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ステロイド溶出心外膜電極を用いてペースメーカー

埋め込みを行った低体重児を含む2乳児例の経験

（平成10年4月13ヒ｜受付）

（平成10年9月14日受理）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　生後2カ月と11カ月の乳児例に対して，ステロイド溶出心外膜電極CapSure　Epi　4965（Medtronic，

Inc．，　Minneapolis，　MN，　USA）を用いたペースメーカー移植を行った．左側前側方開胸でアプローチ

し，ジェネレーターは左側季肋部の腹直筋と腹直筋後鞘の間に移植した．これまでの心筋電極に比して

心筋組織に対する損傷が少なく，電極の占める面積も小さいので低体重児の心室でも冠状動静脈の走行

にかかわらず植え込みが容易であった．植え込み時の閾値は低値であり，その後の閾値の上昇もごく軽

度で経過良好である．

　　　　　　　　　　緒　　言

　小児のペースメーカー移植には患児の心表面積や体

格が小さいこと，心臓とジェネレーター間の距離の延

長等，成長にともなう小児特有の問題がある．特に新

生児や低体重児においては電極の選択やジェネレー

ターの植え込部位に工夫が必要である．ステロイド溶

出心外膜電極を用いたペースメーカー移植を行った生

後2カ月と11カ月の2乳児例を経験したので考察を加

え報告する、

　　　　　　　　　　症　　例

　症例1：2カ月，男児，体重1，880g．

　現病歴：在胎37週で双胎の第2子として出生した．

出生直後より心雑音を認め当院に紹介された．断層心

エコーにて両側房室弁の閉鎖不全を伴う完全型心内膜

床欠損と診断され，生後39日に体外循環使用下に根治

術を施行した．術直後は完全房室ブロックであったが，

術後5日目より房室解離を伴う房室結節調律で
120～140／分の心拍数となった．その後II度房室ブロッ

クに移行したが再び完全房室ブロックを呈して徐脈と
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なり，心不全症状が悪化したためペースメーカーの埋

め込み術を施行することとなった（図1a）．

　手術：左側第4肋間前側方で開胸し，心嚢膜を横隔

神経の前方で切開して右室壁に達した．再手術であり

軽度の癒着を認め剥離を要したが，心表面の血管走行

は透見可能であった．右室心外膜にステロイド溶出心

外膜単極電極CapSure　Epi　4965（Medtronic，　Inc．，

Minneapolis，　MN，　USA）を縫着した．次いで左側季

肋部を縦切開し腹直筋と腹直筋後鞘の間にポケットを

作成し，ジェネレーターTHERA　sR　8960i
（Medtronic，　Inc．，　Minneapolis，　MN，　USA）を腹直

筋下に植え込んだ．植え込み時の閾値は2．5V／0．3

msec，抵抗は382Ωであった．出力3．5V／0．7msec，ペー

シングレート130／minでVVIペーシングを開始した

（図1b）．

　術後経過：ペーシング不全，センシング不全ともに

認めずに経過した．閾値は4カ月後2．5V／0．1msec，1

年後2．5V／0．2msecとほとんど変化を認めず，ペーシ

ングレートを110／minに下げたところ，予測電池寿命

は約4年となった．その他リード断線や感染，皮膚壊

死等の合併症も認められずに経過しており，ジェネ

レーターの遊走も認めていない（図2）．

　症例2：11カ月，女児，体重4，700g．
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　　　　　図1　術前後心電図（症例1）

a；完全房室ブロック．b；amplitude　3．5V，　pulse

width　O．7msec，　rate　l30／minのVVIペーシングを

行った．
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　　　　図2　胸腹部X線写真（術後1年）

症例1，2カ月男児，体重1，880grams．ステロイド溶

出心外膜電極を用いたペースメーカー移植術後．ペー

シングリードの断線やジェネレーターの遊走を認めな

かった．

　現病歴：在胎41週で出生した．出生直後より高度の

チアノーゼを認め当院に紹介された．断層心エコーに

て総肺静脈還流異常症と診断され，生後1日に体外循

　　　　　図3　術前後心電図（症例2）

a；II度房室ブロック．　b；arnplitude　3．5V，　pulse

width　O．4msec，　rate　100／minのVVIペーシングを

行った．

環使用下に根治術を施行した．術直後より房室解離を

伴う房室結節調律で120～140／分の心拍数であった．そ

の後II度房室ブロックに移行した．さらに術後5カ月

ごろからは60～80／分の徐脈となり，心拡大が進行し哺

乳力が低下してきたためペースメーカーの埋め込み術

を施行することとなった（図3a）．

　手術：左側第5肋間前側方で開胸し，症例1と同様

に右室心外膜にステロイド溶出心外膜単極電極Cap－

Sure　Epi　4965（Medtronic，　Inc．，　Minneapolis，　MN，

USA）を縫着し，ジェネレーター－THERA　SR　8960i

（Medtronic，　Inc．，　Minneapolis，　MN，　USA）を腹直

筋下に植え込んだ．植え込み時の閾値は0．5V／0．5

msec，抵抗は536Ωと良好であった．出力3．5V／0．4

msec，ペーシングレート100／minでVVIペーシング

を開始した（図3b）．

　術後経過：ペーシング不全，センシング不全ともに

認めずに経過した．閾値は1カ月後1．5V／O．4msec，1

年後2年後ともに2．5V／0．2msecとほとんど変化を認

めず，予測電池寿命は約6年となった．合併症を認め

ずに経過している．

　　　　　　　　　　考　　察

　小児のペースメーカー移植には患児の心表面積や体

格が小さいこと，心臓とジェネレーター間の距離の延

長等，成長にともなう小児特有の問題がある．特に新

生児や低体重児においては電極の選択やジェネレー

ターの植え込部位に工夫が必要である．以下に自験例
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を基に若干の考察を加えた．

　近年小児においても積極的に経静脈カテーテル電極

を用いるとの報告があるが1｝，大静脈の閉塞は危1具す

べき合併症であり，長期予後で必要となる電極の交換

あるいは抜去困難を考えると，小児における経静脈カ

テーテル電極の使用は不適切と思われる．しかし，心

室壁の薄い新生児や低体重児用の適当な刺入型心筋電

極がないため，これまでsuture・typeの心筋電極を使

用したり2）screw－in電極の先端を圧縮して使用してき

た．一方近年にいたりステロイド溶出心外膜電極が開

発され，その有用性が認められるようになってきてい

る3）’“”5）．今回使用したCapSure　Epi　4965は心外膜の上

に載せて縫合糸で固定するもので，これまでの刺入型

心筋電極に比して心筋組織に対する損傷が少なく，電

極表面積は従来のものより広いにも拘わらず電極装置

の占める面積は7．5×7．5mmと小さいので新生児や症

例1のような低体重児の心室でも冠状動静脈の損傷を

危惧することなく植え込みが容易である．

　またステロイド溶出心外膜電極は，表面のプラチナ

合金からステロイドが溶出することにより移植された

組織周囲の炎症性変化，浮腫，および線維化を抑制す

ることで遠隔期における刺激閾値の上昇を抑えるとさ

れている6）．われわれの2症例においても植え込み時

の閾値は低値であり，その後の閾値の上昇もごく軽度

であった．閾値の上昇は移植後1～3カ月の間に起こ

りやすく，その後は安定するとの報告も有り7），今後も

現在の低い閾値のまま経過することが期待できると考

えている．小児においては成人に比べて心拍数を多く

する必要があり，バッテリーの消耗が早いことが問題

の一つとなるが，低閾値を維持することはジェネレー

ター寿命を延長させる点で有利である．以上のように，

移植操作が容易で安全性も高く，慢性期の低閾値が期

待できることより小児，特に低体重児に対するステロ

イド溶出心外膜電極の使用は有用であると思われる．

　最近のジェネレーターは小型化が進み，今回使用し

たTHERA　SR　8960i（Medtronic，　Inc．，　Minneapolis，

MN，　USA）は重量21．5g，容積9．7ccと乳児や今回経

験した低体重児でも使用可能なサイズとなっている．

しかし反面バッテリー容積が小さいことから寿命は短

縮せざるを得ないが，ペーシングレート100／min，出力

2．5v／0．6msecで約7年間の使用が可能と予測されて

いる．小児のペースメーカー移植では体格が小さいこ

とからジェネレーターの植え込み部位についても様々

の工夫がなされてきた．胸腔内8），腋窩皮下9），上腹部

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第4号

腹直筋前鞘後面1°），腹腔内11｝等の報告がある．われわれ

は交換手術の容易さから上腹部皮下を第一選択として

いるが，体重10kg以下の場合は皮膚の圧迫壊死を避け

るために腹直筋と腹直筋後鞘の間にポケットを作成し

て植え込みを行っており，腹部臓器への圧迫や遊走を

認めていない．遠隔期の交換を考慮すると新生児や低

体重児においても，上腹部の筋肉下あるいは筋膜下が

適していると考えられる．

　心臓へのアプローチとして剣状突起下は有用な方法

である2）．しかし報告した2例のような再手術例では

心嚢内の癒着もあり，左側前側方開胸が安全であると

の印象であった．

　ペーシングモードについては，近年小児においても

DDDモードを行う姿勢が見られる1°）．これまで低体重

の症例に適した心房電極が無く，われわれはDDDに

は非積極的であったが，今回使用したステロイド溶出

心外膜電極では心房位での動作状態が良好であるとの

報告も有り5），今後は症例によっては乳児，小児例でも

DDDを選択することができると考えている．

　　　　　　　　　　結　　語

　生後2カ月と11カ月の2例の低体重児に対して，ス

テロイド溶出心外膜電極を用いたペースメーカー移植

を行った．これまでの心筋電極に比して心筋組織に対

する損傷が少なく，電極装置の占める面積も小さいの

で新生児や低体重児の心室でも冠状動静脈の損傷を危

惧することなく植え込みが容易であった．植え込み時

の閾値は低値であり，その後の閾値の上昇もごく軽度

で経過良好である．
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Implantation　of　Steroid－Eluting　Epicardial　Pacing　Lead　in　Small　Infants

　　　　　　　　　Takaaki　Suzuki，　Toyoki　Fukuda，　Masaaki　Sato＊and　Takayasu　Murai＊

Division　of　Cardiovascular　Surgery，　Division　of　Cardiology＊，　Tokyo　Metropolitan　Children’s　Hospita1

　　　Two　infants，　including　a　case　with　small　body　weight　of　1880　grams，　underwent　implantation

of　permanent　pacemakers　with　the　use　of　steroid－eluting　epicardial　leads（CapSure　Epi　4965，

Medtronic，　Inc．，　Minneapolis，　MN，　USA）．　The　chest　was　entered　through　the　left　anterolateral

thoracotomy　and　the　epicardial　lead　was　laid　and　fixed　to　the　right　ventricular　surface　by

sutures．　The　pulse　generators　were　placed　below　the　left　costal　margin　and　were　implanted

beneath　the　rectus　rnuscle．　This　newly　developed　pacemaking　lead　is　designed　to　lay　on，　instead

of　screw－in　or　suture－in，　the　ventricular　wall　so　as　not　to　damage　the　thin　and　fragile　myocardium

of　the　small　infants．　Beside　these，　the　continuous　elusion　of　steroid　from　the　electrode　is　expected

to　minimize　the　inflammatory　reaction　and／or　fibrosis　of　the　implanted　epicardial　surface　and　to

prevent　the　increment　of　threshold．　In　our　experience，　the　epicardial　lead　revealed　low　and　stable

threshold　at　the　time　of　implantation　and　also　during　the　follow　up，　and　proved　to　be　safe　and

promising　for　the　use　among　the　small　infants．
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