cook社製］（JDC）

の症例で，気管支喘息の既往があり，しばしば肺炎を

を用いて，様々な対象にコイル塞栓術を施行した．こ

繰り返すためコイル塞栓の適応となった．最小径Ll

れらの経験をとおしての有用性と欠点に関して検討し

mmのKrichenko

た．

100psのコイルを用いて大動脈側からのアプローチに

対象：主要体肺側副血行（MAPCA）5例，
Blalock−Taussig

shunt（m．

shunt（m．

Potts）1例，

BT）1例，

PDA

Dec．

type

AのPDAに対して3mm

4

modi丘ed

て完全閉塞しえた．術後肺動脈狭窄はみとめなかった．

AO−LPA

考按：JDCを用いて様々な対象にコイル塞栓術を
合併症なしに施行できた．JDCは回転操作を加えない

1例の計8例である．

施行年齢は7カ月〜ユ2歳であった．MAPCAに対する

限り，コイルがdelivery

塞栓術は，いずれも心内修復術（TOF

い構造を有する点で優れている．肺動脈や体循環への

例，Double

3例，

Fontan

1

switch！例）の1週間前に施行された．

方法ならびに結果：対象を施行した順に表に示し

た．MAPCAはすべて2．3mm以上の側副血行であり，

system（DS）より難脱しな

塞栓を防止できるうえに，微妙なコイルの配置や巻き

方の調節も可能となる．また，失敗したコイルの回収
も確実にできる．しかし，delivery

systemのアクセス

血管内腔最小径の1．0〜1．8倍の径のコイルを用いて閉

を考慮する必要があり，また現時点で，選択できる種

塞が可能であった．1．0，1．1倍のコイルを用いた症例

類が限られているのが欠点である．コイルとの連結部

は僅かにresidual

の構造状の問題点も含めて，改善の余地を残している．

shuntを残した．4、4mmの径をもつ

血管に対しては，8mm，2100psのコイルを留置した後

に5mm，3100psのコイルを末梢側に加えたことによ

り，完全閉塞をみた．4mm以上のMAPCAに対する

30．末梢肺動脈狭窄バルーン拡張術時に生じた巨大
偽性肺動脈瘤に対する破裂部コイル閉塞術
兵庫県立こども病院循環器科，同

心臓血管

外科＊
表
主要診断

症例1
症例2

TOF
［S．LL］DORV

年齢
（歳）

1
9

［S．LL］UVH

症例3

4
［S．LL］UVH

12

症例4

症例5
症例6
症例7
症例8

TOF
TOF
PDA
TOF

2

10

黒江

コイル塞栓術の概要

山口
対象

MAPCA
MAPCA
MAPCA
Lt．

m．

BT

MAPCA
Lt．

m，

Potts

内腔最小経
（mm）

コイル径
（mm）

結果

2．7

3

完全閉塞

大嶋

兼司，鄭
眞弘＊，大橋

輝男，三戸
秀隆＊，今井

壽
雅尚＊

義博＊

症例は9歳女児．出生直後よりチアノーゼが出現，

3

3

ほぼ閉塞

心エコー等にてファロー四徴，肺動脈閉鎖と診断され，

4．4

5十8

完全閉塞

生後5日に右BT，生後6カ月に左mBTが施行され，

3．7

4

ほぼ閉塞

以後外来で経過観察が施行された．6歳6カ月に心カ

完全閉塞

テが施行され，右肺動脈の低形成が認められ，7歳8

完全閉塞

カ月に右肺動脈形成術が，8歳10カ月には姑息的右室

3．8
3．7
3．5

5［PDA］
5

5［PDA］

完全閉塞

流出路形成術（両側BT閉鎖）が施行された．しかし，

4

PDA

1．1

3

完全閉塞

右肺内肺動脈移行部の狭窄とその部位より末梢の肺動

4

MAPCA

2．3

3

完全閉塞

脈の低形成が存在した．血流増加による末梢肺動脈の
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成長を期待し，狭窄部にバルーン血管拡張術を試みた．

しかし，手技途中に肺動脈破裂が生じ巨大偽性肺動脈

原田

順和＊，竹内

太田

敬三＊，金子

第12巻

敬昌＊，坂本

第4号
貴彦＊

克＊

瘤を形成し，輸血，人工呼吸器管理を必要とした．胸

従来，外科手術でしか治療できなかった心室中隔欠

部造影CT上，破裂肺動脈の出血が持続し，偽性肺動
脈瘤の縮小が認められないため，破裂3日，破裂肺動

損を伴わない純型肺動脈閉鎖症に対し，近年カテーテ

脈部位へのコイル塞栓術を施行し血流の減少が得られ

技的に閉鎖した肺動脈弁に対してカテーテル治療を可

た（TAR・GET社製コイルMDC18；6×200

能にするためには，まず閉鎖した弁を穿孔しガイドワ

1個，

ル治療の成功例の報告が散見されるようになった．手

4×80 1個，プラチナファイバー付きコイル；2×
20−7個，3×30 4個，計13個）．塞栓術後11日，胸

イヤーを通すことが必須である．弁を穿孔する方法と

部造影CTにて破裂肺動脈の出血停止が確認でき，人

eterなどが報告されているが，今回我々は，ガイドワ

工呼吸器管理を中止した．破裂肺動脈に対しコイル閉

イヤー穿刺法により閉鎖した肺動脈弁を穿孔しバルー

Balloonを用いたBlalock−

Taussig短絡および奇静脈に対する塞栓の経験
国立小児病院循環器科，現
於保

信一，磯田

香取
Detachable

Catheter・radiofrequency

wire＆cath−

ン肺動脈弁拡大術に成功した2例を経験したので報告

塞術が有効であった．

31．Detachable

して，Laser

穿孔した後ガイドワイヤー交換の必要もなく本症に対

東京大学小児科＊

貴義＊，本間伸一郎

竜生，百々

秀心，石澤

Balloon（DB）を用いて，

する．この方法は特別な発生装置などを必要とせず，

瞭

Blalock−

する有効な治療法の選択になりうると思われた．

症例1：4生口の女児．在胎39週1日，出生体重
2，980gで出生後チアノーゼが持続するため当科に紹

介．胸部XP上心肺胸郭比は70％，心電図・断層心エ

Taussig短絡（BTS）および奇静脈（AV）を塞栓した

コー図の結果，biventricular

ので報告する．

脈閉鎖症（弁輪径6．5mm）と診断し，プロスタグラン

症例は，8歳9カ月の右胸心，修正大血管転位，心

ジンE1を開始した．生後4日，乏尿傾向となったため

室中隔欠損，肺動脈狭窄，右室低形成の女児で，4歳

2カ月時に右modified
bidirectional

BTSを，4歳2カ月時に

Glenn手術を施行されている．8歳1カ

月時の心カテで，平均肺動脈圧・上大静脈（SVC）圧

は18〜21rnlnHgと高く，SVCの血流はほとんどAV
に逃げており，BTS・AVの閉塞を企図した． DBは
Balloonを用い，充填液には

Ingenor社製Goldvalve

造影剤を使用した．内頸静脈から9Fカテーテルを挿人

しガイディングカテーテルとした．BTSに対してはま

ずコイル塞栓を試みたが，PA側に狭窄がなくコイル
を固定できなかったため，8．5mmのDBで塞栓した．
この際Ao側をバルーンカテーテルで閉塞して，

BTS

の血流を遮断した．AVは13mmのDBを用いて塞栓
した．どちらも完全な閉塞が得られた．また施行中に

合併症はなかった．3カ月後の心カテでは，両血管と
も閉塞していた．

DBによる塞栓は，コイル塞栓が困難なBTSやAV
に対して有用な方法であると思われた．

32．肺動脈閉鎖に対するガイドワイヤー穿刺法によ
る経皮的バルーン肺動脈弁拡大術

長野県立こども病院循環器科，心臓血管外
聰，里見

図

科＊，臨床工学科＊＊

安河内

元義，今井

repairが可能な純型肺動

寿郎
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wire穿刺法を用いた肺動脈弁穿孔を試みた．右

室造影では肺動脈弁は膜様に閉鎖しており（図A），右

室収縮期圧120mmHgで（RV／LV＝2．0）supersys−
temicであった．大腿静脈より，4F

Judkins右冠状動

脈用カテーテルを右室流出路に留置し大腿動脈より4

躍

Fmultipurposeカテーテルを動脈管を介して主肺動
脈の肺動脈弁直上に留置．肺動脈弁の中央dimpleの
位置を確認後0．018

guide

Mallincrodt社製ハイトルクfiex

wireの遠位端をヤスリで研磨し右室流出路に

進めた．wireを肺動脈弁中央部に押しつけvibration
をかけ約30分の試行で弁の穿孔に成功した（図B，図
C）．動脈側より10mm

goose

neck

で肺動脈弁を穿刺したguide

snare

guide

wire

wire先端をsnareし（図

D），下行大動脈へ引き戻し固定．その後，5〜8mmの
balloon

catheterで段階的にvalvoplasty（PTV）を

行った（図E）．PTV後右室収縮期圧は61mmHgに下
降し（RV／LV−1．0），主肺動脈一右室圧較差はO
mmHgとなり，右室造影では右室から肺動脈への良好
な順行性血流を認めた（図F）．術後5日プロスタグラ
ンジンを中止し24生日退院した．

症例2：2歳男児．Ebstein奇形，肺動脈閉鎖，動脈
BT

shunt（径4mmのGore・tex

図

管開存のため心房中隔裂開術，Brock術，左modified
tube使用），動脈管結

紮術を施行されたが，その後肺動脈弁が再閉鎖した症

例である．症例1と同様にguide wire穿刺法でPTV
を行い右室圧はユ26mmHgから36mmHgに低下し，右

コー検査で弁輪径が5．6mmの膜様閉鎖を示す純型肺
動脈弁閉鎖と診断され，日齢14日の心カテーテル検査

室造影上右室より主肺動脈への順行性の血流が著増し

で右室流出路造影と大動脈バルーン閉塞による経動脈

た．

管肺動脈造影とで右室流出路部と肺動脈弁部が精査さ

33．純型肺動脈弁閉鎖に対するガイドワイヤーによ

脈側への小突出像が認められ（図A），肺動脈像で弁部

る穿孔後バルーン弁形成術

中央に右室流出路先端による陰影欠損像が認められる

国立循環器病センター放射線診療部
同

木村

晃二，高宮

誠

修，田里

寛，神谷

一郎

保持するために先端が右室流出路に位置するように造

渡辺

健，小野

安生，新垣

義夫

形した5Fロングシースを先ず流出路先端に置き，これ

大内

秀雄，塚野

真也，早川

豪俊

神谷

哲郎

（図B）．

方法：日齢21日にガイドワイヤーの弁部への圧着を

小児科
山田

を通して右ジャドキンスカテーテル様に造形した内胸

動脈造影用カテーテルを流出路先端に進めた．次に

背景：6年前に日齢21の純型肺動脈弁閉鎖例の
open

れた．右室流出路像で先端の閉鎖した弁部中央に肺動

Brock手術に先立ち，右室流出路から挿入して

0．018

ガイドワイヤー（ハナコ）の柔軟側端で弁中央

の陥凹部で弁膜を穿孔し，このガイドワイヤーに沿わ

バルーンを弁に圧着させた6Fカテーテル先端から出

せて，先端をテーパーしたBD−7630カテーテルを肺動

したO．018

脈に挿入した．次いてPTPV用のカテーテルを挿入す

ガイドワイヤーで弁穿孔が可能であった．

症例：生後4カ月，女児．40週，2，800gにて出生．

るためにハナコガイドワイヤーより腰の強い0．0／4

マ

生直後から心雑音，チアノーゼがあり，日齢1日，

イクロガイドワイヤーに変更し，シュナイダーの2mm

PGE1投与下に当センターに紹介入院となり，心工

径，5mm径バルーンでPTPVを行った（図C，
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右室収縮期圧は164mmHgから34mmHgに低下し，右
室造影で肺動脈弁口は3mln径で順行性の血流が認め

第4号

140

RVp（mmH9）120

られた（図E，F）．

100

結語：本法は症例を選択すれば，laser

heated

wire

80

frequency法を必要とせず，試み得る有用な

方法である．

34．純型肺動脈閉鎖および狭窄に対する経皮的バ
ルーン拡大術の有効性と問題点

0

Pre

東京女子医科大学循環器小児科
朴
中澤

｝55±1・

60

0
40
2

やradio

第12巻

仁三，中西

敏雄

誠，門間

和夫

Post

初回拡大術前後の右室収縮期圧

目的：当院で経験した純型肺動脈閉鎖PPAおよび
純型肺動脈狭窄PPSに対する経皮的バルーン拡大術

容積RVEDVがほぼ正常範囲，1例はRVEDVが

BDの効果および問題点を検討．

尖弁逆流は軽度であった．一方，Blalock手術施行例や

40％，三尖弁輪径のZscoreは一2．8と小さいものの三

2例，動脈管依存性

PGE1継続投与例はRVEDVが小さく，三尖弁逆流も

もしくは動脈管の閉鎖によって低酸素血症を呈した

中等度以上であった．Blalock手術を行った症例に対

対象および方法：対象はPPA
PPS

5例．

BD施行時の口齢は11から65，平均24日．

男3，女4の性比で体重は2．8から4．2kg，平均3．4kg．

しては大量のpropranorolを投与したが効果はな
かった．低酸素血症で死亡した症例は三尖弁逆流は強

入院時の毛細管血酸素分圧は18から36mmHg，平均30

いが，RVEDVは正常の130％あった．現在では右室流

mmHgであった．これらの症例についてBDの効果な

出路狭窄の増強による高度の低酸素血症が死因である

らびに問題点を検討した．

と考えている．

wire（0．021G）の後端部で肺動脈弁に小孔をあけた．

初回BD前後の右室収縮期圧RVpは術前の80から
135，平均108±19mmHgが術後には40から65，平均

続いてballoon−on−the

55±10mmHgに低下（p〈0．01，図）．同様に右室左室

BDの手技：PPAの2例に対してはまずguide
wireもしくはPTCA用カテー

テルで拡大し，さらにバルーンをサイズアップした．

圧比RVp／LVpも術前の1．0から2．2，平均1．63±0．46

結局，初回拡大は4例がballoon・on・the

が術後には0．44から0．97，平均0．74±O．17と低下した

wire，2例は

PTCA用カテーテル，1例は初めから8mmのバルー
ンカテーテルで拡大した．各症例に使用した最大バ
ルーン径と肺動脈弁輪径の比は1から1．5，平均1．3倍
であった．

結果：対象7例のうち3例はBD当口にPGEIから
の離脱が可能であった（表）．うち2例は右室拡張末期

（p〈0．01）．

PPA

1例，

PPS

2例の3例に対して初回BDから

9ないし11カ月後にカテーテル検査を施行．初回BD

直後のRVpが53から65，平均61mmHgであったのに
対して追跡カテーテル時のRVpは37から80，平均66

mmHgであった． RVpが80mmHgの2例に対して再
度BDを行ったところRVpは各々45，40mmHgに低
下．RVp／LVpも術直後のO．71から0．97，平均0．81から

結果と諸因子

TR

35

57

一 1．4

mod

11＊

57

− 2．2

severe

73

＋0．5

匝］

severe

− 1．8

severe

12＊

画

size

嗣severemod

lPGE1継続1

TV

（Zscore）
国一1．1−0．5

lB・T施行1

13

104

当U中止

20

99

12

PGE1

RVEDV
（％N）
口

Age（day）

最終的には0．37，0．42，0．56となった．

65

＊PPA

結論：PPAに対する肺動脈弁穿孔術＋BD，
対するBDは有効な治療法である．

PPSに

BD後の右室拍出

量の多寡には流出路狭窄以外にも多数の要因が関与し
ているものと考えられる．術後低酸素血症の持続する
症例が多いため，拡大術の際には動脈管の開存をはか
る．動脈管が閉鎖していれば外科の待機が必要である．

35．closed
cutaneous

transpulmonary

balloon

pulmonary

valvotomyとper・
valvuloplastyを2段

階で施行した純型肺動脈閉鎖症3例の中期予後
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京都府立医大附属小児疾患研究施設内科部門
山元

康敏，浜岡

建城，小澤誠一郎

寺町

紳二，中川

由美，城戸佐知子

矢嶋

周藤

文明，神谷

康隆，糸井

鷹尾

利幸

外科部門

河合

隆寛，和田

行雄

はじめに：短絡術なしにバルーンカテーテルを用い
たclosed

transpulmonary

valvotomyを施行し，残存

PSの認められる症例に対してはpercutaneous
loon

pulmonary

茂裕，槙
明，桑原

明子，浅野

直美

尚志＊

純型肺動脈閉鎖症（PPA）の中で，右室が発達して

林鐘声，尾内善四郎
同

岐阜市民病院小児科，国立療養所長良病院小
児科＊

bal−

valvuloplasty（BPV）を2段階で施

いる症例はtwo

chamber

repairが期待され，新生児

期にBrock手術を行い，二期的に右室流出路形成術な
どが行われている．我々は初回手術としてはBrock手
術の変法として右室流出路からのバルーンによる拡大

を3例に行ってきたがその効果は比較的良好であっ

行した純型肺動脈閉鎖症（PPA）3例の中期予後につ

た．1例は圧差20mmHg以下の肺動脈弁狭窄を残すの

き検討したので報告する．

みで根治に近い状態である．今回は，中等度の肺動脈

症例：3例．心エコー上，右室流出路，肺動脈とも

弁狭窄を残した症例に対し，1歳3カ月時に経皮的肺

良好に発達し，肺動脈弁は膜様閉鎖部が認められた．

動脈弁形成術（PTPV）を施行したので報告する．

全例PGEI投与のもと，各々日齢1日，33日，1日に

症例は1歳3カ月の女児，生後13日，胸骨正中切開
下で右室流出路に切開を加え，非直視下に眼科用勇刀

closed

trans−pulmonary

valvotomyを試みた．症例

た．症例3は，流出路への血流を遮断した後，膜様部

を肺動脈弁に穿孔させた．ついで流出路切開から
Tyshakバルーンカテーテルを挿入し，6mmの肺動脈
弁輪に対し8mmのバルーン拡張を行った．この手術に

切開とバルーン引き抜きによる裂開術を施行した．手

より，チアノーゼは消失し，心房間での右左シャント

術直後より3例とも順行性血流が確認され，右室圧の

も消失して，中等度の肺動脈弁狭窄を残す状態となっ

1，2においては血流遮断が不十分であり，切開が不
十分なまま，バルーン引き抜きによる裂開術を施行し

低下を認めたが，症例1，2においては1〜4週間後

た．しかし，その後の経過観察で，軽度の心拡大と三

に再び右室圧の上昇，高度のPSが認められたため，

尖弁閉鎖不全，肺動脈狭窄の進行が明らかになってき

BPVを行った．

たため，精査した．

BPV後は2症例とも右室圧及びPS

気管内挿管全身麻酔下に心臓カテーテル検査，引き

の改善を認めた．

結果：①右室肺動脈間圧較差：3〜5年経過後，
10〜40mmHg程度で案定していた．②三尖弁輪径，肺

続いてPTPVを施行した．まず，7Fシースを挿入し，

動脈弁輪径：ほぼ正常値を維持できており，右室の発

mmのバルーンで拡張を試みた．しかし，バルーンの

育は比較的良好であった．③肺動脈弁閉鎖不全（PR）：

くびれは消失しなかったので，シースを8Fに交換し，

手術のみで，BPVを行わなかった症例3ではPRは認
められなかったが，手術にBPVを併用した症例1，2
においては，軽度のPRが認められ3〜5年経過した

行ったが，バルーンのくびれは消失せず，手技を終了

現在でも残存している．④心電図上の右室負荷所見：

症例3では手術後右室負荷が消失したが，症例1，2
では手術後も右室負荷が存在し，BPV後消失した．

カテーテル検査と，右室造影を施行し，Tyshak直径12

15mmのバルーンで再度拡張を行った．数回の拡張を

した．肺動脈弁圧較差は術前の46mmHgから28
mmHgに低下し，三尖弁閉鎖不全も若干軽減した．し
かしバルーンのくびれは消失せず弁の裂開は不十分で
あったと思われた．これは初回手術として非直視下に

考察：PPAに対するclosed transpulmonary
valvotomy及びBPV併用による3〜5年後の中期予

弁口を開けており，必ずしも本来の交連部を切開して

後は比較的良好であった．利点は，手術上アプローチ

肺動脈弁圧較差は軽度であり，術後半年でのドプラに

いないことによる可能性がある．しかし，PTPV後の

の方法により右室流出路をきずつけず，直視下に弁切

よる推定圧較差は20mmHgに低下し，今の所はこれ以

開が可能であり，残存PSに対しBPVの施行が可能

上の処置は必要ないと考える．

な点である．留意点としてはCTPV時のバルーン選択

PPAに対する治療方針としては右室形態や側副血

とBPV後の肺動脈弁閉鎖不全（PR）の出現があげら

行路などの条件でかなりの幅があり，ここに紹介した

れ，今後これらの点について検討していく必要がある．

ような右室形態に恵まれた症例では右室をそのまま静

36．バルーンを用いた

Brock手術

後のPTPV

脈側心室として使用できるので，良好な予後が期待さ
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れる．その際，初回治療として経皮的アプローチで肺

一 心拍の三尖弁流入volume

動脈弁切開ができれば理想ではあるが，多くは手術的

から術後6日には9．8mlに増加，右室前壁厚は3．81nm

flowは術後1日の3．2ml

な治療，ブロック手術が選択されていると思われる．

から2．8mmに縮小しており，それらの値は以後余り変

そして狭窄の進行に対するPTPVが報告されている．

化しなかった．日齢51に退院し，1歳の現在チアノー

では，新生児期に両者を同時に行ってはどうかという

ゼはなく経過良好である．

のが我々の主張である．侵襲は大きいが単なるブロッ

37．新生児期のBalloon

valvotomy後も長期間

PGE，を必要とした重症肺動脈弁狭窄の1例
功一，石原
pulmonary

視的に，右室拡張能の改善した術後6口にPGE1投与
必要か否かを判断するため，TV

陽子，広瀬

生後早期に発症する重症肺動脈弁狭窄（critical

に対してba］loon

修
PS）

valvotomy（BPV）は非

常に有効な治療法であるが，右室の低形成例でBPV
後十分な右心拍出量を得ることができない場合，術後

volume

flowも1つ

の指標となりうるが，くり返し施行可能な心エコーな
どによる右室容積や右室拡張能測定法の確立が望まれ
る．

38．コントラストエコー法にてCritical

PSと診断

しPTPVを施行し得た新生児の1例

も動脈管の開存のためPGE1の投与が必要である、
BPV後も動脈管の開存を必要とし，術後27口問PGE，
投与を行ったcritical

PS例でもBPVを積

を中止できた可能性があった．BPV後動脈管の開存が

松山赤十字病院小児科
片岡

考案：右室低形成のcritical

極的に検討してよいと考えられた．また本例では後方

ク手術よりは優れていると考える．

新潟市民病院小児科1），心臓血管外科2）

PSの1例を経験したので報告

中山

正成1）坂野

金沢

宏2）山崎

忠司1）山崎

明1）

芳彦2）

心エコー検査と心臓カテーテル検査の結果でCriti−

する．

症例：在胎40週，3，216g，正常分娩の女児．生後13

cal

PSと純型肺動脈弁閉鎖とに診断が異なり，コント

時間よりチアノーゼが出現，増強し日齢2に当院に紹

ラストエコー法にて確定診断を得た症例を経験したの

介された．心エコーで右室腔は狭小で右室壁の著明な

で報告する．

肥厚を認め，critical

PS，

TR，

PFO（R→L短絡）

症例は［齢1日の男児．主訴は心雑音，チアノーゼ．

と診断した．肺動脈弁は膜様閉鎖様，弁輪径は6．5mm

家族歴は特記すべきことはなし．現病歴は生直後より

で正常の60％，三尖弁輪径は9．6mmで正常の80％でZ

心雑音聴取され心エコー施行した．心エコーにてCrit−

valueは一1．0であった．直ちにPGEI投与を開始し，

ical

PS，

TRを疑われ，リボPGE1を持続静注され，

PaO2は入院時の19mmHgから30mmHgに上昇した．

日齢1日に当科NICUへ紹介された．入院時現症は全

日齢13の心カテ，右室造影ではpin

身に軽度チアノーゼと1分間に80回の多呼吸を認め

hole状のPSを認

め，Simpson法で求めた右室拡張末期容積は1．5mlで

た．心雑音は第4肋間胸骨左縁にLevine

正常の18．3％であった．4Fクック社製ジャドキンス右

逆流性雑音が聴取された．また，右悸肋下に肝臓が2cm

用カテーテルを肺動脈弁直下に固定するとガイドワイ

触知された．入院時検査成績では毛細管血ガス分析が

ヤーは容易に主肺動脈，動脈管から下行大動脈に進み，

Pco244．6mmHg， Po230．8mmHgだった．胸部X線
所見では，CTRが66％，左3弓の突出と右第2弓の著

バルーン径が2mmのPTCA用バルーンカテーテル使
用後5，8mmのバルーンカテーテルでBPVを施行し

3／6の収縮期

明な突出と肺血管陰影の減少を認めた．心エコー図所

た．術前右室収縮期圧は73mmHgで左室圧を18

見では心室中隔欠損，右室低形成はなく肺動脈弁の

mmHg超えていたが，術後46mmHgに低下し，主肺動
脈と右室の圧差もほとんどなくなった．術後PGE1投
与を中止したところSpO2が徐々に低下，低形成の右

尖よりなり，その中央部に弁口部を認めた．カラードッ

室拍出量だけでは肺循環を保つことは困難と判断，

ドップラー法で推定した右室圧は78mmHgだった．カ

PGE1投与を再開しSpO、は改善した．日齢40に動脈管

ラードップラー法では肺動脈内ではモザイクパターン

ドーム形成を認め，肺動脈弁の短軸像で肺動脈弁は三
プラー法では高度の三尖弁閉鎖不全を認め，これより

のシャント音が聴取できなくなり，心エコーで動脈管

となり順行性血流は確認できなかったが，主肺動脈内

の自然閉鎖を確認し，PGEI投与を中止した．心エコー

でパルスドップラー法にて順行性血流を探し計測する

上，TRの血流速から計算した右室，右房の圧差は術前

とその流速は2．5m／secだった．

の81mmHgからBPV後1日には15mmHgに低下，

初回心臓カテーテル所見では，右室造影にても肺動
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脈への順行性の造影を認めがたいため純型肺動脈閉鎖

と診断を訂正しPTPVは施行せずに終了した．また，

ストエコーを施行することにした．上大静脈に留置し

一一
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アルブネックス0．1ml／kgを静注した．右室流出路よ

Asc

110／14（28）

一一一，一一

ていたアロー社製4Fダブルルーメンカテーテルより

Catheter

LV

この際に4度の三尖弁閉鎖と動脈管を介し肺動脈が認
められた．治療法について再検討するためにコントラ

表Cardiac

on

2DD

…一一一一…

Diameter

2mm
4mm

一…一一…−

5mnユ

……一…

6mm

at

the丘nish

of

PTA．

り，アルブネックスが肺動脈へ順行性に流出する所見

に対し4mm，7mmのTYSHAKバルーンカテーテル

最終的に末梢動脈圧は収縮期40mlnHg台と変化を認
めなかった．PTA不成功と考えて終了したが，術後数
時間より血圧は上昇し状態は改善したため9生日には
一 時抜管も可能となった．しかしその後徐々にARが

で拡張した．PTPV前後の心臓カテーテル検査では，

進行し，13生日に呼吸状態の悪化により再挿管，38生

右室収縮期圧の著明な低下が認められた．

日にARによる心不全が管理不能となり死亡した．

が得られた．

以上より確定診断をCritical

PSとし日齢15日，気

管内挿管のもとにPTPVを施行した．肺動脈弁6mm

考案：Critical

PSでは肺動脈内のカラードプラー

考案：後方視的に見て，バルーン径4mm施行後に左

イメージはモザイクパターンとなり，血流の方向及び

室拡張末期圧は10mmHg台まで改善してきており，

連続性を判断するのに苦慮する場合がある．加えて，

動脈管よりの血流が十分であった本症例では，右室肺

ARを残さずに左室駆出量の改善を期待するならこの
時点でとどめておくべきであったと考えられた．新生

動脈間圧較差が低くなっていたことと臨界狭窄を越え

児期Critical

ASに対するPTAでは，圧較差の改善の

たあとの血流速の急激な減少が，ドプラー法の正確な

みでなく左室拡張末期圧など乳児期のASとは異なっ

測定を妨げ確定診断に苦慮した．コントラストエコー

た終了の指標が必要となる可能性が考えられた．

法は血流の連続性をとらえるという点においてはカ
ラードプラー法より鋭敏で，Critical

PSと純型肺動脈

拡大術を試みた症例
滋賀医科大学小児科，日野記念病院小児科1），

閉鎖の鑑別に優れていると考えた．

39．早期新生児期にPTAを施行したCriticaI
Aortic

40．重症大動脈弁上狭窄に対し新生児期にバルーン

大津市民総合保健センター2）

Stenosisの1例
あかね会土谷総合病院小児科，同

心臓血管

外科＊

大崎
岡畠

秀，脇

千明

進，望月

高明＊

症例：41週3日，2，850gで出生した男児．3生日の

岡川

浩人，久野

正，岡本

暢彦

上田

達哉，加藤

博文，近藤

雅典

奥野

昌彦，中川

藤野

英俊2）

雅生，西島

節子

）

新生児期発症の重症大動脈弁狭窄・重症大動脈弁上
狭窄は，早期に心不全に陥り，内科的療法のみでは予

入院時すでに肺出血を認め，血圧は49／36，無尿であり

後不良とされる．今回，我々は，重症大動脈弁狭窄・

動脈管閉鎖によるショック状態にあった．心超音波検

重症大動脈弁上狭窄に対し，新生児期にバルーン拡大

査では心室中隔膜性部に欠損孔を伴わない巨大な瘤を

術を試みた症例を経験したので報告する．

認め，大動脈弁はその中に通常より前額断に近い向き

症例：症例は，胎児仮死にて緊急帝王切開にて出生

で開口し強度の弁狭窄を確認した．大動脈弁は三弁，

の41週，2，650gの女児．生後10日目頃より陥没呼吸，

弁輪径は9mm，推定圧較差は70mmHgであった．動脈

チアノーゼを認め，精査加療目的にて当科に紹介入院

管の開大を期待して，lipo

PGE1を開始し最終的には

15ng／kg／mimまで増量したが，状態の改善が得られ

となった．入院時胸部X線写真は，CTR
大を認め，心電図は，II，

III，

V2〜V4

ないため入院後48時間，5生日にPTAを施行した．切

のST低下，

開にて右総頸動脈を露出し直視下に6Frシースを挿入

大，左室心筋障害の所見を認めた．心エコーでは，左

した．SpectrumTM

室内腔は狭小化し，大動脈弁輪径4．3mmであった．大

2mm，4mm，

UltrathinTM

smm，

VIT波陽転，

72％と心拡

aVFのT波陰転，

V4〜V6T波陰転と右室肥

6mmと順次バルーン径を増大していった（表）．径6

動脈弁尖は肥厚し，動きは不良で，大動脈弁狭窄が疑

mm施行後にわずかなARを認めたため終了とした．

われた．大動脈弁上部にも狭窄を認め，大動脈弓は低
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形成であった．大動脈弁逆流，大動脈弁一ヒ部狭窄から

圧負荷のために術後管理に難渋する可能性がある．そ

の乱流を認め，同部での圧較差は35mmHgであった．

こで我々はまずASに対しバルーン拡大術を行いAS

以上より，重症大動脈弁狭窄及び重症大動脈弁上狭窄

を解除した後に初回手術を行うという方針をたて，昨

と診断し，大動脈弁狭窄を解除することによる状態の

年の本研究会でその症例提示を行ったが，心内短絡の

改善，さらに大動脈弁上狭窄部の拡大もできないかと

ある例でのASの診断・重症度判定の明確な指標のな

考え，バルーン狭窄解除術を施行した．右内頸動脈よ

いことが課題として残された．そこで今同は，断層心

り7Frシースを挿入し，アプローチした．術前の大動脈

エコー所見によるASの診断について検討した．

造影では，大動脈弁上部狭窄部径3．9mrn，大動脈弁輪

対象は，v−ASを合併したCoA
complex

complex

3例，

v−AS

径5．2mmで，大動脈弁逆流は認めなかった．狭窄部圧

のないCoA

19例（1992〜95年の入院症例），

較差は20mmHgであった．左室造影では著明な左室収

及び合併奇形のないv−ASでinterventionの適応と

縮の低下を認めた．Hopkington（4mm×20mm）のバ

なった全症例15例である．CoA

ルーンを使用し，12気圧にて2回狭窄部の拡大を試み，

内奇形として心室中隔欠損以外の合併のあるものは除

2回ともウエストは完全に消失したが，拡大術前後の

外した．また単独のAS群は，カテーテル検査時の圧較

狭窄部の造影所見で形態的に差異はなく，狭窄部圧較

差は40mmHg以上，但し左室収縮能低下のため圧較差

complex症例のうち心

差も変化はなかった．大動脈弁逆流の増悪はなかった．

が重症度を反映しないと考えられるcritical

術後，一過性に尿量，哺乳量，体重等増加したが，や

例は対象より除外してある．以上の3疾患群で断層心

ASの症

がて頭打ちとなりそれ以上の改善は認めなかった．挿

エコーによる大動脈弁の所見を比較検討した．

管状態よりは離脱できず，内科的療法を継続しつつ，
考案：重症大動脈弁狭窄・重症大動脈弁上狭窄は，

結果1：大動脈弁輪径（左室長軸像で弁付着部
hingeからhingeで計測）は， AS＋CoA群とCoA群
は共に80％N以下と低形成であり，単独のAS群と有

早期に心不全に陥る予後不良の疾患である．内科的療

意差を認めた．AS一トCoA群とCoA群の間に有意差は

法で有効な治療はなく，外科的治療も生後早期である

なかった．

経過観察していたが，生後75日目に突然死した．

ことより効果的であった報告は稀である．近年になり，

結果2：弁形態について大動脈弁短軸像をみると，

重症大動脈弁狭窄に対しては，新生児期早期のバルー

AS−CoA群の大動脈弁は3例とも3弁が不均一一で一

ン拡大術の有用性が報告されている．一方，重症大動

部癒合し，その開閉から機能的には2尖弁と判断され

脈弁上狭窄では，血管を拡張するので，十分な径のバ

た．単独のAS群でもこのような2尖弁は15例中13例

ルーンと十分な加圧が必要となる．しかし，本症例の

（87％）にみられ，また他の2例は均一な3弁であるも

ような新生児期では大動脈弁の近傍に狭窄部が位置

のの弁尖の肥厚が著明であった．CoA群では2尖弁は

し，バルーンが大動脈弁輪にどうしてもかかってしま

19例中3例（16％）のみで，16例は均一で肥厚のない

い，大動脈弁輪径にバルーンの径が規定され十分な径

3弁であった．左室長軸像をみると，AS＋CoA群と単

が得られないという問題がある．特殊な形状のバルー

独のAS群では明らかにdomingを認めたが，

ンを用い，十分な加圧を行うなど，重症大動脈弁上狭

CoA群
では短軸像で2尖弁であったものでもdomingはな

窄に対する拡大術については多くの課題を残している

かった．

結果3：domingの程度と重症度の関連を検討する

と考えられた．

41．CoA

complexに合併した大動脈弁狭窄の心エ

定し，弁輪径（A）に対する比をopening

コーによる評価とバルーン拡大術の適応決定

東京女子医大心臓血圧研究所循環器小児科
山田
朴

美保，富松
仁三，中澤

大動脈縮窄複合（以下CoA

宏文，中西
誠，門間

indexと設

定した（図）．AS＋CoA群のindexは0．40以下，単独

敏雄

のAS群は0．50以下で両者は同等の低値をとり，0．80

和夫

以上を示したCoA群との間に明らかな有意差を認め

complex）の治療方針と

して，当院では初めに大動脈縮窄解除及び肺動脈絞拒
術のみを行う二期的手術を原則としている．CoA

ため，左室長軸像で大動脈弁開口時の最大径（B）を測

com−

た．

以上よりCoA

complexにおけるASの診断は，断

層心エコーで大動脈弁形態を観察することにより可能

plexでは時に大動脈弁狭窄（以下v−AS）を合併する

と考えられた．またAS合併例において今回用いた

が，この場合同様の初回手術を行うと両心室の高度の

opening
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左室長軸像

P＜0．01

index
1．0

0．8

0．6

弁輪径：A
doming先端の開口部最大径

opening

B

index＝B／A

O．4

0．2

AS＋CoA
図

AS

CoA

大動脈弁のdomingの評価

らの重症度判定に代わるおよその指標として有用で

東舘

義仁，津田

哲哉

あった．このindexはASの重症度判定だけでなく，

本間真二郎，高室

基樹

AS＋CoA群における大動脈弁へのバルーン拡大術の
効果判定にも応用可能と考える．

loon

42．重症合併心奇形を伴ったCritical

ASに対する

IAAの術後狭窄3例とBT

日から3カ月，PTA施行時の月齢は1から3カ月，体

順天堂大学小児科

稀代

angioplasty（以下PTA）の効果と安全性につい

て検討した．対象はCo−A，

シャント術後狭窄4例の計7例で，術後経過期間は28

バルーン形成術の検討
高橋

血管の再狭窄病変に対する術後3カ月以内のBa1・

健，大久保又一，秋元かつみ

雅彦，西本

啓，井埜

利博

藪田敬次郎

合併奇形を伴ったAS

重は2．8から5．4kgであった．

PTAは全例挿管，麻酔

科管理のもと大腿動脈穿刺し5Frのシース留置の後に
施行した．

2例に対してバルーン弁形成

症例のまとめを表に示す．Co・AのSubclavian

flap

術後再狭窄2例は術後56と58日に径5mmのBalloon

術を行ったので報告する．

症例1は39週3，418gで出生した男児．日齢1に心雑

音が出現し，日齢2に心エコーによりAS，極型TOF
およびPDAと診断された．日齢8にバルーン大動脈
弁形成術を施行．カテーテル中にAfが出現し，6時間
後に突然bradicardiaが出現し死亡した．

症例2は39週2，366gの女児．日齢4に心雑音を指摘

を使用し，圧較差は50からそれぞれ2と15mrnHgへ改

善した．IAA（type A）のBlalock−Park＆patch
angioplastyの狭窄残存例は術後2カ月で径5mm，6
カ月で径6mmのBalloonを使用し，圧較差は45から
10mmHgへ改善した． BTシャントは術後もPGE1を
必要としていたoriginal

BTで術後33日，

modi丘ed

診断される．生後1カ月時に径6mmのバルーン用い大

BTで28日に共に径4mmのBalloonを使用し吻合部
にPTAを行いPGE1からの離脱に成功した．また流

動脈弁形成術を施行．左室大動脈圧較差は術前50

量の低下したoriginal

mmHgから術後10mmHgへ減少した．生後2カ月時

され，心エコーによりAS，

Iarge

VSD，

large

PDAと

BTおよびmodi丘ed

BT（4mm

bandingとスタンセルの手術を施行したが，心

tube）それぞれ1例ずつの2例では術後3カ月に径6
mmのBalloonを使用し流量の改善を得た． Balloon

不全持続．抜管不能である．合併心奇形を伴ったASで

の選択は大動脈症例の3例では術後期間が短いことか

は，早期のバルーン形成術に引き続き，他病変に対す

ら安全のため，狭窄部位前の大動脈径を基準にした．

る外科的手術が必要である．

BTシャント症例で流量低下のためPDAから離脱が

にPA

43．術後3カ月以内に施行したBalloon

angio・

plasty

北海道立小児総合保健センター小児科

困難な症例（表S−1，S−4）では2例とも鎖骨下動脈と

肺動脈の径が3から4mmであったことと，術後1カ月
と早期であったことから径4mmのBalloonを使用し
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表
症例

A2

A．1

診断

西畠

結果のまとめ

Co−A，

VSD

良信＊＊

疾患が胎児期に診断されるようになり，適切な周産期

IAA（A），VSD

SCF＆PAB SCF＆PAB

手術術式

第4号

目的：胎児心エコー法の進歩により種々の先天性心

A−3

CO−A，VSD

信＊，呉屋

第ユ2巻

Blalock−Park．

patch−

angioplasty＆PAB

管理および出生早期治療が可能となってきた．なかで
も弁性疾患は，カテーテルインターベンションにより

術後経過期間

58日

56日

61［ヨ

6カ月

予後の改善が期待できる．胎児心エコーによって出生

施行時体重（kg）

38

28

28

50

前診断された重症大動脈弁狭窄症および重症肺動脈弁

Balloon径（mm）

5

5

3→5

6

狭窄症を中心に，危急先天性心疾患の周産期管理，出

加圧時のwelst

一

一

一

生後の治療戦略について検討を行った．

圧差の推移（mmHg）

50→15

49→2

45→35

血管径の推移（mm）

17→4

17−，4

合併症

なし

なし

Sl

症例

PPA，

診断

ASD，

PDA

S−2

Lt

BT

↓

35→1〔｝

結果：症例1；在胎30週に胎児心エコーでcritical

13−・33

2→4

ASと診断された．胎児水腫合併．37週，2，814gで出

なし

なし

生．出生4時間後にバルーン弁形成術を施行した．有

TGA、
PPA，

ASI）

VSD，

PA

BT

（4mm

効に大動脈弁は拡大できたが，LOSにて1生日に死亡

S4

S，3

Lt−mod

手術術式

一李

＿

TGA，

PA，

PDA，

RAA

Rt−mod
Lt

BT

（4mm

BT

GOre−tex）

Gore−tex）

した．症例2；在胎34週に胎児心エコーでcritical

AS

と診断され，近医にて当院と連絡をとりながら周産期
管理され，39週2，820gで出生．出生後当院に搬送され，

8生日にバルーン弁形成術を施行した．有効に左室大
動脈圧較差は改善できたが，肺高血圧が残存し，4カ

手術経過期間

33日

3カ月

3カ月

28日

施行時体重（kg）

35

50

54

30

3→6

6

4

周産期管理では胎児の状態をモニターでき，出産後の

↓

治療方針について外科医も含めて出産前より検討でき

Balloon径（lnm）

25→4

加圧時のweist

一

PDAから

短期効果

離脱

一

一ナ

↓

十

軽度改善

効果なし

B】−

遠隔期結果

dlre〔t］OIIal

FontaI1へ

Glenn止まり

（PAI＝250）

（PAI＝180）

合併症

なし

なし

効果なし
対側

PDAから
離脱

未評価

BTS施行
なし

月時に死亡した．2症例はいずれも出生前診断を受け，

た．しかし，本疾患は，胎児期から左心機能低下や肺
高血圧症が進行し，予後不良のことが多い．このよう
な病態へと進行する以前に，胎児心エコーで診断し，

肺の成熟とバルーン弁形成術が施行できる体重が確認
なし

できれば，充分な準備のもとショック状態へ進行する
ことなくバルーン弁形成術が施行でき，長期予後を改

た．チアノーゼの改善を目的にPTAを施行した症例

善できる可能性がある．症例3；在胎36週時に胎児心

（表S−2，S−3）では術後3カ月経過していたことから通

エコーで肺動脈弁閉鎖症が疑われ，当院への母体搬送

常の肺動脈に対するPTAと同様に径6mmのBal−

後，critical

loonを選択した．

出生後からlipo−PGE1を使用し，9生日にバルーン弁

PSと診断された．37週，2，946gで出生．

最終的に，大動脈症例はPTAのみで修復されたが，

形成術を施行した．右室収縮期圧は90から40mmHgに

BTシャント症例では心内修復術へ到達できたのは1
例のみでPTAの限界と思われた．今回の検討では，血

胎内診断により充分な準備の下に安全に出生し，出生

管外への造影剤の流出はなく，大腿動脈閉塞や輸血を

後のPGE1の使用により低酸素状態を回避できたこと

要した例もなく術後3カ月以内でも比較的安全に行え

が，バルーン弁形成術の成功につながったと考えられ

ると思われた．

た．バルーン弁形成術は幾つかの技術的問題点が残る

44．胎児期に診断された危急先天性心疾患に対する
久留米大学小児科，鹿児島生協病院小児科＊，

前野

泰樹，杉村

清松

由美，赤木

考察：出生前診断の最大の目的は，出生後にショッ
ク状態で搬入されてくる症例や，あるいは胎児期に病

琉球大学医学部小児科＊＊

武代，山川

が，本症に対する有効な治療法と考えられ，救命は可
能と思われる．

カテーテルインターベンション

主計

改善し，25生日に退院となった．この症例において，

輝宏

態が進行し，妊娠満期の出生時にはすでに解剖学的に

徹，橋野かの子

致死的となっている症例に対し，出生前に正確な診断

留美，河野
禎治，加藤

裕久

を行い，母体搬送，出産時期や方法の検討，そして出
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生後の治療の準備下での分娩など，周産期のマネージ

カテ施行退院した．その後しばらく著変なかったが，

メントを行うことである．これら周産期管理の改善は，

再び術創部より排膿あり12歳時同部デブリードマン施

患児を安定した状態でのカテーテル治療へと導き，予

行した．この時，肺血流シンチにて右肺野全欠損に気
付かれた．心カテ造影にて，右肺動脈は分岐部にて完

後改善への重要な因子となると思われる．

45．TCPC後の心房内導管狭窄に対する経皮的バ

めた．ガイドワイヤは安易に閉塞部を通過せずカテを

ルーン拡大術

終了，アスピリンおよび小量のワーファリンを開始し

榊原記念病院小児科
畠井

芳穂，村上

保夫，森

鈴木

清志，西山

光則，三森

症例は11歳の男児．SLL，

DILV，

ASD，

banding後の診断で，10歳時にTCPC（Total

monary

全閉塞，多数の大動脈より右肺動脈への側副血行を認

克彦

た．シネ現像後若干右肺動脈盲端は末梢に進んでいた

事に気付き，約3カ月後再度PTAを試みた．まず6F

重和
PA

コーディスJRをガイドカテとし，0、035ラディフォー

Cavopu1−

カスガイドワイヤで閉塞部の通過を試みたところ，難

PH，

Connection）を行うも，9カ月後に蛋白漏出

性胃腸症による浮腫が出現したため，心カテーテル検
査を施行したところ，心房内導管狭窄と判明した．こ

渋したが，少しずつ前進ついに末梢肺動脈にワイヤが

進んだ事を確認し，同部に3mmウルトラシン風船カ
テーテルを挿入拡張した．右肺動脈狭窄部は2mm，そ

の狭窄に対して経皮的バルーン拡大術を行った．IVC

の末梢で3．8mmであったため，4mmバルーンに

平均圧20mmHg， PA 8mmHg， SVC gmmHgで，導
管一肺動脈吻合部及び導管内にそれぞれ径1mm，5mm

SIZE

UPし，拡大形成を追加した．カテ後ヘパリン持

続点滴，10日後の確認造影では，右肺動脈は全体に低

の狭窄を認めた．径12mmのHOPKINGTON社

形成で，狭窄部は3．7mmと細いながらもPTA直後よ

TYSHAKカテーテルを用いて拡大した．術直後の径
は各5mm，9mmに拡がり，IVC平均圧は］7rnmHgと

少ないままであった．4カ月後の右肺動脈造影では，

りも太くなり分岐も増えていたが，上肺野への血流は

なった．その後外来で経過観察したが，症状の改善が

狭窄部は5．8mm，その末梢で8．1mmとさらに太く分

みられないため1カ月後に再度心カテーテル検査を

岐も増えていた．肺血流シンチでは右上肺野は依然と

行ったところ，心房内導管は閉塞していた．再手術時

して欠損しているが，左右のカウント比は81．6％対

の所見は，導管内部に新旧血栓があり，肺動脈側は完

18．4％であった．

全閉塞していた．導管交換により症状は消失した．

Fontan型手術後のバッフルや導管の狭窄について

まとめ：本例は，症状もなく閉塞時期がわからない

が，このような症例に対してもPTAは有効で安全な

は，本症例のようにバルーン拡大術が有効でない例が

方法と思われた．フォンタン術後は新たなイヴェント

あり，別の方法（ステント留置術）が考慮される．

がなくても肺血流シンチ等定期的な検査が必要と痛感

46．フォンタン術後の右肺動脈完全閉塞に対する経

皮経管的血管形成術（PTA）の1例
社会保険小倉記念病院小児科，島根医科大学
小児科

憲二，羽根田紀幸1）揖野

47．総肺静脈還流異常を伴うRight

isomerismの

肺静脈狭窄におけるPTAの経験一Fontan手術の前

），益田赤十字病院小児科2）

岸田

した．また中長期的な抗血栓療法も考慮されるべきと
考える．

恭久2）

段階治療としての意義一
国立循環器病センター小児科1），放射線診療

フォンタン型の手術が行われるようになって久しい
が，近年この術後の肺動脈狭窄や部分的梗塞が注目さ

部2），心臓血管外科3｝

れ始めている．

今回我々は，フォンタン術後6年目に偶然気付かれ
た右肺動脈分岐部完全閉塞に対し，経皮経管的血管形

成術（PTA）を試み，良好な結果を得た．教訓とすべ
き症例でもあり若干の考察を加え報告する．

弁閉鎖と診断，1歳9カ月脳梗塞その後右半身麻痺，

央1）木村

晃二2〕藤原

元紀1）

渡辺

健1）小野

安生1）新垣

義夫1）

神谷

哲郎1）八木原俊克3）

症例は1歳の女児．生後1カ月の心カテでRight
isomerism，

症例：12歳男児，生後3カ月時心雑音指摘され三尖

杉山

slight，

UVH（RV

TAPVC（PV

type），
to

CAVC，

LSVC），

d−MGA，

bilatera1

PS

SVCと診

2歳時右ブラロックタウシッヒ短絡術施行，5歳時

断された．心内構造から最終的にFontan手術を目指
し，1回目の手術は侵襲を最小限にするため非人工心

フォンタン術施行，正中術創部感染あり約3カ月後心

肺下の手術を選択した．右SVCを切離し，中枢側に
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PVを吻合．さらにPA

Bandingを追加した．術後の

PV還流はnativeのPV還流とPV−RSVC吻合の還
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瞭，於保

信一

百々

秀心，石澤

香取

竜生，本間伸一郎，磯田

貴義＊

流となったが，生後5カ月頃より胸部X線上肺うっ血

種々の血管狭窄に対しバルーン血管形成術（BDA）

像が増強し吻合部狭窄が窺われた．生後9カ月で
nativeのPV returnに対してPTAを施行した．アプ

が行われている．今回，我々は主要体肺側副血行路

ローチは左内頸静脈を穿刺し左SVCよりPVにカ
テーテルを挿入した．使用したカテーテルはnew
Ultra−thinでバルーン径6mm．狭窄部はPTA前1．8

の結果を報告する．症例は，3歳男児．生下時よりチ

mmから後3．5mmに拡大した． PV圧はPTA前30
mmHgより後15mmHgに改善した．PTA後チアノー

（MAPCA）の限局性狭窄に対しBDAを行ったのでそ
アノーゼが認められ，肺動脈閉鎖（PA），心室中隔欠

損（VSD）と診断され，4カ月の時， MAPCAが確認
された．2歳6カ月の時，心カテ施行し，下行大動脈
より3本のMAPCAを認め，それぞれに狭窄を伴って

ゼが改善したが，1カ月を経過した頃より再びチア
ノーゼが増強し，心エコーでPVのreturnが秒速2．O

いた．外来にて経過観察中，チアノーゼが増強したた

mを超えるようになったために1歳で2回目のPTA

Traker−18

を施行した．前回同様，左内頸静脈より穿刺し左SVC

krodt社製Advance 418カテーテルを挿入しBDAを
行った．2本はwaistが消失せず，1本はwaistが認

からnativeのPV

returnに対してPTAを施行した．

使用したカテーテルはnew

mm．

U］tra−thinでバルーン径7

PTA前2．6mmから後4．3mmに拡大した．さら

め，バルーンによるMAPCAの狭窄部拡張を試みた．
systemを用いて，3．5mm，4mmのMallin−

められなかった．waistの消失がなかった1本に対し，

4mmのScimed社製NC

Cobraカテーテルを用いて

chamberを経

20atmまで圧をかけたがwaistは消失しなかった．手

由してPV−RSVC吻合まで挿入し術後吻合部狭窄に

技終了後の造影でも狭窄部の拡大は認められず，SaO2

対してPTAを施行した．

の改善もなかった．

にバルーンカテーテルをCommon

PV

PTA前1mmから後2．6mm

に拡大した．PV圧はPTA前23mmHgから12mmHg
に改善した．PTA後チアノーゼが減少し，心エコーで

のPV

returnはPTA前の秒速2．3mから後1．Omま

で改善した．しかし，PTA後1カ月を過ぎる頃から再

結語：MAPCAの狭窄部に対する，

49．術後遺残狭窄（再狭窄）に対するバルーン血管
拡大術の臨床的検討
兵庫県立尼崎病院心臓センター小児部

びチアノーゼの増強が見られ1歳3カ月で3回目の
PTAを施行した．1歳5カ月時に2回目のpalliation
として人工心肺を用いてTAPVC
ectional

Glenn，再PA

repair，

Bidir−

Banding，房室弁のplastyを

BDAによる効

果は低いと考えた．

坂崎

尚徳，武知

哲久，愼野征一郎

術後遺残狭窄に対するバルーン血管拡大術（以下
BDAと略）の件数は，のべ30件で肺動脈系は21件大動

施行し，現在，術後4カ月でPVの吻合部狭窄は認め

脈系は9件であった．施行年齢は平均4．9歳，術後期間

られずFontan手術待機中である．

は平均3．1年であった．効果判定は，A群が根治的効果

考察：Isomerism

heartに合併するTAPVCにお

を認めたもの，B群が手術をせずに経過をみられたも

ける乳時期早期の姑息的開心術はriskが高く，非人工

の，C群が1年以内に手術に至ったものとした．肺動脈

心肺下のPVと心房またはSVCの吻合術が有用であ

系のBDA

21件の効果は，

A群6件，

B群11件，

C群

る．しかし，吻合口が十分得られないことが多くその

4件であった．原疾患は，dTGAのJatene術後4例，

ために吻合部狭窄を起こしやすい．本症例はPTAで

TOF根治術後4例，その他PPAブロック術後，

経時的にPV

cTGA，

stenosisの解除を行い，1歳を過ぎるま

PAのBTシャント術後，

SV，

PAのBCPS術

で待機してからTAPVCのrepairすることができ
た．このような目的にPVに対するPTAは有用であ

後例等であった．狭窄部位別では，肺動脈弁上部及び

ると考えた．また，PTAを施行する時期の決定にPV

例のみであった．効果別検討では，バルーン径／狭窄径

のflOVLr

比300％以上はA群で6件中5件，B群では11件中7

velocityの計測は簡便で良い指標となると考

えた．

48．主要体肺側副血行路狭窄に対しバルーン血管形

成術を行った肺動脈閉鎖・心室中隔欠損の1例
国立小児病院循環器科，現

東京大学小児科＊

末梢性肺動脈狭窄17件のうち再手術を要したものは1

件であった．9atm以上の高圧例は， A群で6件中2
件，B群で11件中9件， C群で4件中3件あった．30秒
以上の時間をかけた例は，A群で6件全例，

B群で11

件中7件に対し，c群では4件中1件のみであった．大
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9件（CoA

7件，

IAA

2件）の効果は，

A群7件，B群2件で，再手術を要したC群はなかっ
た．術後1カ月のCoA症例は，バルーン破裂のため十

4例では血流比平均3％，狭窄径平均1．9倍増加，圧較
差平均48％．

考案および結語：PTA成功としていた例でも血流

分な圧及び時間をかけられず，BDA後再狭窄のため
再度BDAを要した．また動脈瘤の合併例は術後期間

recoil，2．

12年であった．特殊なケースとしてBCPS症例の

た．以上を第7回J．P．LC．にて発表した．

BDAを提示する．この症例は，

のbidirectional

SV，

PA症例で，両側

Glenn後の右肺動脈狭窄にたいし段

分布の改善に結び付かない例がある．原因として，1．

PTA無効例，3．肺血管抵抗等が考えられ

51．末梢性肺動脈狭窄に対するバルーン拡大術の合
併症一肺動脈亀裂／出血について一

階的に2回のBDAを施行し狭窄解除に効果的であっ
た．その後TCPCの待機中にチアノーゼの進行と顔面

東京女子医大日本心臓血圧研究所循環器小児
科

の浮腫が出現した．右上大静脈造影を施行したところ，

森

善樹，中西

敏雄，富松

宏文

右上大静脈と肺動脈との吻合部狭窄はそれ程強くみえ

朴

仁三，中澤

誠，門間

和夫

なかったが，右上大静脈から倶幅‖血管を介して奇静脈

目的：末梢性肺動脈狭窄に対するバルーン拡大術の

の方に血流がスチールする像を認め，3回目のBDA

合併症である肺動脈亀裂／出血の頻度，原因を検討する

を施行した．左内頸静脈アプローチで，DSCバナナ形

こと．

状バルーンを吻合部狭窄部位に進めインフレーション

対象と方法：1983〜95年にバルーン拡大術を施行し

した．BDA後は，前と同一部位での造影にもかかわら

た末梢性肺動脈狭窄は171例，214病変で，1例2病変

ず，奇静脈は造影されなくなった．このようにnonpul−

を除いていずれも手術既往のある症例であった．拡大

satile

部位は主肺動脈53病変，右肺動脈63病変，左肺動脈98

flowの場合には，血流パターンを造影等で評し

病変で，年齢は3カ月〜38歳．これらを対象に肺動脈

たうえでBDAを試みるべきと考えられた．

結語：肺動脈系のBDAでは，狭窄径の300％以上の

が亀裂／出血した例数，亀裂／出血部位，亀裂症例がバ

バルーンで，時間は60秒以上が効果的と考えられるが，

ルーン拡大術の成功例か否かを調べた．また亀裂症例

9気圧以上の高圧でも無効な場合がある．

と亀裂のない成功例での用いたバルーン径，拡大術の

2）大動脈系のBDAは効果及び合併症に術後経過
期間が関与すると考えられた．

造影剤が血管外に漏出したものとし，バルーン拡大術

3）静脈系の場合，狭窄径だけでなく血流パターンも

評価しBDAを試みるべきである．
と肺血流シンチグラムについて
児科

徹，中西
智明，門間

結果：214病変中，成功と判定されたのは121病変，

58％で，亀裂症例は5例，5病変，2％の頻度で，い

東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所小
広川

の成功とは拡大後の径の増大，または圧差減少が50％
以上得られたものとした．

50．末梢性肺動脈狭窄症に施行したバルーン拡大術

村上

施行時期を比較した．尚，肺動脈亀裂／出血とは拡大後，

敏雄，朴

仁三

和夫

ずれも成功例であった．亀裂症例はdTGAのJatene
術後2例，dTGAのAubert法術後1例， BWG症候群

の心内修復術後1例，PPAの両側BT短絡術後1例
で，いずれも手術既往のある症例であった．主肺動脈

目的：末梢性肺動脈狭窄症に対するバルーン拡大術

狭窄を拡大した2例，主肺動脈狭窄と左，右肺動脈狭

（PTA）成功例の肺血流分布の変化を検討．

窄を拡大した2例の計4例では狭窄部遠位の分岐部に

対象：末梢性肺動脈狭窄症に対しPTA施行し成功
した患児8例（PTAの成功は圧較差50％以下，狭窄径

近い主肺動脈が亀裂し，亀裂部位は術後の癒着がある

50％拡大）．

たもう1例は狭窄部遠位のnativeの左肺動脈が亀裂

と思われる部位からであった．左肺動脈狭窄を拡大し

年齢：1歳〜13歳（平均6．1歳）．

した．亀裂症例5例のバルーン径はそれぞれ最狭窄部

方法：PTA前と術後ユ週間以内に肺血流シンチを

の4．4，3．6，3．3，2．8，2．5倍で亀裂のない成功例での

施行．肺血流分布の左右比が10％以上変化した症例を

バルーン径の範囲は1．5〜6倍であった．拡大術の施行

血流改善群（A）とし非改善群（B）と比較検討した．

時期は手術からそれぞれ1年3カ月，1年8カ月，3
年5カ月，5年，5年4カ月後であり，亀裂のない成
功例の施行時期は手術から3カ月〜9年9カ月後の範

結果：（A）群4例では狭窄側の血流比が平均16％，

狭窄径が平均2倍増加，圧較差平均26％減少．（B）群
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囲であった．亀裂／出血のために死亡，緊急手術をした

肺動脈閉鎖，動脈管開存と診断されLipo−PGE，が開始

症例はなく，1例は経過観察のみ，2例で輸血，鎮静

された．2カ月時に右体肺動脈短絡術（4mm，

などの保存的治療を要した．dTGAのJatene術後，

が施行された．動脈管閉鎖に伴い左肺動脈の狭窄が進

Aubert法術後の他の2例は大動脈

行した．10カ月時に心カテが施行されUVEDV＝

肺動脈痩を形成

し，それぞれバルーン拡大術の2．19カ月後に手術を施

281％of

行した．

に対し体肺動脈短絡経由による経皮的バルン血管形成

まとめ：肺動脈亀裂／出血は末梢性肺動脈狭窄に対

RV

Golaski）

normalであった．同時に左肺動脈狭窄

術が施行され狭窄部は1．6mmから3．2mmになった．

するバルーン拡大術の2％に発生した．合併症発生症

1歳4カ月時に心カテが施行され，PAAI＝0．76，右肺

例にバルーン径が大きい，また施行時期が早すぎた症

動脈平均圧＝13mmHg，肺血管抵抗＝2．85Um2，

例はなく，有効なバルーン拡大術をしようとすれば，

UVEDV＝239％of

回避困難な合併症と考えられた．従っておこった際の

時にFontanが施行され術後管理中である．

充分な対策をたて，おこなうことが肝要であると思わ

RV

normaユであった．1歳4カ月

結語：肺動脈閉鎖2例において，体肺動脈短絡術後
の肺動脈狭窄に対して体肺動脈短絡経由による経皮的

れた．

52．体肺動脈短絡術後の肺動脈狭窄に対する体肺動
脈短絡経由による経皮的バルン血管形成術

量負荷，房室弁閉鎖不全，肺高血圧の懸念される
Fontan

国立循環器病センター小児科
渡辺

健，小野

安生

塚野

真也，神谷

哲郎

木村

candidateでは，児をFontanにつなげる有用

な手段と考える．

53．術後早期に右肺動脈分岐部狭窄拡大術（BAP）

を施行した2乳児例

国立循環器病センター放射線診療部

Fontan

バルン血管形成術を施行し良好な結果を得た．特に容

晃二

九州厚生年金病院小児科
大野

candidateの肺動脈閉鎖に対して体肺動脈

短絡術が施行された後に動脈管の閉鎖に伴い左右肺動

拓郎，仮屋園秀彦，城尾

邦隆

術後早期に右肺動脈分岐部狭窄に対してBalloon

脈間の肺動脈狭窄が進行した症例に対して，体肺動脈

angioplasty（以下BAP）を施行した2乳児例について

短絡経由による経皮的バルン血管形成術を施行し，そ

報告する．

の後Bilateral

Bidirectional

GlennおよびFontanに

症例1：日齢14Hemitruncusの診断で入院し，日齢
16人工心肺下に根治術を実施される．術後早期より右

至った症例を2例経験した．
症例／：生後まもなく右胸心，両大血管右室起始（左

肺動脈吻合部狭窄を合併し，日齢108（術後93日）・

室低形成），心房中隔欠損，肺動脈閉鎖，動脈管開存と

3，550gの時点でBAPを実施した．

Guide

診断されLipo−PGE，が開始された．1カ月時に左体肺

（GW）；Microvena（M）0。018／Tyshak

8mm（7atm：

動脈短絡術（4mm，

464％）を4〜5atmで用手的に加圧．狭窄部径は2．2mm

Golaski）が施行された．動脈管閉

Wire

鎖に伴い右肺動脈の狭窄が進行し，3カ月時の肺血流

から4．1mmまで拡大し，右室圧も48mmHgから40

シンチでは右左比が0．30であった．4カ月時の心カテ

mmHgまで低下した．1年後再狭窄は認めていない．

でRVEDV＝327％of

normalであった．右体肺動脈

症例2：日齢12

AP−window，

IAA（B）の一期的根

短絡術追加では容量負荷が懸念されるため，5カ月時

治術を施行したが肺動脈拡大部の高度狭窄により右心

に右肺動脈狭窄に対して体肺動脈短絡経由で経皮的バ

不全が持続し，日齢46（術後34日）・2，600gの時点で，

ルン血管形成術が施行され狭窄部は1．5mmから4．3

人工換気下に1st．

mmになった．直後の肺血流シンチは右左比が0．84，

4mm（Medi−tech，10atm：364％）を使用し4〜5atmで

BAPを実施した．

GW；MO．016／S

10カ月時は1．16であった．11カ月時に心カテが施行さ

用手的に加圧．更に日齢102（術後90日）・3，500gの時

れ，PAAI＝0．53，右肺動脈平均圧＝7mmHg，肺血管

点で2nd．

抵抗＝2．75Um2，

367％）でinflatorを使用した（図2）．狭窄部は1．1mm

RVEDV＝271％of

た．1歳1カ月時にBilateral

normalであっ

Bidirectional

Glennが

施行され術後特に問題なく退院しFontan待機中であ

BAPを施行．

GW；MO．018／S

6mm（8atm：

から3．3mmまで拡大し，右室圧は79mmHgから47
mmHgに低下した（図1，3）．

BAP実施後元気に退

院し，現在経過は良好である．

る．

症例2：生後1日に右胸心，単心室，共通房室弁口，

まとめ：いずれの症例も低体重・術後早期の実施で
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pre

post

BAP

SUB−46mm（図2）
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lst．BAP（図1）

pos亡2nd．BAP（図3）
図

合併症の発生が危惧されたが，小径シース・小径バルー

ンカテーテルの使用，低圧（4〜5atm）でのBAP実施

澤

により軽減することが可能であった．更に追加実施す
〆

影

ることで効果を高め，再手術を回避することができた．

ハ

術後2カ月以降のinterventionが推奨されており，今
後の検討ならびに症例の蓄積が必要であるが，慎重な

実施により術後早期にもinterventionを加えること

N

は可能と考える．また，適正な実施のため術後評価お

饗

よび経過観察に際し小児科・外科の連携を強め，協同

di

54．右側大動脈弓弓部の大動脈縮窄に対するバルー

ヴ

1）茨城県立こども病院小児科，2）筑波大学小児

科，3）筑波大学循環器外科
中村

裕子1）堀米

、
㎡

』ん

驚D

宏1）毛利裕佳子1）

仁志2｝厚美

冊

直孝3）

遙

症例：7カ月，男児．内蔵心房逆位，左室性単心室，

口

L

B−Tシャントを施行した．5カ月か
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図

肺動脈閉鎖，右側大動脈弓の診断（写真A）で生後2

蘂

饗

罫霧パ

（CoA）に対してバルーン血管形成術（BA）を施行し，
良好な結果を得たので報告した．

憲

魏嚢

三職

右側大動脈弓の弓部に生じた稀な大動脈縮窄

カ月，右modified

※

檬滋

剛志1）星田

肇

ン血管拡張術の経験

磯i部

U

馬

作業として展開させる事が重要である．

604
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ら浮腫が見られ，しだいに心不全が進行，生後7カ月

例を経験し，経皮的バルーン血管拡張術により救命し

左側動脈管の閉鎖（写真B）に伴い進行した大動脈弓

えたので報告する．

部のCoAと診断した（写真C，

症例は2歳女児．生後4カ月時，咳鰍，下痢をきた

D）．縮窄部は右鎖骨下

動脈起始部より近位側で，右鎖骨下動脈をシャントに

し紹介医に入院した．その際，心雑音と胸部レントゲ

使用していたため，手術は困難になると考えBAを施

ン上，心拡大を認めたため，精査加療目的にて当科に

行した．術前の大動脈造影で上行大動脈17mm，狭窄部

紹介された．当科入院時，多呼吸，ギャロップ・リズ

3』mm，縮窄部遠位大動脈10．3mm，横隔膜部大動脈

ムで，両側大腿動脈の拍動は微弱であった．さらに，

6．2mmであった．バルーンはバナナ型6mm，タイ
シャック8mm，10mm×2．Ocmを使用，大動脈圧較差

心エコー上，心内奇形を認めず，右大動脈弓は限局性

は収縮期53mmHgから40mmHgに低下した．術後，全
身状態は改善したが上下肢血圧差が50mmHg残存し
たため2週間後再度BAを施行した．タイシャック12

張型心筋症様であった．術前心臓カテーテル検査では，
室を認め，左室拡張末期容積41ml（293％of

mm×2．Ocmを使用したところ（写真E），圧較差は40

左室駆出率24％であった．右側大動脈弓の狭窄部位（径

から10mmHgに低下，心不全は軽快し退院した．1歳

3．Omm，収縮期圧較差14mmHg）に対し，経皮的バルー

3カ月で上下肢圧較差が30mmHgに増加したため，3
回目のBAを施行した．タイシャック12mm×2．5cm
を使用したところ圧較差は28から20mmHgに低下，狭

Tyshakカテーテルを用い段階的に拡張した結果，圧

に低形成で一部狭窄を伴い，左室機能不全をきたし拡
心内奇形に伴わない右側大動脈弓で，下行大動脈に憩
norma1），

ン血管拡張術を施行した．バルーン径5mm，6mmの
較差は改善しなかったが縮窄部位の血管径は5．7mm

窄部径は1回目のBA施行前3．Ommから6．Ommに

と拡張した．術後11カ月の心臓カテーテル検査では，

拡大した（写真F）．

同部位に圧較差は消失し，右側大動脈弓の血管径は5．8

考察：1）本例のCoAは通常のCoAと異なり大動
脈の轡曲部に位置していた．このため，バルーンは拡

mmと再狭窄を認めず，左室拡張末期容積43ml（186％
of

normal），左室駆出率40％と改善していた．さらに，

張途中まで大動脈弓に沿って轡曲して膨らんだが，十

その後の心エコー検査による定期フォローでは，左室

分に膨らむと前後端が大動脈壁に接する部分を支点と

拡張末期径，左室駆出率は術後1年6カ月頃よりほぼ

して，中央部が縮窄部を下方に圧排する形となった．

正常化した（図）．

バルーン径以上の伸展圧力がCoAに作用すると考え

今回，我々の経験した大動脈弓狭窄は通常の大動脈

られ，使用するバルーン径の選択に苦慮した．2）本例

縮窄と異なり，右側大動脈弓の右鎖骨下動脈分岐部の

のCoAに対して手術を行う場合，

subclavian

flap法

中枢側に狭窄をともなった症例である．さらに，右側

や端々吻合は実施困難でbypass

graftを上行大動脈

下行大動脈には憩室を認め，稀なタイプではあるが血

から下行大動脈へ置く方法が考えられた．しかし，術

管輪を形成しやすいとされている．この様な大動脈弓

中下半身への血流のみならずB−Tシャントを介して

異常により，拡張型心筋症様の重症左室機能不全に

肺動脈への血流も維持しなければならず，容易な手術

陥った症例の報告はみあたらない．

新生児期の大動脈縮窄は，うっ血性心不全をきたし

ではないと思われた．

結語：native

CoAの治療に手術とBAのどちらを

選択すべきか議論の別れるところだが，手術治療のリ

スクが相対的に上昇する症例ではBAを選択する余

％

％o川o「mal
160

100

地が十分にあると考えられた．

80

55．重症左室機能不全をきたした右大動脈弓低形成

唱 刷

L
60山
〉
＿」

O

＞﹂

にたいするバルーン血管拡張術

富山医科薬科大学小児科

同

40

津幡

眞一，市田

蕗子，橋本

浜道

裕二，宮脇

利男

第1外科

村上

郁夫

120

20

新，深原

一晃

100

我々は，下行大動脈に憩室を認め右側大動脈弓の限
局性狭窄のため乳児期に重症左室機能不全に陥った症

0

0

図

10M

20

M

PTA後，心エコー検査による左室機能の経過

Presented by Medical*Online

平成8年8月1日

605−（117）

テルを挿入し，バルーンは5気圧，10〜20秒の条件で

やすい疾患の一つである．経皮的バルーン血管形成術
は，新生児期や乳児期早期の大動脈縮窄に対しては，

2回拡張したが，大動脈引き抜き圧較差に変化を認め

再狭窄をきたしやすく，その適応，方法，および合併

なかったため，5mm径のバルーンに変更し同条件でさ

症などの点で，未だ問題を残している．今回，我々は，

らに2回拡張した．Waistは完全には消失しなかった

患児の心機能が著しく不良なため，外科的修復はリス

が，BDA後，狭窄部径は1．Ommから2．3mmに拡大し

クが高いと判断し，カテーテル・インターベンション

大動脈引き抜き圧較差は64mmHgから23mmHgに低

による治療を選択した．経皮的バルーン血管拡張術直

下した．BDA後，患児の全身状態は改善し外来観察が

後は，左室拡張末期径が拡大したが，乳児期の過剰な

可能な状態になった．更に，1歳4カ月時に2度目の

圧負荷の解除により次第に左室機能は改善した．

BDAを施行した．バルーン径が5mmの3。5Fr．

重症左室機能不全状態に陥っている乳児例に対して

TYSHAKバルーンカテーテルを挿入し，バルーンは

も，経皮的バルーン血管拡大術は安全かつ有効であり，

5気圧，20秒の条件でユ回拡張した．Waistは消失し，

BDA後，狭窄部径は2．3mmから3．5rnmに拡大し，大

第一選択となりうると思われた．

56．緊急バルーン血管拡大術により救命し得た大動

動脈引き抜き圧較差は30mmHgからOmmHgに低下
した．2回目のBDA後，心室中隔欠損パッチ閉鎖術お

脈縮窄症複合型術後再狭窄の1乳児例
済生会前橋病院小児科，＊群馬大学小児科，＊＊

よび肺動脈絞拒解除術を施行し，術後経過は順調で

群馬県立小児医療センター内科

あった．1歳5カ月時，両側の大腿動脈は触知可能で，

井上

佳也，小野

小林

敏宏＊，篠原

小林

富男＊＊曽根

真康，岡田

恭典

大動脈造影では動脈瘤，再狭窄は認められなかった．

術後早期でかつ低体重であっても術後再狭窄の症例

真＊＊小須田貴史＊＊

克彦＊＊

に対して緊急BDAは有効な治療法であった．
57．大動脈縮窄（CoA），離断（IAA）複合手術後の

我々は，術後57日目（日齢59）に，体重2，360gで緊
急バルーン血管拡大術（balloon

dilation

再縮窄に対する早期の経皮的バルーン大動脈形成術

angioplasty，

（BAP）

BDA）を施行し救命し得た大動脈縮窄症複合型術後再

聖隷浜松病院小児科

狭窄の1例を経験した．症例は日齢2の女児で，大動
脈縮窄症複合型の診断で手術を目的に入院し，入院後
直ちにBlalock

Park法による弓再建と動脈管結紮術

および肺動脈絞拒術を施行した．手術後，内科的治療

横山

岳彦，山守かずみ，大城

岩瀬

一弘，西尾

公男，瀬口

犬飼

和久，鬼頭

秀行

学
正史

を続けたが多呼吸，体重増加不良を認め，術後57日目

大動脈縮窄，離断複合に対する大動脈弓再建術後に

に下肢の脈は触れず無尿の状態になった．動脈血血液

生じた再縮窄に対して，術後3カ月以内の早期にBAP

ガス分析では混合性アシドーシスを認めたため挿管し

を行ったので報告する．

症例1：在胎40週，3，174g，正常分娩にて出生．日

大動脈縮窄症術後再狭窄と診断し緊急BDAを施行し
た．カットダウンにて左大腿動脈を露出し4Frのシー

齢27，ductal

スを挿入した．カテーテルはバルーン径が横隔膜部下

診断した．日齢35，SCF，

行大動脈径を越えないという基準から選択した．バ

窄を生じ，術後90日目に，心カテを施行．下行大動脈

ルーン径が4mmの3．5Fr．

の横隔膜面の直径5．1mに対してBalloon径4mmで

TYSHAKバルーンカテー

図
A：日齢59BDA前，

B：日齢59

shockにて緊急入院し，

BDAの経過

BDA後，

C：1歳4カ月BDA前，

BDA後
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2回，5mmで1回BAPを施行した．圧較差は56

カテーテル治療を選択した．心カテを行ったところ上

mmHgからBAP後，20mrnHgに低下した．

行大動脈と人工血管の吻合部の部分に狭窄を認め，引

BAP後

15日してICRを行ったが，術後にはCoAを認めてい

き抜き圧にて狭窄部に120mmHgの圧較差を認めた．

ない．

最初6mmのバナナバルーンにて拡張を行い圧較差は

症例2：在胎39週，2，756gにて出生．日齢1にて

IAA（type

A）＆VSD＆PDAと診断．日齢12，

約90mmHgとなり，次に7mmのTYSHAKバルーン
で拡張を行った．7mmバルーンで拡張した後の造影で

PAB施行．日齢55，心カテを施行．術後縮窄

は狭窄は少し残っているが圧較差は約50mmHgまで

を認め，下行大動脈の横隔膜面の直径4．7mに対して

低下していた．7mmバルーンの拡張によりかなりの治

Balloon径4mmで3回BAPを施行した．圧較差58

療効果が得られたため，手技を終了しようか，さらに

mmHgから26mmHgに改善した．しかし，生後9カ月
の心カテでも42rnmHgの圧較差があったため，再度
BAP行ったが有効ではなかった．生後10カ月にて外科

サイズアップしようか検討した後，8mm TYSHAKバ
ルーンで拡張を行った．8mmバルーンで2回拡張を行
い，2回目にバルーンをデフレーションした後から徐

的大動脈弓再建と心内修復術を行った．

脈となり失った．家族のご厚意により剖検をさせてい

考案：大動脈弓再建術後のCoAの発症に対する早
期のBAPは大動脈瘤の発生などの危険があり避ける

ただいたところ，上行大動脈と人工血管吻合部の所に

3mmの裂開を認め，ここから出血したことが明らかと

べきであるが，CoAにより下肢の脈が触知不良となり

なった．また組織所見にてサイトメガロウイルス感染

心不全症状が悪化する場合にはBAPをせざるを得な
い．BAPを行う場合用いるバルーン径に注意し，圧を

に特徴的な巨細胞封入体が肝臓の他，肺，唾液腺，副
腎，膵，胆嚢，腎，甲状腺，食道，小腸，大腸，膀胱，

かけすぎず，短時間に行い，無効でもsize−upには慎重

前立腺にも認められ全身性サイトメガロウイルス感染

であるべきと考えられた．

症と診断された．

EAAA，

58．大動脈弓離断複合術後の大動脈弓再狭窄に対し
行ったバルーン拡大術により縫合部が裂開し死亡した

総括：インターベンションを行うに当たり，本症例
のように他疾患合併の影響等で組織の脆弱化が起こっ
ている場合もあるので，術前慎重な検討が必要である

1例

こと，および治療効果がうまく現れているときでも，

新潟市民病院小児科
坂野
同

忠司，山崎

明，中山

正成

宏，山崎

芳彦

どの時点で手技を終了とすべきか，判断の難しいこと
を本症例を通じて痛感した．

心臓血管外科
金沢

大動脈弓離断複合の一期的根治手術後に生じた大動
脈の再狭窄に対し，バルーン血管形成術を行ったが縫

59．Balloon

angioplastyにて治療した大動脈縮窄

の1乳児例
自治医科大学小児科

合部が裂開し失った症例を経験したので報告する．症

江口ゆかり，五十嵐

例は1カ月の男児，主訴は胸水貯留，全身浮腫，黄疸．

菊池

浩

豊，白石裕比湖

現病歴は在胎39週，出生体重3，080gにて出生し，日齢

大動脈弁狭窄と僧帽弁狭窄を合併した大動脈縮窄に

2日，ショックとなり紹介先の小児科に入院し，大動

Balloon血管拡張術（BDA）を行い心不全症状が軽快

脈弓離断複合と診断され手術目的にて当科に紹介され

した4カ月女児例を経験した．

VSD，

在胎期間36週5口，出生体重1，902gで出生．日齢7

PHと診断したが，肝機能異常があるた

から頻脈，多呼吸，哺乳緩慢等の心不全症状が出現．

めこの回復を待ち，日齢17に一期的根治手術を施行し

心エコー・ドプラー法では管後型大動脈縮窄を認め，

た．心臓カテーテル検査を行いIAA（type

ASD，

PDA，

B），

た．しかし術後，再度，肝機能障害が出現し，また心

縮窄部は内径1．3mm，縮窄前後の圧較差は36mmHg

不全症状が遷延し，栄養状態も不良となっていた．な

であった．また，大動脈弁は2尖で圧較差23mmHg，

お一期的根治手術の時の大動脈の再建は上行大動脈と

圧較差11mmHgの僧帽弁狭窄も認められた．心不全は

下行大動脈の間を8mm人工血管を用いて再建した．心

内科的治療に抵抗性であったため，後負荷の軽減に伴

エコー検査で大動脈の再狭窄がわかり，治療について

う症状の改善を期待して大動脈縮窄に対するBDAを

心臓血管外科に相談したが，患児の全身状態からして，

施行することとした．再狭窄の可能性，安全性などを

再度，人工心肺に耐えうる状態でないとの結論になり，

考慮し，生後4カ月時（修正3カ月）に体重3，595gに
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て大腿動脈穿刺法で全麻下に心カテ検査，血管造影，

動脈弓の再建と動脈管の閉鎖が必要と考えた．すべて

BDAを施行した．縮窄前後の圧較差は19mmHg，狭窄

を手術によるか，またはできる限り内科的に対応する

は膜状狭窄で縮窄部径は1．3mm．大動脈弓から縮窄部

かが問題となった．大動脈弓の再建と動脈管の結紮を

にかけて側副血行が発達していた．Hopkington血管

外科的に行うことは侵襲が大きく，術後管理が困難に

拡張Balloonカテーテル4mm径を用いBDAを施行

なると予想された．そこで，interventionの適応につい

した．術後，縮窄部径は2．7mm，圧較差はOmmHgと
なった．大動脈弁狭窄の圧較差は9mmHgで，治療は行

て検討し，縮窄がisthmusに限局したものであったこ

わなかった．臨床所見として上下肢の収縮期血圧の差

応と判断した．また動脈管開存に対しては，インドメ

は10mmHg程度となり，哺乳は良好で，体重増加も順

サシン静注による治療を試み，閉鎖しない場合に手術

調となった．術後に穿刺部からの出血はなく，大腿動

を行うこととした．

脈も触知良好であった．現在，術後10カ月経過するが，

心エコー上，瘤の形成や再狭窄は認められておらず強

とから，バルーンカテーテルによる血管形成の良い適

日齢18日，体重606gの時点でバルーン血管形成を施
行した．まず，大腿動脈をカットダウンし，カテーテ

心剤の内服のみで心不全のコントロールは良好であ

ルを直接挿入した．バルーンカテは，経皮的冠動脈形

る．

成用のNCCOBRA18（Boston

本症例では未手術の大動脈縮窄であること，乳児期

Scientific

Japan）でバ

ルーンの直径2．5mm，長さ10mmのものを使用した．

早期であり再狭窄の可能性，合併症の頻度が高いこと

カテーテルを大腿動脈に挿入した後，ガイドワイアを

などから，BDAの施行時期につき考慮した．しかし，

先行させ，バルーンを縮窄部に進めた．位置を確認し

生後4カ月のBDAにより心不全症状が軽快し，再狭

た後，3気圧20秒間の加圧を3回行った．バルーンカ
テを用いて形成後の造影を行い，縮窄部が1．lmmから

窄も認められず，BDAは有効であったと考えた．
追加発言

2．8mmまで拡大したのを確認し，カテーテルを抜去し

29週800gで出生した超未熟児の大動脈縮窄複合に

た．終了後，大腿動脈の縫合を行い再建した．バルー
ンによる縮窄解除後，インドメサシン投与による動脈

対するバルーン血管形成の経験

管の閉鎖を試みている．

千葉県こども病院循環器科
岡嶋
同

松尾
同

良知，地引

利昭，青墳

裕之

文祥，藤原

直

この症例では，縮窄部が比較的限局しており，バルー

沼澤

環，荻野

純代

ンカテにて，十分な縮窄解除が可能であった．バルー

上田

康久，中村

恒穂

浩三，末次

新生児科

まとめ：このような低体重児に対する外科治療は侵
襲が大きく，術後管理に難渋することが予想される．

心臓血管外科

はじめに：29週800gにて出生した双胎第二子の大

ンカテによる大動脈縮窄症の治療は，このような低体
重児に対しても可能であり，再狭窄等の問題はあるが，

動脈縮窄複合症例に対し，バルーン血管形成術による

救命のための一つの方法として非常に有意義なもので

縮窄解除を行ったので報告する．

あると考えられた．

症例：在胎29週にて帝王切開により双胎第二子とし

て出生，生下時RDSの診断でサーファクタント投与

60．大動脈炎症候群・異型大動脈縮窄症型に対する
バルーン拡大術の経験

を受けた．同時に行われた心エコーにて大動脈縮窄複

社会保険中京病院小児循環器科1），トヨタ記

合を疑われ当院に転院となった．入院時は，人工呼吸

念病院小児科2），協立病院小児科3）

管理下で，体重759gであった．入院後の心エコーによ

松島

正氣1）生駒

り，大動脈縮窄，膜様部心室中隔欠損，心房中隔欠損，

奥村

直哉2）小野佐代子3）

動脈管開存と診断した．逆行性榛骨動脈造影の所見で

雅信1）小川

貴久1）

大動脈炎症候群は，大動脈及びその分枝・肺動脈幹

isthmusに限局した縮窄を認めた．最狭窄部は直径1．1

におこる原因不明の非特異的炎症疾患である．大動脈

mm，大動脈弓部の下端は2．3mm，縮窄直下の下行大

の縮窄が出現・進行すると上半身の高血圧や肢行など

動脈径は3．3mmであった．

の症状を呈し，治療が必要になる．1984年以後治療と

内科的治療により数日間経過を観察したが，肺血流
の増大および肺高血圧による呼吸不全および心不全の
進行がみられ，限界と考えられた．治療としては，大

してバルーン拡大術が行われ良好な成績が報告されて
きている．我々の1例の経験を述べる．

症例はバルーン拡大時8歳の女児．3歳よりsmall
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ASDとして外来通院．5歳時心臓カテーテル検査で

併症を来すこともあり，慎重な適応決定と操作が必要

small

であると思われた．

ASDを確認．このときは，胸部下行大動脈の軽

度縮窄（径5．5mm）には気づかなかった．6歳時に下

61．実験的大動脈縮窄症に対するRadiofrequency

肢の脈拍微弱に気づき，右上肢の高血圧，破行を認め

thermal

た．7歳時に心臓カテーテル検査を行い胸部下行大動

れるか？

脈の縮窄（3．9mm）と壁不整を認めた．同時に左鎖骨

balloonは最小の亀裂で最大の有効率を得ら
順天堂大学小児科

下動脈の起始部狭窄を伴なっていた．発熱や炎症を現

大久保又一，井埜

わす検査所見はとらえられてはいないが，進行してい

稀代

利博，高橋

健

雅彦，秋元かつみ，西本

る経過や血管造影での形態・縮窄の部位より，大動脈

藪田敬次郎

啓

炎症候群・異型大動脈縮窄症型と診断した．1年後の

目的：大動脈縮窄症（CoA）に対するバルーン血管

心臓カテーテル検査では形態に変化なく，CRPなどの

拡張術（BA）では大動脈瘤，大動脈解離および長期経

炎症所見も陰性であったので，慢性非活動期と判断し

過後の再狭窄が問題となる．今回，実験的に作成した

経皮的バルーン拡大術（PTA）を8歳時に行った．縮
窄径4．1mm，下行大動脈横隔膜位径13．4mmに対して

CoAに対しRadiofrequency

8mmと10mmのウルトラシンバルーンカテーテルを

の有無を検討した．

使用し，12気圧で拡張した．収縮期圧差は47rnmHgか

thermal

balloon

（RFTB）を用いてBAを施行し，その有効性と合併症
対象：幼犬11頭．Conventional

balloon（CB）は5

ら33mmHgの低下であったが，縮窄部径は7．1mmと

頭6組織，RFTBは4頭，正常コントロールは2頭．

拡大した．鍍行がなくなり下肢が温くなった．

方法：実験的にCoAを作成し，1カ月後にRFTB
でBAを施行． RFTBは全例Japan Crescent製

半年後（9歳時）の心臓カテーテル検査では縮窄部

径は10mm，圧較差は24mmHgと軽快化していたが，

PTCA用，径6mm長さ2cmのballoonを用いた．Gen−

動脈瘤形成を認め最大径15．5mmであった．1年6カ

eratorを用いて13．56MHz，10〜20W，約60℃，60sec．

月後では，縮窄部径，圧較差・動脈瘤径とも変化して

でBAを施行．

いなかった．血管内エコーでは内膜の剥離を認め，

日および90日後に解剖し，光学顕微鏡，電子顕微鏡を

MRI，ヘリカルCTでは，動脈瘤の外観をとらえるこ

用いて観察，さらに免疫組織学的にPDGFおよび

RFTBによるBA後，3日，12日，30

TGF一β発現の有無を検討．また，

とができ，経過観察に有用と思われた．

大動脈炎症候群・異型大動脈縮窄症型へのPTAの

Endothelin

BA前後で採血し

1（ET1）を測定した．

中国など9カ所からされている．全体では82例，胸部

結果：RFTBはCBに比べ有効率が高く，必要とし
たBalloon内圧力も低くBAが可能であった． BA後

下行大動脈が27例，腹部大動脈が52例，両者が3例で

急性期の組織では中膜平滑筋細胞の核の消失および中

あった．バルーン径は，先天性大動脈縮窄へのPTAに

膜線維組織の蛇行の消失を認めた．30日目の組織では，

準じて決められていた．

内弾性板の断裂とその部位からの中膜平滑筋細胞の内

報告はアジア地区の発生が多いため，インド，日本，

多くが拡張し，再狭窄も少なく，合併症も少ない良

皮下への著明な増殖を認め，90日目の組織では内膜肥

好な成績が報告されている．この合併症の少ない理由

厚はさらに著明で石灰化を認めた．また，増殖した中

としてTyagiらはこの疾患の慢性非活動期には外膜，

膜平滑筋細胞に一致してPDGFおよびTGF一βの発

中膜，内膜の線維化が認められ，著明に血管壁が肥厚

現を認めた．ET1の変化率は，

しているためと述べている．

たのに対しRFTBでは減少する傾向が認められた．

Sharmaらは，我々と同様，動脈瘤の合併を1例報告

CBではBA後に増加し

考察：RFTBを用いたBAは組織に大きな亀裂を

し，縮窄が偏在している場合，大きな内膜剥離がおこ

起こさせず熱による組織変化を期待できるため，bal・

りやすく瘤を作り易いと警告している．

loon内圧も低く硬い組織でも有効な拡張が可能であ

我々の例での瘤形成の原因は不明であるが．バルー

り，大動脈瘤などの合併症を軽減できるものと思われ

ン径としてはひかえめであったが，高圧で行ったこと

る．しかし，長期経過後の内膜肥厚による再狭窄はCB

が問題であった可能性がある．

によるBAに比べさらに顕著であり．今後Growth

大動脈炎症候群へのバルーン拡大術は，有効である
ことが多いと思われるが，動脈瘤形成という重大な合

factorの分泌などによる中膜平滑筋細胞および線維
芽細胞の増殖をいかに抑制するかが課題である．

Presented by Medical*Online

609

平成8年8月1日

62．川崎病による冠動脈狭窄性病変に対して
Directional

coronary

atherectomyを施行した4例

同

充二，矢守

とである．川崎病冠動脈狭窄の治療にDCAは有用で

循環器内科
平山

治雄，塚川

敏行，山田

吉田

幸彦，山田

健二

coronary

有無は問わない．狭窄部の石灰化がひどくないこと．

と．冠動脈狭窄が進行性で狭窄率が50％以上であるこ

信昭，安藤恒三郎
功

あった．

63．蛋白漏出性胃腸症を合併したEbstein奇形術

4例の川崎病の冠動脈狭窄性病変に対してDirec−
tional

状の有無，心電図，心筋シンチなど検査所見が異常の

すなわち石灰化がひどくなる前にDCAを行なうこ

名古屋第二赤十字病院小児科
岩佐

後の三尖弁狭窄に対するballoon
心臓外科3）

2

に36％の狭窄を認め，16歳時では63％と狭窄は進行性

早川

豪俊1）木村

であった．16歳の時にDCAを行なった．

新垣

義夫1）神谷

DCA前では

2の63％の狭窄はDCA後は5％の狭窄になった．

症例1のDCA

1年後の狭窄率はDCA直後の5％と

晃二2）小野
哲郎

安生1）

）八木原俊克3）

症例は10歳1カ月の女児で，生直後に心雑音，チア

ノーゼを指摘され，2歳5カ月時に当センターを紹介

変化はなかった．症例2は1歳の時に川崎病に罹患，

された．Ebstein奇形，

6歳時ではSeg

診断され，rt．

6に48％の狭窄を認め，15歳では60％

valvuloplasty

国立循環器病センター小児科1），放射線科2），

atherectomy（DCA）を行なった．症

例1は5歳の時に川崎病に罹患し，9歳時ではSeg

Seg

（121）

VSD，

m−BT，

PS，

MAPCAs

ASD，

MAPCAsと

ligationが施行され

で，狭窄は進行性であった．15歳の時にDCAを行なっ

た．3歳6カ月時に，It．

た．5Fのカテを用い切除し，狭窄部位はDCA前の

shunt，

60％狭窄がDCA後は34％になった．切除が不十分の

術後，肝腫大がみられたため利尿剤の内服で経過観察

RVOTR，

m−BT，5歳8カ月時にGlenn

VSD＆ASD

closureが施行された．

ためもっと太い7Fのカテーテルを狭窄部に通過させ

されていたが，9歳4カ月頃から浮腫，腹水がみられ

ようとして，さらに2．5mmのPTCAを行なったが狭

るようになり，近医で低蛋白血症を指摘され入院加療

窄部が固く蛇行していたため，7Fのカテを狭窄部に通

を受けた．アルブミン，利尿剤の投与を受け一時的に

過させることができなかった．本症のDCAの効果は
不十分であった．症例2の血管内エコー図では狭窄部

軽快するも，腹水，浮腫が繰り返しみられるため，10

歳1カ月に当センターに入院となった．入院時血液検

にエコー輝度の強い石灰化を思わせる所見を認めた．

査所見では，低蛋白血症，軽度の肝機能異常が認めら

症例2のDCAの7カ月後の冠動脈造影ではSeg 6の
狭窄率はDCA直後の34％から42％になっていた．症
例3は1歳の時に川崎病に罹患．6歳時にSeg 6に

れたが，検尿，腎機能に明らかな異常はみられなかっ
右腎実質のエコー輝度が軽度上昇していた．レノグラ

47％の狭窄を認め，15歳時では63％になり，狭窄は進

ムでは右腎の軽度の排泄遅延が認められた．99mTc−

た．腹部エコーでは，腹水，肝響血の所見がみられ，

行性であった．15歳の時にDCAを行なった．

DCA前

HSAによる腸シンチでは，腸管からの蛋白漏出が確

ではSeg

DCA後

認され，蛋白漏性胃腸症と診断された．25％アルブミ

は狭窄は消失した．症例4は10カ月の時に川崎病に罹

ンの点滴静注，安静，水分制限，利尿剤投与にて，腹

6の瘤の入口部に63％の狭窄を認め，

患7歳時では狭窄は無かったが，12歳時ではSeg

2に

水の減少がみられ，TP値も上昇したが，アルブミン投

58％の狭窄を認め，狭窄は進行性であった．12歳の時

与を中止すると再び症状の悪化がみられた．心エコー，

にDCAを行なった．

心血管造影検査より，三尖弁口での狭窄がみられ，心

DCA前ではSeg

2の58％の狭窄

臓カテーテルで静脈圧の上昇はみられなかったが，

を認め，DCA後は狭窄は消失した．

4症例のDCAの適応決定の理由は狭窄が進行性

RA・RVの拡張期平均圧較差は，5．5mmHgであった．

で，将来閉塞する可能性があること．狭窄病変が限局

三尖弁狭窄が蛋白漏出の原因の1つと判断され，22

していること．PTCAでは高度の壁肥厚による狭窄部

mmのHopkington

位の拡張は困難が予想されること．バイパス手術では

が施行された．三尖弁口は，心エコーでは，6．6mmか

狭窄病変の進行が予想されること．DCAのカテーテル

ら8．7mm，右室造影では，側面像で3．5mmから6．Omm

balloon

catheterによりPTTV

が挿入できる体格であること．側副血行路の形成が乳

に拡大し，RA−RVの拡張期平均圧較差はO

幼児と比べ少ない年齢であると考えられることであっ

に低下し，心拍出量も増加がみられた．また肝腫大，

た．本院での川崎病のDCA適応決定は胸痛などの症

腹水も自然に軽減し，血液検査でもアルブミンの補充
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なくTPのヒ昇がみられた．運動負荷をかけると腹水

拍出増量の増加に伴い血行動態が安定したため十分な

の増加がみられたが，安静にて自然に軽快した．

鎮静も可能となり，徐々に呼吸苦は改善した．尿量は

PTTV後の99mTc−HSAによる腸シンチで，軽度蛋白

増加し，カテコラミンと利尿剤の中止や酸素の減量も

漏出の所見がみられたが，腹水の増加はなく，TP値も

可能となった．術後／カ月の時点ではSaO2は80％前

安定（5．1g／dl）していたため，利尿剤の内服，水分制

半で安定，心係数は2．27／／min／m2と上昇し低心拍出の

限，運動制限にて外来経過観察となった．

状態も改善した．現在，術後7カ月で生存中である．

64．Blade

Atrial

Septostomyを施行した原発性肺

まとめ：＃BASの術前術後管理において，循環血液
量やHtのコントロールは重要であった．＃肺高血圧症

高血圧症の1例

におけるBASは移植までの延命に有効な手段である

横浜市立大学小児科
瀧聞

浄宏，柴田

利満

安井

清，岩本

真理

原発性肺高血圧症は予後の不良な疾患で，内科的治

と思われた．

65．バルーンカテーテルを用いた心房中隔欠損拡大
術の経験

療が効果を示さない例も多い．今回，我々は原発性肺

東京女子医科大学付属日本心臓血圧研究所小

高血圧症の重症例にBlade

児科

Atrial

Septostomy（BAS）

を施行し，良好な結果を得たので報告する．
症例は18歳の女児．13歳発症で外来観察中，強心剤，

辻

徹，中西

森

善樹，中澤

敏雄，朴
誠，門間

仁三
和夫

利尿剤血管拡張剤の投与にても徐々にチアノーゼ，呼

一一一一側房室弁狭窄を有する先天性心疾患（CHD）は，

吸苦が増悪，心拡大も進行したため入院となった．入

心房間交通の狭小化を伴うことがあり，心房中隔の拡

院時，血圧86／62mmHg，

大が必要となる．しかし，この様な疾患においては心

SaO，88％，頻脈，多呼吸を

認めた．心エコー上，右室圧の著明な上昇，高度の三

房圧の上昇に伴い心房中隔が肥厚するため，ラシュキ

尖弁逆流及び肺動脈弁逆流，左室内腔の著明な減少

ントバルーンカテーテル又による心房中隔裂開術だけ

（LVDd

では不十分な事がある．今回我々は弁形成用のバルー

21mm）を認め，低心拍出の状態を呈していた．

入院後，酸素，カテコラミン，利尿剤の投与にても症

ンカテーテルを用いた心房中隔欠損拡大術の有効性に

状増悪し会話も困難となり全身状態極めて不良となっ

ついて検討した．

た．家族の心肺移植の希望のため，延命効果を期待し

対象：症例は一側の房室弁異常を伴うCHD

8例

（三尖弁閉鎖1例，僧房弁閉鎖1例，僧房弁狭窄6例）．

て入院後9日にBASを施行した．

術前は十分な循環血流量を維持（CVPI5〜18
mmHg）と術後の低酸素血症に備えて， RBCやvo1−
ume expanderを緩徐に輸注した．カテ12時間前より
の利尿剤の投与も中止した．

年齢は8カ月〜19歳，体重は4〜43kg．
方法：心房間交通が認められなかった2例では，食

道エコーガイド下にBrochenbrough法を行い，6例
ではParkのBladeカテーテルを使用した後バルーン

BASは，患者が臥位では呼吸苦を訴えたため座位で

拡大術を行った．バルーンサイズは，術前の超音波検

行った．右大腿静脈からのアプローチで9FのMullins

査で計測した心房間交通の径3〜4倍のバルーンカ

のlong

sheathを右房内に挿入し，

transseptal

Brockenbrough

needleで入念に卵円窩を探り，同時に経

胸壁心エコーでガイドしつつ心房中隔を穿刺した．
long

sheathを左房内へ進め，血液サンプリング，左房

造影で確認した．次に10mmのPark

blade

catheter

テーテルを用いてまず拡大し，0．5ccのバルーンが心
房間を抵抗なく引き抜くことができるまで，最大心房
中隔長を越えない大きさまでバルーンをサイズアップ

した．8〜27．8mmのバルーンカテーテル（5例では
single，3例ではdoub］eバルーン）を用いた．

を左房内へ進め，bladeをゆっくり下方に引いた．急激

結果：全例で有効な心房間交通を得ることができ，

なSaO2の低下が予想されたので切開直前に急速に

術前平均12．1±5．6mmHgから術後3±1．9mmHgと

RBC2U輸血をした．

BAS前後で血圧は108／75→150／

左房右房問の圧較差の減少を認めた．このうち4例に

100mmHgへと上昇，心係数は1．0→1．221／min／m2へ

おいて術後4〜13カ月後に評価カテーテル検査を施行

と増加，SaO，は，88％→72％と低下した．十分な血圧

したが，心房間引き抜き圧較差は平均2．5±0．6rnmHg

の上昇が得られたのでbladeによる切開はユ回で終了

と，心房問の狭小化を認められなかった．バルーンに

とした．術後は，呼吸困難が2週間ほど続いたが，心

よる心房中隔欠損拡大術において重篤な合併症は認め
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結果：症例（1）は有効な狭窄の解除が得られ，胸部

られなかった．

結語：弁形成用のバルーンカテーテルを用いた心房

X線上術前の左肺の著しい過膨張が翌日には消失，4

中隔欠損拡大術は，年長児において有効な心房間交通

日後に抜管，その後退院し，著効と考えた．症例（2）は

を得ることができ，Blalock−Hanlon手術の代わりと

waistの形成されるも消失不可でBDは無効．現在も

なりうる方法と思われる．

挿管呼吸管理中．症例（3）はwaistの形成得られず，

66．先天性心疾患術後の気管，気管支狭窄に対する
バルーン拡張術

BD

は無効．その後気管圧迫解除術を施行し37口後抜管と
なった．いずれも手技的には容易であり，30〜60分以

千葉県こども病院循環器科，同

心臓血管外

内には施行することが可能であった．症例1で術後軽
度の肉芽からの出血を認めた他特に合併症はみられな

科＊

地引
松尾

利昭，岡嶋
浩三＊，藤原

良知，横山

晋也＊

直＊，青墳

裕之

かった．

まとめ：高肺血流疾患による左房および拡張した肺

ン拡張術（以下BD）の奏功した症例が報告されてい

動脈による狭窄例ではBDは有効であったが，広範な
気管気管支低形成例，血管輪に合併した症例（気管軟

る．今回先天性心疾患術後顕在化した気管，気管支狭

化症例）では効果が認められなかった．以上のことか

背景および目的：気管，気管支狭窄に対するバルー

窄3例にBDを施行し，その効果について検討したの

ら気管，気管支に対するBDは気管気管支狭窄のタイ

で報告する．

プによっては有意義な手技と考えられた．

症例：（1）VSD，大動脈弓離断症（type

B）．生後1

カ月に大動脈弓再建並びに肺動脈絞拒術施行したが抜
管困難，術後ユ0日にて施行した気管支鏡検査により両

SI・1．ヘリカルCTを用いた動脈管の形態評価につ
いての検討

京都府立医科大学小児疾患研究施設内科部門

側気管支狭窄（左主気管支の扁平化および右主気管支

小澤誠一郎，山元

康敏，寺町

紳二

内の肉芽形成）が狭窄の原因と考えられた．左気管支

中川

由美，城戸佐知子，周藤

文明

狭窄は拡張した肺動脈による圧迫が，抜管困難の主な

神谷

康隆，糸井

建城

原因と考え，術後18日に肺動脈縫縮術並びにVSD閉
鎖術を施行したが抜管出来ず，3日後施行した気管支

尾内善四郎

鏡検査で両側主気管支の閉塞は改善を認めなかった．

現在2カ月．（2）VSD，

ASD，右肺動脈欠損．生後2

カ月にVSD並びにASDの閉鎖術施行後重症肺炎に
罹患し長期挿管となった．4カ月時抜去するも6日後
に再挿管となり，術後2カ月に気管支鏡にて声門下の
気管狭窄及び広範な気管気管支抵形成と診断した．現

在5カ月．（3）D−TGA，重複大動脈弓．日齢16の

利幸，浜岡

ヘリカルCTを用いた動脈管の形態評価
目的：動脈管の形態評価に，ヘリカルCTが有用か
検討する．

方法：ヘリカルCTにより構成した画像より，動脈
管を同定し形態の分類を行い，実測により最も短いと
思われる部分の径を測定した．

対象：8例，男児5例，女児3例，1歳から12歳ま
で，平均年齢3．9歳．動脈管の分類には，アントニーニョ

Jatene手術，左側大動脈弓離断術後抜管困難で術後2

らの分類を用いた．これは肺動脈側に狭窄を認めるも

日に気管支鏡にて気管狭窄（気管軟化症を伴う）を診

のをタイプA，大動脈側に狭窄を認めるものをタイプ

断した．

B，管状のものをタイプC，肺動脈側，大動脈側ともに

方法：挿管全麻下気管支鏡により気管並びに気管支

狭窄を認めるものをタイプD，大動脈側より管状部分

の狭窄部を観察．MRI等にて計測の気管支径を参考に

が続き肺動脈側で狭窄しているものをタイプEとす

バルーン径を選択．拡張術前後は100％酸素で充分に換

るものである．

気．X線透視下にガイドワイヤーを用いてカテーテル
を操作し，バルーン位置を決定，圧計測を行いながら，

結果：①ヘリカルCTの画像によって，動脈管の形
態分類が可能であり，今回行った8例の内訳は，タイ

Ultra−thin（6mm×20mm；6〜12気圧）またはZ−med

プAが2例，タイプCが3例，タイプEが2例であっ

（5mm×20rnm；8気圧）balloon

た．②ヘリカルCTを行った8例の内，血管造影を行っ

catheterを用いて3

例の4狭窄部位に計20回BDを施行した． BD前後の
waistの消失および気管支鏡所見により急性期の拡張

較した．長さ，最短径共に，血管造影とヘリカルCTに

効果を検討．拡張術後steroid剤を数口間投与した．

相関関係を認めた．

た4例について動脈管の長さとその最小径について比
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ヘリカルCTと血管造影所見の比較

ヘリカルCTの利点及び問題点：①利点：動脈管の

埼玉医科大学心臓病センター小児心臓科
小池

形態が視覚的に把握でき，またその最小径の推定がで

小林

きる．また検査時間は数分と短い．②問題点：小児で

一一行，小林

俊樹

順，新井

克己

は完全な体動，呼吸の停止は困難であるため，それに

動脈管開存（PDA）に対する血管塞栓用coilを用い

よるアーチファクトは避けられない．また，スライス

た経カテーテル閉鎖術は通常，大腿動脈からcoilを挿

幅の違いによって画像の仕上がりに差ができる．

入する．しかし，我々は大腿静脈から肺動脈経由で挿

まとめ：今後問題点については検討を加えることが

入したカテーテルからcoilを留置する方が，（1）動脈

必要であるがその上で，ヘリカルCTはインターベン
ション治療の適応，治療方針の決定，デバイスの選定

管漏斗部に十分の巻き数のcoilを留意できるため

に有用であると思われた．

巻き数でよく，左肺動脈の狭窄を来しにくい，の2点

SI−2．肺動脈経由の動脈管開存Coi1閉鎖術

PDAの完全閉鎖が得やすい，（2）肺動脈側は最小限の
で有利であると考え，努めて肺動脈経由を選択してき

畿犠懇養

薮

擁

鹸

欝

撫

盛
図

症例：9カ月，女児，9．5kg， Qp／Qs：2．2，動脈管径：2．3mm．初め，肺動脈経由で5mm径
5巻きのCook detachable PDA coilを留置．若干の残存短絡を認めたため，更に大動脈経由で
同じサイズのcoilを先のcoilの中を通して留置，完全閉鎖を得た．
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た．それらの患者の経過観察結果を含めて報告する．

システムならびに回収システムに改良を加えてきた．

対象：11名（男2，女9）．年齢2カ月〜63歳（中央
値3歳2カ月）．体重4．7〜75kg（中央値15kg），内訳は

PDA単独5，PDA十VSD
鎖術後残存短絡3（coil，

2，PDA十AS

1，PDA閉

1〜2．2（平均1．53±0．4），

Pp／Ps

昨年報告した，中心の最小径2mm，両端の最大径8

mmのPDAコイルは体重20kg以上の症例には良い

Rashkind，外科手術後各1），

動脈管最小内径1〜3．7mm（平均2．4±1．Omm），
Qs

現在われわれが用いているPDAコイルについて報
告する．

Qp／

O．14〜0．87（平

が，10kg台の症例には大きすぎる場合がほとんどで
あった．伸展させたときの全長も14cmと長く，そのた

めにロングシース内を移送する際の抵抗も大きく，変

均0．3±0．2）であった．

方法：Isozol持続静注麻酔下，大腿静脈から4〜5F

形しやすかった．また，PDA部位に留置後，もとのつ

テルモ・ガイドワイヤ

づみ型への復元力が弱く，そのため，留置に成功して

を組み合わせて挿入し，PDAを通過．予め大動脈造影

も大動脈（Ao）側や肺動脈（PA）側に突出しすぎたり，

先端孔多目的カテーテルに．035

で計測した最小内径のほぼ2倍径のcoilを選択し，大

はねたりして，最大径8mmのPDAコイルを用いた4

動脈側に2〜3巻き，肺動脈側に1〜2巻きを出して

症例中2症例でPDA閉塞に失敗しPDAコイルを回

留置した．

収した．

結果：全例でcoil留置に成功．使用したcoilの個数
と例数は，Gianturco
｛列，Cook

detachable

coil（G）1個力ご5例，
PDA

coil（C）

2個が2

1個が2例，

2

そこで，中心の最大径2mmは変えずに最大径を6
mmさらに5mmへと小さくすることにより全長を短
くした．かつPDAコイルの材質のステンレスス

個が2例であった．術中のトラブルは5回あり，（G）

ティールの硬度を増して，一度伸展させても，もとの

の位置が不良なためスネアカテで回収したのが2回，

っづみ型へ戻る復元力を増させた．これにより，1歳

（C）の巻きが弱く回収したのが1回，（C）の形をバルー

前後の乳幼児症例でも，PDAをPA側とAo側から

ンカテで押しつけて整えたのが2回であった．術直後

しっかりとはさみつけるためAo例，

の完全閉鎖は8例，3カ月後の完全閉鎖がユ例，2カ
月ないし4カ月後のカラドップラでのみ検出される短

が少なくなり，コイル留置5〜10分後の大動脈造影で

PA側への突出

絡が2例であった．左肺動脈狭窄を来した症例はな

定でも圧較差の出現は認められなかった．

すでに完全閉塞が認められ，留置直後の引き抜き圧測

多くのPDA症例で，膨大部を有するAo側のPDA

かった．

考案：肺動脈経由の経カテーテル動脈管開存閉鎖術

コイルの突出に比してPA側へのコイルの突出は大き

は，有効な手技であることが示された．比較的太い

く，長期的にみた場合の狭窄の出現の可能性が否定で

PDAに対しては，

きなかった．そこで，PDAコイルの全長にわたって装

doubユe

置も可能である．Gianturco

coilの同時ないし順次の留
coilでは，

coilの位置が

着していたダクロン繊維を，PA側には装着しないこ

不適当な時には，スネアカテで位置を整えたり，回収

ととし（図1），PA側へ突出するPDAコイルの厚み

するなどの処置が必要であったが，Cook

を減らすようにした．最近の5症例ではすべてこのタ

PDA

detachable

coi1の出現で，それらの問題は解決され，安全性

は一段と高まった．しかし一方，coilの的確な位置への

留置には，やはり技術の習得と慎重な操作が不可欠で
影︑

︑磁

㌦：

；．鷲

》霧

︾蔭パし

竃

岩

r．

SI・3．動脈管開存症に対する動脈管塞栓専用コイル

亥域

咳

あることも示された．

、

の改良について

松戸市立病院小児科
松本

康俊，坂井

美穂，原田

務

昨年の本研究会で，新たに開発した動脈管開存症閉
女児に臨床応用したことを報告した．その後も症例を

206

／0

手技とするために，PDAコイルそのもの，デリバリー
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イブのPDAコイルを用いているが，塞栓子としての

Table

有用性に変わりはなく，PA側への突出もこれまでの
PDAコイルに比して少ない．

Age

No．

l

Patients

Wei・

Dia−

Len．

ght

meter

gth

（kg）

（lnm）

（lnm）

Type

Snare

る．多くのPDAの最小径は5mm以下であるので，
PDAコイルの最大径は6mmまでのもので大部分の

2

PDAに適応できる．

4

経過観察を続けて行く予定である．

とJackson

PDA

coilの比較

13．3

2．0

8．4

5
6

峻三

を把持しながら留置する方法（以下Snare法）により，

8例ではJackson

PDA

法の症例で大きな傾向にあったが，他は2群間に有意

14．2

0．5

11．5

17．0

0．8

8．4

5x5

16．0

5×4

R
R
R

A

24．0

5×5

R

E
E
C

4．0

つ×o
一一

R

9．o

5×4

R

6．0

5×3

R

R
R

TS→

8

1y10m

10．6

12

7．2

A

4」〕

5×4

9

5y6m

17．2

24

3．4

A

22．4

5×4

15．4

2．8

4．4

A

41．9

5×4
2個

R

TS→

143

2」〕

8．4

E

27．0

5×5

A

TS−・

3．9

4．6

6．5

E

79．2

8×4
2個

A

一

11．0

1．2

6．2

0．8

2．3

ND
ND

5×5

R
R

NS
NS

13．6

32

4．4

A
A
A

5×5

lo．8

52．0

5×5

A，R

一

13．8

2．4

5．1

33．〔｝

5×5

17．0

2．6

6．2

29．4

5×5
2個

A
A

TS→

2〔｝．8

2．4

8．8

27．9

5×5

R

TS

1〔｝

14

15

3y

］3

17

3yllm
5y8m
一

NS

2個
8×4

一

／yイm

A
A
D

NS

TS

NS

5×3＊

Snare法に用いたCoilはいずれもCook社製
coilで，引き延ばした時の直径は0．038

inch，ループ外径は5mmループ数は3〜5巻き
MWCE−38−7−5，

16

NS

method

4m

12

18

差を認めなかった（表1）．

（MWCE−38−5−5，

7．6
4．4

5×5

coilを用い（以下Jackson

法），Coil塞栓術を行った．動脈管の最小径はJackson

Gianturco

1．4
2．4

4．0

23．0

5．〔｝

2v7mF2v3nl一

catheterでCoilの先端

9．8
17．0

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

E

A
A

1．6

18例の動脈管開存を対象として，10例では静脈側よ

り肺動脈内に挿入したSnare

ROLIte ReSult

17．0

11

茂登，千葉

Coi1

3y8m

4vgm一

英，布施

ratio

7

Jackson

札幌医科大学医学部小児科
富田

1．9

15．0

4v101n 〆

SI−4．動脈管開存に対するCoil塞栓術：Snare法

19．0

5y3m
2y3m
5y2m
5v6m〆

して行く計画であり，留置成功例では注意深い長期的

6y］ln

4V

今後は，コイルのサイズをより小さくしたPDAコ
イルも作成し，最小径の小さいPDAにも適応を拡大

3

L．R
shUIlt

method

﹈

PDAの閉塞が可能であ

profiles

（％）

これまでの経験から，PDAの最小径の1〜2mrn大き
めのPDAコイルを用いれば，

第4号

ND：not

detected，

A；antegrade，

Coi1；diameter×loop，

NS；no

shunt，

TS；tiny

R；retrograde，

shunt，＊；Giahturco

coi1

MWCE−38−8−5）で

あった．症例10は51nm径のCoilを2個留置した（表

ムーズな解放が可能であった．2個のCoilを留置した
症例1例のみであるが，Coilの解放はスムーズで完全

1）．

Jackson法を行った症例のうち，4例では順行性に，

閉塞を得た．

3例では逆行性にアプローチした．2例では順行性に

Jackson法を行った症例のうち1例では，動脈管の

2個，1例では順行性に2個，逆行性に／個の計3個，

径が大きくCoilの固定が悪いため，1例ではdetach

1例ではJackson法とSnare法の併用により逆行性

にともないCoilの位置がずれて脱落し，回収に長時間

に2個，coilを留置した（表／）．用いたcoilはcook

を要したため塞栓術を断念した．Coil塞栓術が可能で

社製Jackson

あった6例のうち，2例では術直後に完全閉鎖した．

PDA

coilで，引き延ばした時の直径は

O．038inch，ループ外径とループ数は外径5mmで5巻

4例では術直後にわずかな残存短絡を認めたが，2例

き（MWCE−38−5−PDA5），81nmで4巻き（MWCE−38−

はそれぞれ24時間以内と4カ月後に消失した．1例で

はdetach前の造影にて完全閉鎖を確認したが，

8−PDA4）であった．

Snare法を行った症例のうち2例で塞栓術直後にわ

detachにともなってCoilの位置がずれ，短絡が再出

ずかな残存短絡を認めたが，24時間以内に消失し，全

現した．type

例で完全閉鎖を得た．合併症を認めた症例は無かった．

こと自体に難渋し，わずかながら短絡を残した．

Dの症例では適切な位置にCoilを置く

Snare法とJackson法は肺動脈へのCoilの脱落を

初期の症例ではSnareからのCoilの解放にやや時間
を要したが，SnareでCoilを把持する際に極力Coil

防止し，最適な位置にCoil塞栓術を行う上で非常に安

の遠位端を把持するように工夫することにより，ス

全かつ有用な方法であるが，Jackson法ではdetach
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にともなうCoi1の位置の変化に注意が必要である．最
小径2．Omm以下で，

type

A，

C，

イルを挿入しコイル閉鎖術を施行した．

結果：すべての症例で動脈管のコイル閉鎖術は可能

EなどCoil塞栓術が

比較的容易な症例では，いずれの方法でも術者が慣れ

であった．10症例に1本のコイルを3症例に2本のコ

た方法をとるのが良いが，複数個のCoilを必要とする

イルを使用した．全例で閉鎖直後より心雑音は消失し

ような症例ではSnare法が優れている可能性がある．

た．2例で肺動脈へのコイル逸脱を経験した．閉鎖率

後

SI−5．動脈管開存症に対するコイル閉鎖術の中期予

は以下に示す．残存短絡を認めた症例でも経過観察中

に消失した症例もあった．また，6カ月以ヒ経過した
後に残存短絡を認めた症例では，段階的に閉鎖術を行

久留米大学小児科
橋野かの子，赤木

禎治，杉村

徹

うことが可能であった．

主計

武代，衛藤

元寿，山川

留美

結語：（1）detachable

加藤

裕久

coilをイ吏用することで，術中

のコイルの引き戻しが可能で，安全に動脈管閉鎖術の

背景二現在，動脈管開存症に対する一般的治療は，

施行が可能となった．また，一度に複数のコイルを使

動脈管の結紮術あるいは離断術であり，手術成績，遠

用することで中等度以上の動脈管の閉鎖が可能となっ

隔期成績ともに良好である．しかし，その約1％には，

た．（2）残存短絡を認めた症例では段階的に閉鎖術を

術中の大量出血，反回神経麻痺，全身麻酔に伴う合併

行うことが可能であった．（3）術直後に軽度の残存短

症があると報告されている．1992年，Gianturcoコイル

絡を認めた症例では，経過観察中に消失する可能性が

による動脈管閉鎖術が報告された．しかし，このコイ

ある．

SI・6．動脈管開存症に対するコイル塞栓術の中期成

ルは押し出すだけの操作しか行えず，術中のコイル逸
脱等の問題点が存在していた．実際，米国の多施設研
究においても19％でコイルの引き戻し，回収が必要で

績

順天堂大学小児科
西本

あったと報告している．

目的：我々は1995年2月より，Jackson

稀代

detachable

coilを使用し動脈管閉鎖術を施行し報告してきた．今

啓，井埜

利博，高橋

健

雅彦，大久保又一，秋元かつみ

藪田敬次郎

目的：動脈管開存症（PDA）に対するコイル塞栓術

回，その中期予後について報告する．
症例：症例は，1．2〜16．0（平均6．4）歳の動脈管開

の中期的有効性と安全性をprospectiveに検討する．

存症を有する患児13例．この13例に対し］4回のコイル

対象および方法：対象はコイル塞栓術後3カ月以上

閉鎖術を施行した．体重は6．5〜41．0（平均21．8）kg，

経過した15例で塞栓術施行年齢は2歳から14歳（中央

動脈管の最小径は10〜40（平均2．5）mm，肺体血流比

値5歳6カ月）である．PDAの最小径は1mmから3．5
mm（2．5mm未満12例，3．Omm以上3例）で，形態は
A型11例，B型1例，C型2例およびE型1例である．

は1．／〜2．6（平均1．45）であった．

方法：コイルの選択は，（ユ）コイルの直径は動脈管

の最小径の2倍以上．（2）コイルは3巻き以上のもの

Qp／Qsは1．1〜2．0（平均1．4±0．2）で，肺高血圧を認

を使用した．（3）動脈管の最小径が3．5mm以上の場

めた症例は無い．使用コイルは，径5mmまたは8mmで
4〜5ループをもつ10ng

合，複数のコイルを使用した．

手技：通常の右心，左心カテーテル検査を行い，正

coilで，

PDA径の2倍以上

の径のコイルを選択し，4例にdetachable

coilを用い

面，側面から大動脈を施行し，動脈管の形態，大きさ

た．コイルの留置は14例で経動脈的に，1例で経肺動

を確認した．5Frのマルチパーパスカテーテルを経静

脈的に行い，いずれも肺動脈側に1〜2ループ，大動
脈側に3ループとなるように留置した．なお術中に抗

脈的に動脈管から大動脈に挿入した．カテーテルにコ

生剤の静脈内投与と術後にアスピリン（5〜10mg）の継
閉鎖術からの時間

閉鎖率

10分後

5／14（42％）

24時間後

5／14（42％）

1カ月後
3カ月後
6カ月後

8／13（57％）
7／11（64％）
7／11（64％）

続投与（1〜3カ月）を行った．残存短絡および肺動
脈狭窄の評価は，塞栓術翌口，1週，1カ月，3カ月，
6カ月および1年後に心エコーを用いて行った．

結果：留置したコイル数は全例1個である．2例で
留置直後にコイルが左肺動脈に脱落したが，いずれも
回収後に再度試み，留置に成功した．1例（detachable
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coil使用）では当初経動脈的に試みたがコイルが流出
するため離脱せずに回収し，経静動脈的に留置した．

荒木

徹，鎌田

石原

陽子，清野

第12巻

第4号

政博，大月

審一

佳紀

他の12例では／回の手技で留置できた．10例では留置

大動脈縮窄症の術後再狭窄に対する，経皮的バルー

直後より短絡は消失した．5例に痕跡程度の残存短絡

ン血管形成術（以下BA）の有用性と問題点について検

を認めたが3カ月以内に消失した．3〜12カ月（平均

討した．

8±3．5カ月）間のfollow

対象：対象は過去4年間にBAを施行したCoA術
後14例で，BAの症例は心エコー検査で縮窄部に20

up心エコー検査では，肺動

脈血流速度が150cm／sec以上となった症例は無く，コ
イル留置前値とも有意差は認めず肺動脈狭窄の出現は
無いと思われた．

結論：long

coilを用いた動脈管塞栓術は有効かつ

安全な治療法と思われる．detachable

coilは流出や脱

mmHg以上の圧較差を認めた症例とした．年齢は5カ
月から20歳，体重は3．6kgから51．5kg，基礎疾患は
CoA十VSD
HLHS

8例，

1例，

例，End−to−end

落の危険性を未然に回避し得る．

tion

SI−7．胸腔鏡下PDA結紮術の経験
山口大学第1外科

CoA単独3例，

CoA斗DORV

BA前の手術方法はSubclavian
anastomosis

5例，

Norwood

2例，
flap

8

opera−

1例，術後経過期間は3カ月から192カ月であっ

た．

壼井

英敏，江里

健輔

最近胸部外科領域において胸腔鏡下手術は広く行わ
れるようになってきた．しかしいまだ循環器領域にお

CoA術後再狭窄の発生率は，過去5年間にCoA，
HLHSに対する手術を行い，3カ月以上経過した46例
中9例で，19．6％に相当していた．

いてはその応用は少ない．我々は胸腔鏡下において

方法：圧較差は大動脈縮窄部を逆行性にカテを挿入

PDA結紮術を施行し良好な結果を得たのでその方法

し，引き抜きにより測定した．使用バルーンはイノウ

を供覧した．

エ2例，ホプキントン12例で，サイズは横隔膜部大動

症例：症例は5例で男児2例，女児3例であった．

脈径と同じものを選択した．拡張は最大圧になってか

年齢は1．3〜5歳（平均3．0歳），体重9．2〜20kgであっ

ら4〜12秒行い，最高4回まで繰り返した．うち5例

た．

は，安全のため小さなサイズから開始し，規定サイズ

方法：全身麻酔下に患者を左側臥位とした．まず胸

腔鏡用の10．5mmソラコポートを第7肋間後腋窩線よ

のバルーンまで段階的に拡張を行った．

結果：縮窄部圧較差はBA前後で38．1＋16．5

り挿入し，操作用に第4〜5肋間に3〜4カ所5．5mm

mmHgから，11．9±10．8mmHg（p＜0．01）となり，

ソラコポートを，さらに第7肋間より10，5rnmのク

全例で圧較差がBA前の50％未満となり有効であっ

リップ用ソラコポートを挿入した．この部位を主に手

た．縮窄部径はBA前後で4．3±2．3cmから7．4＋2．5

術操作に使用した．

cm（p＜0．01）へと拡張した．合併症は，大腿動脈閉塞・

5．5mmのソラコポートは肺および胸膜を牽引する

大動脈瘤様変化をそれぞれ1例ずつに認めた．縮窄部

ために使用した．まず大動脈前面の胸膜を切開し最上

前後の圧較差がBA直後より10mmHg以上上昇した

肋間静脈を切離した後，左鎖骨下動脈を確認，その後

ものをBA後再狭窄と定義した場合，再狭窄は3例に

PDAを剥離テーピングした．

みられ，体重・月齢が大きく，術後経過が長い傾向に

PDAは11mrnのチタン

あった．バルーン・CoA比に差はみられなかった．

製エンドクリップで2重に結紮した．

結果：最小部PDA径は3．5〜7mm（平均4．5mm）で

考察：CoA術後再狭窄は術後6カ月前後に進行し

あった．手術時間は140〜280分（平均223分）と比較的

てくる例が多いが，早いものでは3カ月の時点で術後

長かった．全例手術場で気管内チューブを抜管した．

最狭窄が確認され注意を要する．

胸腔内ドレーンは翌日に抜去できた．術後入院期間は

結語：胸腔鏡下PDA結紮術は手術侵襲も少なく，
手術創も小さく選択すべき手術方法と考える．

SII−1．大動脈縮窄症の術後再狭窄に対する経皮的
バルーン血管形成術の有用性と問題点

岡山大学小児科学教室

BA後再狭窄例は，3例中2例が年長児で，術後再狭
窄を来してから日数がたっており，適切なBA施行の

平均10日であった．

時期を逸したとも考えられた．再狭窄を認めていない
例では観察期間を短いものが多く，遠隔期の再狭窄も
危惧されるため，経過観察が重要である．

その他：CoA術後再狭窄例にドーパミン負荷を
行ったところ，LV圧の上昇に伴って圧較差が増大す
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る傾向にあった．安静時に圧較差が消失しても，運動
時には圧較差が出現する可能性があり，運動負荷試験

結果：再狭窄部径は術前1．1〜2．1（平均1．7±O．4）

mmが術後2．3〜3．8（平均2．9±0．6）mmと拡大し，

など今後の検討を要する．

SII・2．

行大動脈径を越えず，バルーン圧は4〜6気圧とした．

CoA・IAAの術後早期の再狭窄に対する

1．38〜2．09（平均1．74±0．33）倍となった．

圧較差は術前33〜90（63±28）mmHgが術後

BAP経験

15〜35（平均26±8）mmHgと低下し，後／前の比は

北海道大学医学部小児科
小田川泰久，清水

隆，信太

武田宏一郎，南雲

淳

知

O．25〜0．78（平均0，46±0．21）であった．

再狭窄部位に対して，使用したバルーンサイズは

天使病院小児科

三浦

正次

国立函館病院小児科

衣川

佳数

大動脈縮窄症（CoA）・大動脈弓離i断症（IAA）にお
ける新生児期大動脈再建術後，早期（術後3カ月前後）

に再狭窄をきたした5症例にバルーン血管形成術

235〜363（平均290±52）％．

症例1は術後8カ月，症例3は術後6カ月に再BAP
を施行．

全例，破裂や瘤形成などの重篤なものも含め合併症
を認めなかった．

（BAP）を施行したので報告する．対象は，過去10年間

結語

に当科でCoA・IAAと診断され，新生児期に大動脈再

1．CoA・IAAにおける新生児期SCF法や端々吻合

建術（SCF法・端々吻合一EAA法，

EAAA法）施行

後，術後3カ月前後に再狭窄（圧較差20mmHg以上）

圧は4〜6気圧とすることにより，術中・術後の合併

男児2例，女児3例．
complex

2．バルーンサイズの選択は近位部大動脈弓径及び
横隔膜部下行大動脈径を越えないものとし，バルーン

をきたした5例．
CoA

術後，早期の再狭窄に対するBAPを経験した．

3例，

simple

CoAユ例，

IAA（type

症は全例認めなかった．

3．BAP前後の圧較差が50％以下，再狭窄部のBAP

B）1例．

SCF法3例， EAA法1例， EAAA法1例．
BAP施行時期は術後2カ月1例，3カ月2例，4カ

前後の径が1．5倍以上が概ね有効と思われた．しかし，

条件を満たさないにも関わらず，その後の経過観察で
改善を認めた症例もある．

月2例．
BAP施行時体重は2．8〜5．3kg（平均4．1±1．Okg）．

症例1〜3は臨床症状（多呼吸・哺乳不良・体重増

4．CoA・IAAにおける新生児期SCF法や端々吻合
術後早期の再狭窄に対するBAPは，再手術を回避し，
バルーンのサイズ・圧の選択を厳重に行うことで，よ

加不良・下肢脈減弱・乏尿など）を有していた．

バルーンの選択は近位部大動脈弓径及び横隔膜部下

り安全かつ有効な手段と思われた．

SII−3．大動脈縮窄症における外科治療の中期治療
成績と，再狭窄に対するカテーテル治療
症例

1

2

3

4

5

性

F

M

F

F

M

CoA

CoA

simple

CoA

complex

術後経過

3m

2m

3m

4m

4m

体重（kg）

4．4

3．3

28

5．3

47

16

17

1．1

21

1．9

2．3

3．1

2．3

29

38

65

90

90

33

35

35

30

23

26

15

バルーン径

4

4

4

6

6

§擬羅（％）

250

235

363

286

316

圧較差（後／前）

0．53

0．33

0．25

O．78

0．42

最狭窄部径（後／前）

143

1．82

209

1．38

200

再BAPの有無

十

一

⊥

一

一

手術術式

（mm）

圧較差
（mmHg）

前後 前後

最狭窄部径

complex complex

CoA

1AA

〔tytpe

福岡市立こども病院循環器科
上野
B）

同

倫彦，石川

司朗，川口

邦彦
直樹

天久

憲治，高橋

伸，総崎

砂川

博史，本田

恵

角

心臓外科

北海道大学小児科

南雲

秀秋
淳

当院における大動脈縮窄症（以下CoA）に対する治
療方針は，初回治療を外科的解除術，術後再狭窄に対
してバルーン血管形成術（以下BAP）としてきた．1981

年から1995年3月までCoA総数は146例，うちsub・
clavian

flap法（以下SCF）は121例，

Blalock−Park法

4例，端々吻合9例，グラフトもしくはパッチによる
再建術9例，Extended

Aortic

下EAAA）3例だった．疾患は，
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第12巻

第4号

大動脈縮窄症

146例
1
︐

1

SCF
121
｜

SCF以外
251

12

■

1

死亡

1

生存

生存

109
1

23

死亡
2

■

1

再狭窄なし

再狭窄

再狭窄

再狭窄なし

96

13

2

21

1

1
BAP
2

1

1

無効

有効

有効
2

1

10

BAP：バルーン血管形成術
SCF：subclavian flap法
∠

11

2

﹁

BAP待機

1
BAP

L

大動脈縮窄症の遠隔成績

CoA

complexが122例だった．3例の手術死亡，11例

の遠隔期死亡を認めたが，遠隔期死亡のほとんどが合

併心奇形に起因したものだった．再狭窄はSCFで13

ては，死亡例，再狭窄例ともに現在のところ認めてい

ない．再狭窄に対しては，多くの例でBAPが有効で
あったが，一部の症例では無効例があり，BAPの限界

例，他で2例の計15例，生存例を対象とした再狭窄の

も考えさせられた．BAPの適応に付いても様々な報告

頻度は，それぞれ11．9％，8．7％，全体で11．5％だった．

があるが，圧較差だけでなく，狭窄部の形態や，臨床

simple

症状，心電図変化，心エコー上の左室心筋の肥厚など，

CoA24では，死亡例，再狭窄例は認めなかった．

術後は，心エコーなどで定期的に外来follOwし，問

多くの要素を総合して決めるべきと考えられる．今後，

題例ではカテーテル検査を行った．カテーテル検査に

BAP無効例などについてさらに検討していく予定で

て明らかな形態的狭窄があり，圧較差が10mmHg以上

ある．

のものを再狭窄とした．再狭窄をきたした15例のうち，

13名にのべ15回BAPを行った．残る2例は現在BAP
待機中である．BAP症例は全て合併奇形の有する
CoAで，術式はBPが1例，端々吻合が1例，他は
SCF，いずれも新生児期，乳児期早期に手術を受けた
ものだった．BAP時月齢は平均62．7カ月で，体重は平
均／5．1kgだった．バルーンカテーテルはシングルまた

はダブルで，バルーン実質径が，横隔膜部大動脈径か

SII−4．大動脈縮窄に対するバルーン血管形成術

東京女子医大心研小児科
中西

敏雄，小澤

中澤

誠，門間

安文，廣川

徹

和夫

目的：大動脈縮窄に対するバルーン血管形成術
（BA）の急性効果および中期成績を検討すること．

対象および方法：手術後の再狭窄群（R群）17例（平

均6歳4カ月），未手術群（N群）11例（平均6歳7カ

それ以下とし，バルーン実質径と横隔膜部大動脈径の

月）に対し，BAを施行した．用いたバルーン径は横隔

比は，平均91．7％だった．合併症は外頸動脈損傷が1

膜位の大動脈径以上，弓部大動脈径以下とし，BA後の

例，小さな大動脈瘤が1例あったが，いずれも経過中

狭窄径および圧較差の変化を検討した．圧較差が半分

に改善し，大腿動脈の損傷は認めなかった．BAP前後

以下となった場合を有効と判定し，有効例のうち経過

で，狭窄部径／横隔膜部大動脈径比は，平均43．5％から

観察し得たR群11例，N群5例にっいては，術後中期

65．9％に有意に増加し，狭窄部の圧較差は，平均32．7

における再狭窄の有無を主に血圧から評価した．

1nmHgから12．7mmHgへ有意に改善した．13例のう
ち12例で効果を認めたが，大動脈弓低形成を伴った1

結果：狭窄径はR群5．0→7．5mm，

N群4．5→7．4

mmと拡大し，圧較差はR群42→15rnmHg，

N群28→

例は狭窄部径，圧較差とも全く変化なく，今後再手術

10mmHgと減少し，急性期成功率はR群82％（14／17

も考慮しfollowしていく予定である．

例），N群91％（10／11例）であった．一方10カ月〜6

当科において，CoAに対する初期外科治療の中期成
績は良好なものが得られた．特に，simple

CoAにっい

年7カ月の経過観察中，再狭窄はR群36％（4／11例），

N群60％（3／5例）に認め，このうち各群2例ずつに再
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大動脈縮窄症の遠隔成績

CoA

complexが122例だった．3例の手術死亡，11例

の遠隔期死亡を認めたが，遠隔期死亡のほとんどが合

併心奇形に起因したものだった．再狭窄はSCFで13

ては，死亡例，再狭窄例ともに現在のところ認めてい

ない．再狭窄に対しては，多くの例でBAPが有効で
あったが，一部の症例では無効例があり，BAPの限界

例，他で2例の計15例，生存例を対象とした再狭窄の

も考えさせられた．BAPの適応に付いても様々な報告

頻度は，それぞれ11．9％，8．7％，全体で11．5％だった．

があるが，圧較差だけでなく，狭窄部の形態や，臨床

simple

症状，心電図変化，心エコー上の左室心筋の肥厚など，

CoA24では，死亡例，再狭窄例は認めなかった．

術後は，心エコーなどで定期的に外来follOwし，問

多くの要素を総合して決めるべきと考えられる．今後，

題例ではカテーテル検査を行った．カテーテル検査に

BAP無効例などについてさらに検討していく予定で

て明らかな形態的狭窄があり，圧較差が10mmHg以上

ある．

のものを再狭窄とした．再狭窄をきたした15例のうち，

13名にのべ15回BAPを行った．残る2例は現在BAP
待機中である．BAP症例は全て合併奇形の有する
CoAで，術式はBPが1例，端々吻合が1例，他は
SCF，いずれも新生児期，乳児期早期に手術を受けた
ものだった．BAP時月齢は平均62．7カ月で，体重は平
均／5．1kgだった．バルーンカテーテルはシングルまた

はダブルで，バルーン実質径が，横隔膜部大動脈径か

SII−4．大動脈縮窄に対するバルーン血管形成術

東京女子医大心研小児科
中西

敏雄，小澤

中澤

誠，門間

安文，廣川

徹

和夫

目的：大動脈縮窄に対するバルーン血管形成術
（BA）の急性効果および中期成績を検討すること．

対象および方法：手術後の再狭窄群（R群）17例（平

均6歳4カ月），未手術群（N群）11例（平均6歳7カ

それ以下とし，バルーン実質径と横隔膜部大動脈径の

月）に対し，BAを施行した．用いたバルーン径は横隔

比は，平均91．7％だった．合併症は外頸動脈損傷が1

膜位の大動脈径以上，弓部大動脈径以下とし，BA後の

例，小さな大動脈瘤が1例あったが，いずれも経過中

狭窄径および圧較差の変化を検討した．圧較差が半分

に改善し，大腿動脈の損傷は認めなかった．BAP前後

以下となった場合を有効と判定し，有効例のうち経過

で，狭窄部径／横隔膜部大動脈径比は，平均43．5％から

観察し得たR群11例，N群5例にっいては，術後中期

65．9％に有意に増加し，狭窄部の圧較差は，平均32．7

における再狭窄の有無を主に血圧から評価した．

1nmHgから12．7mmHgへ有意に改善した．13例のう
ち12例で効果を認めたが，大動脈弓低形成を伴った1

結果：狭窄径はR群5．0→7．5mm，

N群4．5→7．4

mmと拡大し，圧較差はR群42→15rnmHg，

N群28→

例は狭窄部径，圧較差とも全く変化なく，今後再手術

10mmHgと減少し，急性期成功率はR群82％（14／17

も考慮しfollowしていく予定である．

例），N群91％（10／11例）であった．一方10カ月〜6

当科において，CoAに対する初期外科治療の中期成
績は良好なものが得られた．特に，simple

CoAにっい

年7カ月の経過観察中，再狭窄はR群36％（4／11例），

N群60％（3／5例）に認め，このうち各群2例ずつに再
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度BAを施行し，各群1例ずつで狭窄を解除し得た．

結語：大動脈縮窄に対するBAの急性効果は，未手

3．BA後の圧較差く20mmHgを有効とすると，有
効率は65％で術後例と未手術例および年齢で差は無

術例においても再狭窄例と同様に認められたが，再狭

かった．しかし圧較差の減少率は術後例（66±28％）

窄率は未手術例に多い傾向が認められた．

では未手術例（54±37％）に比して有意に高かった

SII−5．大動脈縮窄症に対するバルーン血管形成術

（p＝O．012）．なお，balloon／縮窄部径比は有効例

の現状一多施設アンケート調査による本邦における経

（2．52±0．82）と無効例（2．64±1．10）との間に有意差

験と成績一

は無かった．

4．再狭窄率は全体では25％であったが，未手術例

順天堂大学小児科
西本
稀代

啓，井埜

利博，高橋

健

雅彦，大久保又一，秋元かつみ

藪田敬次郎

（46％）では術後例（18％）に比して有意に高く（p〈

0．001），また4カ月未満例（52％）では4カ月以上例
（20％）に比して有意に高かった（p＜0．001）．

目的：大動脈縮窄症（CoA）に対するバルーン血管
形成術（BA）の，有効性および安全性を多施設で検討

5．再BAは29例に行われ，有効例は21例（72％）で，
3例は最終的には手術となった．
6．合併症は35例（17％）に認め，4カ月未満例（32％）

する．

方法：

での出現頻度が4カ月以上例（14％）に比して有意に

1．日本小児循環器学会会員およびJPIC会員の所

高かった（p＝O．012）が，未手術例（11％）と術後例

属する全国の施設へ，CoAに対するBAの経験を調

（19％）の間には有意差を認めなかった．

査．

結語：本邦においては，今のところ未手術CoAに
対するBA件数は術後例に比較して少ないが， BAの

2．経験を持ち，調査の承諾を得た55施設にアンケー
ト用紙を送付．アンケート内容：適応，対象，方法，

急性効果と安全性に関しては未手術例と術後例との問

に差は無く，未手術CoAに対してもBAは有効な治

効果，再狭窄，合併症など．

3．35施設より回答（回収率64％）を得，総計208症

療手段といえる．しかし再狭窄の出現頻度が未手術例
において高く，今後の検討課題と思われる．また，低

例（242件）を対象に検討した．
結果：

年齢症例（4カ月未満例）においては再狭窄率および

1．17施設では術後CoAのみを，18施設では未手術

合併症の頻度が高く，注意深い手技と観察が必要と思

CoAもBAの対象としていた．

われる．

2．総計208例のうち未手術CoAは56例であった．
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