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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　平成6年12月から平成9年3月までに，15例の先天性心疾患に合併した頻拍性不整脈に対して高周波

カテーテルアブレーションを施行した．不整脈が先天的な素因によると考えられる症例（Group　1）は9

例あり，WPW症候群が6例（エプスタイン奇形が2例，複合心奇形が1例，カントレル症候群による

右偏心を伴う心室中隔欠損が1例，その他が2例），房室結節回帰性頻拍が1例，結節頻拍が1例，房室

不一致の症例に合併した房室回帰性頻拍が1例であった．4例は，将来心内修復手術を行う必要がある

症例であり，術前の心臓カテーテル検査と同時に高周波カテーテルアブレーションが行われた．これら

のうち後に心内修復手術を行った1例では，術後不整脈に難渋することはなかった．不整脈が手術に起

因すると考えられる症例（Group　2）は6例あり，心房手術後の心房内回帰性頻拍が4例，複合心奇形に

対するFontan手術後の心房粗細動が1例，ファロー四徴に対する右室流出路再建術後の心室頻拍が1

例であった．初回のアブレーション後の電気生理学的検査によって，11例（73％）が成功，2例が部分

的成功（1例は臨床的改善を認め，1例は房室副伝導路の房室伝導のみの離断を認めた），2例は不成功

と判断した．しかし，経過観察中に3例で頻拍の再発がみられた（再発率27％）．再発例と部分的成功例

のうち3例に対してさらに／～2回のアブレーションを追加して頻拍の除去に成功したが，2例では

再々発がみられ頻拍の除去に至っていない．また不成功と判断した2例のうち顕性WPW症候群の1例

では，アブレーションの約6カ月後に∠波の消失が確認され，頻拍発作も認められなくなったことから，

遠隔期成功と判断した．現時点では11例（73％）が臨床的に有効と判断されている．先天性心疾患合併

例では，その解剖学的所見を十分理解すれば，短期的な合併症の危険性も低く（0％），安全にカテーテ

ルアブレーションを行うことが可能であった．先天性心疾患合併例の術前・術後の不整脈管理において，

カテーテルアブレーションは有効な方法となり得ると考えられた．

　小児の頻拍性不整脈に対して高周波カテーテルアブ

レーションが施行され，その有効「生が報告されている．

先天性心疾患症例に対してもその有効性が報告されて

いるが1）～0，本邦での報告は少ない．先天性心疾患症例

に対する高周波カテーテルアブレーションについての

我々の経験を報告する．

別刷請求先：（〒589）大阪府大阪狭山市大野東377　2

　　　　　近畿大学医学部心臓小児科　福原　仁雄

　　　　　　　　　対　　象

　平成6年12月から平成9年3月までに，当科でカ

テーテルアブレーションを行った15例の先天性心疾患

症例を対象とし，不整脈の原因によって2群に分類し

た．すなわち，先天的な素因によると考えられる

Group　1と，手術に起因すると考えられるGroup　2に

ついて検討した．

　Group　I

　不整脈が先天的な素因によると考えられる症例は9
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例（男性3例，女性6例）あり，12セッションのアブ

レーションを行った（表1）．このうち4例は後に心内

修復術を受ける必要のある症例であるが，3例（症例

1～3）では各種抗不整脈剤の投与にもかかわらず頻

拍性不整脈を繰り返すためにカテーテルアブレーショ

ンが選択され，1例（症例4）では術前の電気生理学

的検査中に頻拍発作が誘発されたためにアブレーショ

ンが行われた．1例（症例5）は，手術適応外と判断

された症例であるが，やはり抗不整脈剤治療に抵抗性

であるためカテーテルアブレーションが行われた．3

例（症例6～8）は先天性心疾患に対する手術後に頻

拍発作が発症し，いずれも発作の回数や持続時間が増

加傾向にあるためにカテーテルアブレーションが行わ

れた．1例（症例9）は心室中隔欠損が幼児期に自然

閉鎖した症例であるが，やはり頻拍発作が頻発するた

めにカテーテルアブレーションが行われた．頻拍の機

序は，房室副伝導路（顕性WPW症候群）が6例，逆

行性副伝導路（潜在性WPW症候群）が1例，房室結

節回帰性頻拍が1例，結節頻拍が1例，房室不一致の

症例に合併した房室回帰性頻拍が1例であった．

　Group　2

　不整脈が手術に起因すると考えられる症例は6例あ

り（男性4例，女性2例），7セッションのアブレーショ

ンを行った（表2）．このうち4例（症例10～13）では，

心内修復術の際の心房手術に起因すると考えられる心

房内回帰性頻拍が認められた．複合心奇形に対する

Fontan手術後の症例（症例14）では，心房粗細動が認

められた．これらの症例は，いずれも複数の抗不整脈

剤投与が行われていたが発作を繰り返し，その停止に

は経カテーテル的心房高頻度刺激や直流除細動が必要

なことが多いため，カテーテルアブレーションが行わ

れた．ファロー四徴に対する右室流出路再建術後の症

例（症例15）では，右室流出路起源性の心室頻拍が認

められた．頻拍は持続性で各種抗不整脈剤の投与にも

かかわらず発作を繰り返すため，カテーテルアブレー

ションを目的に当科に紹介された．

表1　Group　1：先天的な素因による不整脈と考えられる症例

アブレー
年齢（歳）

症例 性別
セツ

ション
心奇形 不整脈 ション

　部位 手術 頻拍発作
アブレー
ション

透視時間
　（分）

急性期
効果

観察期間
（か月） 備考

1 女 1 Ebstein’s WpW RL 14 7mo 13 94．8 Yes 21．6

2 男 1 Ebstein’s WPW RPL 未 Omo lly6m 】4L6 Partia1 13．7 VA残存
2 ］］y6m 21．0 Yes 13．6 5か月後

VA再発
3 ］lyllm 66．1 Yes 8．5

3 男 1 内臓逆位， WPw RPL51 未 4 8 48．8 Yes 28．8

Criss－Cross
Heart，

DORV、　VSD
4 女 1 1－TGA、　vSD， AVRT IAS 未 8yln1 8y5m 60．9 Yes 11．5

PLSVC　to　CS， 後下方
Ullroofed　CS

5 女 1 asplellia， JET CS 未 12y4m 12yIlm 36．3 Yes 6．4 4日後
CA、℃， ostiUln 再発
DIRV，　PA，

TAPV℃
6 女 1 PDA URAP LL 3 24 29 152 Yes 1〔〕，1

7 男 1 Co／A，　PDA AVNRT Slow　path一 2mo 3 7 18．2 Yes 22．8

way
8 女 1 VSD，右偏心， WPW AS 3mo 7 15 136．4 No 10．1 late

Cantrell SucceSS
症候群6）

9 女 1 VSD WPw CS憩室 自然閉鎖 5 22 24．6 Yes 2．1 8U後
VA再発

2 22 13．4 Yes 1．8 1か月後
VA再発

DORV：両大血管右室起始，　VSD：心室中隔欠損，1－TGA：修正大正n管転位，　PLSVC：左上大静脈遺残，　CS：冠状静脈洞，　AVRT：

房室回帰性頻拍，IAS：心房中隔，　CAVC：共通房室弁口，　DIRV：double－inlet　right　ventricle，　PA：肺動脈閉鎖，　TAPVC：総肺

静脈環流異常，PDA：動脈管開存，　Co／A：大動脈縮窄，　WPW：Wol∬・Parkinson－White　syndrome，　JET：junctional　ect（）pic

tachycardia、　URAP　ullidirectional　retr（）grade　accessory　pathway，　AVNRT：房室結節回帰性頻拍，　RL：right　lateral，　RPL：

right　postero－lateral．　PSMA　l　posterior　septum　of　the　mitral　annulus，　LL：left　Iateral、　AS：anterior　septum

Presented by Medical*Online



764　（34） 日本小児循環器学会雑誌　第工3巻　第6号

表2　Gro／lp　2：不整脈が手術に起因すると考えられる症例

‘

年齢（歳）
透視 観察

症例 ↑生別 セッ

ション
心奇形 不整脈

アブレーション
　　部位 r術

頻拍
発作

アブレー
ション

時間
（分）

急性期
効果

期問
（か月）

備考

lo 女 1 VSD AF（COmlnOn） TA・IVC 1 】6 20 12．7 Yes 12．｛｝

11 男 1 VSD，　ASD AF（UncOIllmOI1） IIRA 4mo 了 8 23．4 Yes 7．9

12 男 1 vSD IART INC・rVC， 4 11 ］9 62．（［ Yes 2．1

INC－SVC
］3 男 1 ASI） AF（Common／ TA－IVC 4 術直後 7y61n 16．0 Yes 15．7 1か月後

UnCOmmOn） 再発

2 8ylm 15．5 Yes 8．7 1日後
ll醗

11 男 1 MA、1・TGA Af、　AF CS　ostium 9 14 22 25．〔〕 No 8．0

VSD，　ASD、
FOntall　F術後

15 女 1 TOF手術後 VT RVO　free 3 8 17 93．3 Partial 14．5

ASD：心房中隔欠損，　MA：僧帽弁閉鎖，　TOF：フアロー四徴，　AF　l心房粗動，　IART：intra－atrial　re－entrant　tachycardia，　Af：

心房細動，VT：心室頻拍，　TA：三尖弁輪，　IVC　ド大静脈，　SVC：ヒ大静脈，　HRA：高位右房，　INC：右房切開部，　RVO　free：

右室流出路自山壁

　　　　　　　　　　方　　法

　高周波カテーテルアブレーションの2口前から抗不

整脈剤の投与を中止し，塩酸ペチジン（2mg／kg／dose，

mnc　x　50mg）と塩酸プロメタジン（lmg／kg／dose，　max

25mg）を筋肉注射し，必要に応じてクエン酸フェンタ

ニール（約1μg／kg／dose）とミダゾラム（約0□mg／kg／

dose）の静脈内投与によって鎮静を行った後に電気生

理学的検査を施行した．心内修復術を予定している症

例や，術後遺残病変の認められる症例では通常の心臓

カテーテル検査も同時に行った．複合心奇形や心臓の

位置異常がある症例では，電気生理学的検査のための

電極カテーテルを挿入した後に，心室その他で造影を

行ってカテーテルの位置や心奇形の解剖の把握に努め

た．頻拍性不整脈の機序や焼灼部位に応じて，適切な

アプローチ法を選択した．抗凝固療法は，左心系でア

ブレーションを行う場合と，右心系であっても右左短

絡の存在する場合に限り，ヘパリン（80単位／kg）を静

脈内投与し，2時間毎に同量を追加した．高周波発生

装置はOsypka社IIAT200S，またはEPT社
EPT1000，　Cardiorhythm社Atakrで，それぞれ専用

の温度センサー付きアブレーションカテーテル（5F

～ 7F）を用いて，全例で温度コントロールモードによ

る通電を行った．アブレーション後，電気生理学的検

査を行ってすべての頻拍機序が消失したかどうかを確

認し，必要に応じてイソプロテレノール負荷も併用し

て発作の誘発を試みた．術後1か月間アスピリン（2

mg／kg）を経口投与し，心電図・ホルター心電図・超

音波検査などの経過観察を行っている．

　　　　　　　　　　結　　果

　初同アブレーション後の電気生理学的検査で15例中

11例が初期成功と判断された．また1例（症例2）で

は房室副伝導路の室房伝導が残存しており，別の1例

（症例15）では頻拍の完全な除去には至らなかったが，

臨床的には抗不整脈薬によるコントロールが容易とな

り，これら2例は効果あり（部分的成功）と判断され

た．残りの2例は不成功と判断された（症例8，14）．

初期成功と判断された11例のうち3例（症例5，9，

13）では再発がみられた（再発率27．3％）．3例（症例

2，9，13）では，さらに1～2回のアブレーション

が追加され，再アブレーション直後は3例とも初期成

功と判断されたが，2例（症例9，13）では再々発が

みられた．再々発例と残る1例（症例5）は，再度ア

ブレーションを行う予定で現在待機中である．不成功

と判断された2例のうち，顕性WPW症候群の1＆il

（症例8）では，アブレーションの約6か月後にA波が

消失し，頻拍発作も認められなくなったことから，遠

隔期成功と判断された（電気生理学的検査は未施行）．

平均12．5±7．5か月（2．1～28．8か月）の経過観察での

最終的なアブレーションの成功率は66．7％（10例），臨

床的改善例を含めると73．3％（11例）であった．これ

ら15例のアブレーションによる合併症は認められてい

ない（図1）．

　Group　1

　房室不一致を含む複合心奇形の症例4の洞調律時の

房室伝導時間は，前方の房室結節付近の電極（MA－1，

2）位置では，170msecであったが，後方の電極（MA
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　7，8）側では130msecと前方よりも短かく（図21，

2），この時の体表面心電図のQRS波形はVI誘導で

RS型を示していた．しかし異所性調律時には，前方の

電極（MA　l，2）位置での房室伝導時間は100insecで

あったが，後方の電極（MA　7，8）側では130msecと

前方よりも長く，体表面心電図のQRS波形はVl誘導

でQS型を示していた．2個所からの房室伝導が存在

すると考えられ，心房高頻度刺激で，前後の電極位置

での順行伝導は共に減衰伝導を示した．心室期外刺激

で誘発された頻拍中のQRS波形は，　V、誘導でQS型

を示す前方の房室結節からの波形と類似しており，後

方（MA－7，8）で100msecと短い室房伝導が認めらた

（図2－3）．前方の房室結節を順伝導し，後方の房室結節

様伝導路を逆伝導する回帰性頻拍と考えられた．後方

の電極付近のマッピングではヒス束様電位を記録でき

なかったため，頻拍中の最早期心房興奮部位を指標に

アブレーションを行って頻拍は誘発されなくなった．

術後11．5か月の経過観察では，2度以ヒの房室ブロッ

クを認めていない．

　無脾症候群に伴う複合心奇形の症例5の接合部頻拍

（図3）の機序は自動能充進によるものと考えられた．

洞機能に異常がないことを確かめた後，頻拍中の最早

期心房興奮部位を指標に，冠状静脈洞開口部付近で高

周波通電を行った7）．アブレーション後は洞調律で経

　2回／3回

アブレーション

　　　　　Gilli］

（遠隔期成功）

　　　（3） 一画
国⊂］
　N＝1

臨床的

有功率

73％
（ll／15）

図1　結果

　　　　　RAO　　　　　　　　　　　　LAO
　　　　　　　　　　　　　　図2　症例4
図21電極カテーテルの位置とアブレーション部位

HRA：高位右心房，　MA：解剖学的僧帽弁輪，　RV：右心室，　Abl：アブレーションカ

フ’一アノレ
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　図22　洞調律時，及び異所性調律時の心内電付

　　　　　　　　　　　　　　　　一
1．一ゴし⊥＿＿＿＿＿＿5°°（竺＿
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　　　　　1
3－4－一一yvug、」一一一一・・．fV－・一一VL．．T．．．．一．　一，K．‘H．vL－　　　vN－

≡士r‘彗嬬
　図2－3　心室期外刺激で誘発された房室回帰性頻拍

過していたが，術後4日で頻拍発作が再発した．

　症例9は，冠状静脈に憩室を有しており，同部位で

副伝導路電位が記録された（図4－1，2，3）．憩室や冠

状静脈洞内でのアブレーション8）では静脈壁の穿孔や

二次的な狭窄が懸念されたが，温度コントロールモー

ドを使用して比較的安心して通電を行うことができ，

アブレーションによる合併症は認めなかった．2セッ

ションとも副伝導路の離断に成功したが，室房伝導の

再発が認められた．

　Group　2

　症例llでは，　II，　III，　aVlで陽性のF波を示す，稀有

型心房粗動が認められた．頻拍中の最早期心房興奮部

位を目安に心房内をマッピングし，　concealed　entrain一
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川〔古〔㌦ぷ惜悟評
iii鷲鋼㍑；1カR
　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　‘
　　　　　　　　　　　　　　　1　・　L　l‘　．　v　’　）　1‘

　　　　　　図3　症例5
頻拍中の心電図（VI誘導は記録できていない）

ment（図5）やペースマッピングで頻拍中のF波と類

似したペーシング波形が得られることを確認して，分

界稜付近でアブレーションを行い，心房頻拍は誘発さ

れなくなった．

　症例12では，頻拍中に右心房内の広い範囲でdOuble

potentialが記録され（図6－1，2，3），心内修復術時の

心房切開線の同りを施回する心房内回帰性頻拍と考え

られた．ヒ大静脈または下大静脈から心房切開線と考

えられる部位までを線状にアブレーションすること

で，心房頻拍は除去された．

　ファロー四徴の症例15では，右室流出路の再建に

使ったパッチの周囲でのリエントリーと考えられる心

室頻拍が認められた．右室流出路の自由壁側で，頻拍

中の最早期心室興奮部位やペースマッピングを目安に

アブレーションを行った．頻拍の完全除去には至らな

かったが，薬剤によるコントロールが可能となり，臨

床的には改善したものと考えられる．

　　　　　　　　　　考　　察

　（1）先天的心疾患に対する心内修復術前に頻拍発作

がみられる症例のアブレーション：

　心内修復術を行う必要のある先天性心疾患を合併し

た症例（症例1～3）では，頻拍の持続によって急激

に血行動態が悪化する可能性がある．発作が頻回にみ

られ，薬剤抵抗性である場合には，長期の入院を余儀

なくされる．このような症例では，心内修復術中に副

伝導路の離断を行うアプローチも考えられるが，体外

循環時間を延長させて合併症の危険性を増大させる可

能性がある．またカテーテルアブレーションでは，外

科的アブレーションに比べて傷害する心筋の量も少な

いと考えられ，心機能への影響や，遠隔期のアブレー

Presented by Medical*Online



平成9年12月1H 767－（37）

蝦縫A／
／

ご評磯、

RAO

　　’e　．1

縛瞬A・・

図4　症例9

　　〆紳

．

剥醜ぱ蜘lu酢

撫》fCti　N

灘鯵・

メ

乏

一 A麟
㌶

ぶ＼

　野　　：

LAO

騒

図41冠状静脈憩室の造影とアブレーション部位

‘ll“‘‥1111111t｜｜tvllllMHIHtHl日｜lii”iHHIiHll日｜llll｜ll‘・1叩l

　　o畷夕7　u’s
　　パb3唖皿Il

rl　1

HRA3－4　1

HBE　1－20．25

HBE3－40．25

lliliY　iii　t（！l　Jiiiii

V11／

fi一　一斗／＼」七ノへ一

CS　1’21一

一～一一一一一一一一
CS34　i－一¢一一一一一PtX～｛一一一一一
CS5－6　1

ABL1－20．5

WATT鳳
　　ABL　2　　　　　　　500｛ms）

1，｜ltlll1111ttJIL＿tl－L1

　　　　　　　　　ド
1　．」＿＿L＿1＿＿V1」＿⊃＿一一．J＿．

　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　｝　　　　［

　　　　　　　　　　　　！　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1ビー†「「N　v2」「斗」バ

・二rlブー固∴バ
　　　　　　　　　　　　　l　　l　　l
　　　　　　　　　　　　　　
aVR－r一トー，トーV4　ri　l　1
　　　　　　　　　　　⊃・～）へ一「へ、．

　　＿　l　　l　　l　　　　l　　｝　　｝

・Vト」＿トv」V5□＿し⊃し

aVF－一くρr♂一〆一V6」～！＿！－
　　　l　l　｛

　　　図4－3　洞調律時の心電図

　II誘導で陰性のデルタ波が認められる．

図42　アブレーション成功部位の心内電位

ション部位の催不整脈性に関してより有利であると考

えられる．

　頻拍の消失によって安定した血行動態を得ることが

できれば，手術を安全に待機する余裕が生まれ，術前

の血行動態の評価も十分に行うことができる．カテー

テルアブレーションは頻拍の治療のみに留まらず，先

天性心疾患の予後自体にも良い影響を与える可能性が

考えられる．

　（2）先天的心疾患に対する心内修復術前には頻拍発

作がみられない症例のアブレーション：

　一方，術前に臨床的な頻拍発作はなくても，エプス
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タイン奇形症例に対する三尖弁置換術後やFontan型

手術後には，右心系へのアプローチが制限され，カテー

テルアブレーションが困難または不可能となる．特に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　

1・…一ヤへ一…乙へ一竺㍗～
・VF－一一后一、／’N－M－／NvN
　　　SI　SI　SI　SI　Sl
V1

Abl

RA　lat
（post｝

伽id｝

図5　症例ll　elltraillment　pacing中の心内電位

cycle　lel〕gthが210msのAF中にアブレーションカ

テーテルの遠位の電極1－2から200msのcycle　length

でペーシングを行うとconcealed　elltraillnnelltが得

られ，ペーシング終了後のretum　cycleはアブレー

ションカテーテルの近位の電極3－4で230msであり，

AFのcycle　Iengthと非常に近かった．同部位で高周

波通電を行って，頻拍の除去に成功した，

口本小児循環器学会雑誌　第13巻　第6号

Fontan型手術後急性期の不整脈は致死的となること

が多いため，確実な術前治療が必要と考えられる（症

例3）．

　術前に不整脈を起こす素因の存在が疑われる場合に

は，積極的な電気生理学的評価やカテーテルアブレー

ションが必要である．アブレーションによって頻拍性

不整脈の完全治癒ができなかった場合でも，その検査

中に得られた所見が外科的アブレーションの際に重要

な情報となることは言うまでもない．症例4では調律

変化によってQRS波形が変化し，房室副伝導路の存

在が疑われた．房室不一致例の房室結節は前方に位置

し，刺激伝導系は肺動脈の前方を迂同して心室への連

なるが，心房中隔後部の通常の位置にある房室結節と

心室筋が接続して房室回帰性頻拍を起こすことが報告

され9），このような症例についても，電気生理学的検査

が必要と考えられる．症例4の後方の伝導路は減衰伝

導を示し，房室結節様の性質を持っていると考えられ

るが，今後の検討と症例の積み重ねが必要である．

　また，術中・術後管理による大腿動・静脈の閉塞ま

たは狭窄例では電極カテーテルの挿人自体が困難とな

ることが予想され，心内修復術前に不整脈を起こす素

因が証明されている症例では，アブレーションの適応

が拡大されていくものと考えられる．

　心内修復子術に先立って，カテーテルアブレーショ

RAo　　　　　　　　　　　LAO
　　　　　　　　　図6　症例12

　図6－1電極カテーテルの位置とアブレーション部位
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　　　　　　　図62　心内電位

洞調律中，右心房の外側に配置した20極IIALOカ
テーテルのいくつかの部位（II3－7）でdouble　poten－

tialが得られ，手術時の心房切開によって形成された

伝導遮断部位が存在することが示唆された．H3やH7

の電極対では，2つの電位間の間隔が狭く，心房切開

線の断端付近であると考えられた．まず，H3，付近から

SV℃までのアブレーションを行ったが，頻拍誘発され
た．

　　　　　　」l
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H605－一．

H7　］＿

H825　－＿　　＿一

｝⊂ミ弍　　》ミ
　　　　　　　　　　　　　　　ー

輌・一し一r＼一

iPti＝Sti：：：i＝
H925－一一”，一、b－HlO　25　　　　ゾー一一一一一、一一
1㌧二こら＝ψ一雪＝ヱニニ
CS5－6’rC　▽一一一十一」］－cs7－8［亘：⊇　　　　　　　　　　　500　ms　　n

　　　　　図6－3頻拍中の心内電位
心房頻拍中，H3の部位ではdouble　potentiaIの間隔が

延長しているが，H7付近では，2つの屯位間隔が短く，

同部位からIVCまでのアブレーションを追加して頻

拍の除去に成功した．
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ンを行った場合には，不整脈を起こす素因が完全に治

癒したことを確認する必要がある．小児の頻拍性不整

脈に対するアブレーション後の再発に関して，Van

Hare　GFらはほとんどの症例が2カ月後までに発生

し，6カ月を超えて再発した症例はないと報告してい

るIo｝．筆者らの施設でアブレーションを行った83例の

WPW症候群についての検討でも，再発は71％が1カ

月以内に発生し，8カ月を超えて再発した症例はな

かった（未発表）．したがって，状況が許すならアブレー

ション後少なくとも3～6カ月の経過観察を行った後

に，心内修復手術を考慮すべきであると考える．アブ

レーションによって安定した血行動態を得ることがで

きれば，必ずしも心内修復術を急ぐ必要はなく，先天

性心疾患自体の予後にも影響を及ぼすかもしれない．

しかし，アブレーション後に十分な観察期間を確保で

きないような症例では，心内修復術の術式や外科的ア

ブレーションによる再発率などと比較して，治療法を

選択する必要がある．

　（3）先天性心疾患に対する心内修復術後に頻拍発作

がみられる症例のアブレーション：

　開心術後の頻拍性不整脈は，先天的な素因によるも

のと，手術侵襲によって後天的な不整脈素因が発生し

たものとに分類される．心内修復手術によって血行動

態が回復したにもかかわらず頻拍発作が発症したため

に，日常生活や運動の制限を受けたり，長期にわたっ

て抗不整脈剤の投与を受ける必要のある症例（症例6

～ 8，10～13）では，本人や家族が頻拍発作の除去を

強く希望することが多かった．これらの症例では，薬

物療法よりもカテーテルアブレーションが選択される

ようになってきた．

　また，手術の影響で心室収縮能が低下した症例（症

例14，15）では，頻拍の持続による血行動態の変化に

適応できない．抗不整脈剤の催不整脈性や心機能抑制

の可能性を考慮すると，このような症例に対する薬剤

の長期投与は避けたい．

　開心術後の頻拍性不整脈には，自動能充進と回帰性

頻拍があるが，手術時に作成された切開・縫合線や虚

血などによってダメージを受けた心筋，人工的なパッ

チなどのために持続的な伝導遮断部位や伝導遅延部位

が生じて回帰性頻拍が発生する．房室弁逆流や心機能

低下のために心房や心室が拡大した症例では，頻拍回

路が成立する可能性はさらに高くなると考えられる．

心房手術後の心房内回帰性頻拍に関しては，心房内

マッピングによる頻拍回路の証明と，カテーテルアブ
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レーションによる良好な治療成績が報告されてい

るID．しかし，心房内回帰性頻拍に対するアブレーショ

ンでは，確実な頻拍回路の局在と伝導遮断線ができた

かどうかの評価が困難である．症例13では，三尖弁輪

と下大静脈開「一丁部の問のisthlnusでアブレーション

を行い，確実な伝導遮断線が作成されたことを確認し

た．心房頻拍は，イソプロテレノール負荷を行っても

誘発されないことを確認したにもかかわらず短期間で

再発し，右心房切開線による心房内回帰性頻拍合併の

可能性も考慮される．

　複合心奇形に対する1；ontan手術後の症例14では効

果が得られず，心房負荷の少ないtotal　cavOPul－

monary　colmectioll法への変更やMaze手術が必要

と考えられた．

　ファロー四徴症の右室流出路再建術後に回帰性頻拍

がみられ，抗不整脈剤に抵抗性で予後不良であること

が報告されている12）．高周波カテーテルアブレーショ

ンによる治療成功例も報告されているが1：s），頻拍の原

因が心内膜側にあるとは限らず，カテーテルアブレー

ションによる治療効果は特発性心室頻拍に比べて確実

ではない．症例15では，アブレーションにより心室頻

拍回路に部分的な影響を与えて薬剤によるコントロー

ルが可能となったと考えられる．頻拍の完全除去には

至らなくても，頻拍回路を修飾することによって臨床

的改善が得られることがあり，このような症例に対し

てもカテーテルアブレーションの有効性が確認できた

ものと考える．

　先×性心疾患合併例に対するカテーテルアブレー

ションは，異常心の解剖学的特徴や刺激伝導系の位置

異常を十分に考慮した上でのアプローチを要するが，

短期的な合併症の危険性も低く，安全に頻拍性不整脈

を治療することが可能である．先天的な素因による不

整脈に関しては，先天性心疾患非合併例に対するカ

テーテルアブレーションの経験と先天性心疾患に対す

るカテーテル操作の技術とを生かすことで，十分に満

足できる成功率が得られた．しかし，複合心奇形やエ

プスタイン奇形を合併した症一例では，遠視時間や手技

に要する時間が長い傾向にあった．被爆の影響や遠隔

期のアブレーション部位の催不整脈性などについて，

今後の検討が必要と考えられる．一方，手術に起因す

る不整脈の複雑な発生機序を理解するためには，従来

のマッピングカテーテルによる評価では不十分である

と考えられ，今後も技術の進歩や注意深い検討が望ま

れる．術前・術後の不整脈管理において，カテーテル

川本小児循環器学会雑誌第13巻第6号

アブレーションは有効な方法となり得ると考えられ

た．

　　　　　　　　　　結　　語

　1）先天性心疾患症例15例に対して，高周波カテーテ

ル・アブレーションを施行して，12例（80％）に急性

期効果を得た．

　2）カテーテルアブレーションは，先天性心疾患症例

に対しても安全に行うことができ，術前・術後の不整

脈管理にとって有効である．今後，その適応が拡大さ

れていくものと考えられる．

　尚，本論文の要旨については，第13回日本心電学会：三子術集

会（大分）及びThe　2nd　World　Congress　of　Pediatric

Cardiology　ancl　Cardiac　Surgery（Ilawaii，　USA）で発

表した．
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Radiofrequency　Catheter　Ablation　for　Tachyarrhythmias　in

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Congenital　Heart　Disease

Patients　with

　　　　　　Hitoo　Fukuhara，　Yoshihide　Nakamura　and　Tatsuo　Yokoyama

Clinical　Departmellt　of　Pediatric　Cardiology，　Kinki　University　Schoo］of　Medicine

　　　We　report　our　experience　between　December　1994　and　March　1997　using　radiofrequency

catheter　ablation　to　treat　tachyarrhythmia　in　fifteen　patients　with　congenital　heart　disease．　Nine

patients　were　c（）nsidered　to　haN・e　a　congenital　substrate　for　arrhythmia（Group　l）：6with

Wolff－Parkinsoll－White　syndrolne（Ebstein’s　anomaly　in　2，　complex　in　1，ventricular　septal　defect

and　dextroversion　with　Cantrell　syndrome　in　1，　and　the　other　in　2）；1with　atrioventricular（AV）

nodal　reentry；and　l　with　junctional　ectopic　tachycardia；and　l　with　AV　reentry　in　patient　with

AV　discordance．　In　this　group，4patients，　who　were　scheduled　for　surgical　correction，　underwent

catheter　ablation　at　the　same　tilne　as　the　diagnostic　procedure．　One　of　them　subsequently

underwellt　cardiac　surgery　without　perioperative　arrhythmia．　The　6　remaining　patients　appeared

to　have　an　acquired　substrate　for　arrhythmia（Group　2）：4with　illtra－atrial　re－entrant　tachycardia

after　atrial　surgery；］with　atrial　flutter’fibrillation　after　a　Fontan　procedure　for　complex；and

lwith　ventricular　tachycardia　after　reconstruction　of　the　right　vel〕tricular　outflow　tract　for

tetralogy　of　Fallot．　Complete　success　was　achieved　in　10　patients，　clinical　improvement　in　l，　and

transient　success　in　3，　while　the　procedure　was　unsuccessful　in　1．　Thus，　the　overall　clinical

efficacy　was　73％for　both　groups．　No　complicatiorls　occurred　as　a　result　of　the　ablation

procedures　in　these　patients．　In　conclusion，　radiofrequency　catheter　ablation　in　patients　with

congenital　heart　disease　alld　arrhythmia　was　shown　to　be　clinically　useful　in　short　term，　and　it

rnay　become　the　preferred　apProach　to　management　of　pre－and／or　postoperative　arrhythmia．

However，　longer　follow－up　of　these　patients　is　necessary　to　determille　the　long－term　safety　and

efficacy　of　this　procedure　in　patients　with　congenital　heart　disease．
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