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浜岡　建城

　シンポジウム：肺動脈狭窄に対する治療戦略一Ba－

1100n，　Stent，　Surgica1－

　S－1．肺動脈狭窄症に対するバルーン拡大術：急性

期効果とその関連因子

　　　　Society　for　Cardiac　Angiography　and　Inter－

　　　　ventions，　Pediatric　Registry　Investigators

　　　　　　　　　赤木　禎治，Brian　McCrindle

　　　　　　Thomas　K．　Jones，　Ronald　G　Grifka

　　　　　　John　P．　Cheatham，　Rolando　Zamora

　　　　　　　　　　　　　　Charles　E。　Mullins

　目的：肺動脈狭窄症に対するカテーテル治療として

バルーン拡大術やステント留置術の有効性が報告され

ている．しかしながら肺動脈狭窄病変の成因によるこ

れらの治療法の有効性について，充分な検討は行われ

ていない．本報告の目的は，肺動脈狭窄症に対するカ

テーテル治療の有効性をその成因別に検討し，カテー

テル治療の有効性に関する予測因子を明らかにするこ

とである．肺動脈狭窄に対するバルーン拡大術とステ

ント留置術の効果を評価するために，

　対象：SCAI　Pediatric　Resistryに登録された38施

設で1982年から1996年までに施行された肺動脈狭窄症

に対する1，079回のカテーテル治療をretrospective

に検討した．

　結果：年齢の中央値は5．6歳（1生日～78歳）であっ

た．全体を先天性心疾患に合併するcomplex群664例

（83％）と単独の肺動脈狭窄症isolated群139例（17％）

に分けて検討した．complex群の内訳はファロー四微

症術後314例，肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損症術後100例，

総動脈幹遺残症術後75例，大血管転位症に対するarte－

rial　switch術後49例，　Fontan術後32例であった．　iso－

lated群は末梢性肺動脈狭窄症122例，　Alagille症候群

17例であった．拡張を試みた部位は，右肺動脈649例（ス
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テント19％），左肺動脈645例（ステント26％），左右肺

動脈255例（ステント27％）であった．拡大術によって

圧較差は右肺動脈で49±50％，左肺動脈で51±58％へ

低下し（p＜0．0001），末梢部に対する直径も右肺動脈

で80±83％，左肺動脈で99±102％へ拡大した（p〈

O．OOOI）．圧較差減少の程度は単独群に比し心疾患合併

群で有意に大きく，またステント留置例で大きかった．

すなわち単独の肺動脈狭窄症でステント未使用例では

有意な残存狭窄を残す可能性が高かった．多変量解析

を用いた検討では，圧較差減少の程度の大きな要因と

して，右肺動脈では心疾患合併群，ステント使用，拡

大術前の圧較差の小さい例，最近の治療例であり，左

肺動脈ではステント使用と最近の治療例であった．

　結論：ステントを使用することにより，バルーンだ

けによる治療成績を改善させることができる．単独の

肺動脈狭窄症では目標とする肺血管自体の特異性のた

め有効性が低いと推測された．

　S－2．末手術末梢性肺動脈狭窄に対するバルーン血

管形成術一効果と血管特性一

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　西本　　啓，井埜　利博，高橋　　健

　　　　　　稀代　雅彦，大久保又一，秋元かつみ

　　　　　　山城雄一郎

　目的：末梢性肺動脈狭窄（PPS）に対するバルーン

血管形成術（BA）の急性効果とBA時の肺動脈の血管

特性との関係を検討し，至適バルーン径を推定する．

　対象：BAを施行した未手術（native）PPS　17例の

延べ22病変を対象とした．BA施行時の年齢は2カ月

～21歳10カ月（中央値4歳3カ月）で，使用バルーン

径（表示径）／狭窄部径は2．9±1．3であった．

　方法：血管造影からBA前後の狭窄部径を求めて

それぞれDpre，　Dpostとし，　BA中の最大バルーン径

（狭窄部に一致した部位での実際の径）をBとして以

下の数式を用いてstretch（伸展度），　recoi1（弾性反

跳），gain（増加率）を算出して血管特性の指標とする．

　1）stretch＝（B－Dpre）／B×100（％）

Presented by Medical*Online



670－（78）

　　（％）　　　　stretch－gain関係
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図l　BAにおけるstretch－recoil－gain関係

　2）recoil－（B－Dpost）／B×100（％）

　3）gain　（Dpost－Dpre）／Dpre×100（％）

　さらにBAの有効性と血管内エコー（IVUS）所見と

を比較した．

　結果：狭窄部径はBA前3．8＋1．8mlnから後5．4±

1．7mmに増加した．　gain≧50％を有効とすると，有効

率は54．5％（12病変）であり，有効例でのstretch値は

平均64．7±9．1％であった．また，gain値（Y1）と

stretch値（X）との関係はY1＝3．92X－0．18×2＋0．02

×3（r＝O．99，p＜0．001），　recoi1値（Y2）とstretch値

（X）との関係はY2＝1．29X－O．01×2（r－0．98，　p＜

0．001）に近似した．したがって，gain≧50％を得るた

めにはstretch値が60％を越える必要があり，また

stretch　1　60％でrecoilが減少すると思われた（図1）．

IVUSを行った9例においてBAの有効性とIVUS
所見を比較すると，gain≧50％であった6例ではいず

れもtearまたはflapを認めており，このために

recoilが減少して有効なgainが得られるものと推定

日小循誌　14（5），1998

された．一方，stretch値47％にもかかわらずdissec－

tionをおこしたため有効なgainが得られなかった症

例もあった．

　結語：未手術PPSに対して効果的なBAを行うた

めにはstretch値≧60％（BA中の最大バルーン径が狭

窄部位の2．5倍以上）が必要である．しかし一方では

stretch値とdissectionの関係は不明であり，注意を要

する．

　S－3．肺動脈狭窄に対するステント留置術の経験

肺動脈狭窄の治療戦略の一つとして

　　　　兵庫県立こども病院循環器科，心臓血管外科＊

　　　　　　黒江　兼司，山元　康敏，城戸佐知子

　　　　　　鄭　　輝男，村上　博久＊，豊田　吉哉＊

　　　　　　芳村　直樹＊，大嶋　義博＊，山口　眞弘＊

　肺動脈狭窄の治療戦略の一つとして，ステント留置

術を施行した．

　現在の適応：①心内修復術後．②狭窄の部位が分岐

部を含めそれより末梢．③狭窄により右室圧の上昇

（RVP／LVP≧0．6），あるいは高度の左右肺血流不均衡

（偏移75％以上），④外科的再手術療法が必要，あるい

は外科的手術が困難なものに限っている．

　症例＆結果：症例数6（ラステリー型術後：5，フォ

ンタン型術後：1）．年齢は12．9＋3．0歳，心内修復術

からの経過年数5．1±4．4年．肺血流不均衡（偏移75％

以上：肺血流シンチ評価）は6例に，右室圧上昇

（RVP／LVP≧O．6）は3例にみられた．ステントはJ＆

J社製3080r　208をシースはCook社製ロングシース

（12F，11F，8F）を用いた．　kissing　methodは4例，

一側の分岐部狭窄は1例に，末梢狭窄は1例に施行し

た．ステント留置術では肺動脈径は明らかに拡張でき，

肺血流の分布偏移は91±8％が72±16％に，RVP／

LVPは1．05±O．30が0．70±0．13となった．

　トラブル：手技の困難さや準備品の不足等で長時間

を要した．その原因として，①狭窄部カテ通過困難1

例，②ロングシースとカテーテルの長さの不均衡3，

③ロングシース留置困難3，④ロングシース内でのス

テント先進困難1，⑤マウントしたステントのバルー

ンからのずれ1，⑥バルーン破裂2，⑦留置後ステン

トの脱落1が見られた．

　結語：今回の留置では効果は認められるが，まだ充

分でなく，拡張径もさらに必要と思われた．また，12

mmを越える高耐圧バルーンや折れ曲がりの生じない

ロングシースが望まれ，特に，デリバリーカテーテル

に関しては，①破裂を最小限にする適切な長さのバ
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ルーン長，②マウントしたステントがずれにくい

shaft径，③ロングシースとの長さの整合性を兼ね備

えたものを準備することが，狭窄や折れ曲がりが高度

で，手技の困難な症例には重要なポイントと思われた．

　S－4．肺動脈狭窄に対する治療戦略

　　　　大阪大学医学部小児科，同　第一外科＊

　　　　　　佐野　哲也，松下　　享，黒飛　俊二

　　　　　　小垣　滋豊，三輪谷隆史，福島　教偉＊

　　　　　　大竹　重彰＊，松田　　暉＊，岡田伸太郎

　目的：肺動脈狭窄に対するカテーテルならびに外科

治療の成績と問題点を検討することにより本症の効果

的な治療方針の確立を目指す．

　対象：過去10年間に肺動脈弁上部より末梢の肺動脈

狭窄42例に65回のカテーテル（59）ならびに外科（6）

治療を行った．治療時年齢は1～28歳（中央値5歳）

であった．術後症例は40例で心疾患の内訳はPAVSD

（12），TF／DORV（12），　TGA（8），　PAIVS（4），　UVH

（4）で，手術状態は人工血管を含む右室流出路形成

（23），動脈スイッチ（6），Fontan（4），　BCPS（3），

姑息術後（4）であった．未手術例は2例でWilliams

症候群に伴う末梢肺動脈狭窄と肺動脈弁上狭窄が各1

例であった．狭窄の部位は左主肺動脈31カ所，右主肺

動脈19，肺動脈本幹8，第2分岐以降の末梢肺動脈5

であった．

　方法：バルーン拡張は39例に54回，ステント留置は

5例に5回（計9個）を行い，外科手術による狭窄解

除（パッチ拡大術）を6例に6回施行した．カテ治療

の効果は圧較差・右室／左室収縮期圧比（RV／LV）・狭

窄部の拡張率（％DIL）で評価した．

　結果：1．圧較差は43±24mmHgから30±24
mmHgへ，　RV／LVは0．81±0、26から0．68±O．24へ有

意に低下した．2．狭窄部径は4．5±2．4mmから7．0±

3．Ommへ有意に拡大し，％DILは189±129％であっ

た．3．有効判定を圧較差≦40・RV／LV＜0．6または％

DIL≧150％とするとバルーン拡張の有効率が25／

54（46％），ステント留置は5／5（100％），外科的狭窄

解除術は6／6（100％）であった．4．バルーン拡張では

有効群は有効でなかった群に比しバルーン径／狭窄部

径比は有意に高値であり（399！±304％vs　222＋

137％，p＜0．05），バルーン拡張圧は有意に低値であっ

た（6．6±3．3気圧vs　9．2±4．1気圧，　p〈0．05）．5．バ

ルーン径／狭窄部径比と％DILの間には有意（r＝0．88，

p＜0．0001）の正の相関を認めた（図）．6．ステント留

置の効果は高かったが，留置後1年の心カテで圧較差
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図　バルーン径と拡張効果の関係

はないが，明らかな内膜肥厚を1例で認めた．7．外科

治療の64例中4例で術後比較的早期（7カ月～4．5年）

に術前以上の再狭窄を認め，カテーテル治療を要した．

　結論：バルーン拡張では高耐圧バルーン拡張後にさ

らに径の大きな通常圧バルーンで再拡張することによ

り有効率が改善できる可能性がある．外科的狭窄解除

術後は再狭窄に注意し，術後早期にカテーテル治療を

前提とした検査を行うほうが良い．

　S－5．未梢性肺動脈狭窄の治療一外科手術とカテー

テル治療の比較

　　　　国立小児病院循環器科，心臓血管外科＊

　　　　　　於保　信一，百々　秀心，原　　郁子

　　　　　　斉藤　一郎，本田　克彦＊，野間　美緒＊

　　　　　　近田　正英㌔関口　昭彦＊，石澤　　瞭

　目的：未梢性肺動脈狭窄（PPS）に対する外科手術

とカテーテル治療（CI）の成績を比較し，　PPSの治療

戦略について検討する．

　対象：1991年から1997年9月までの間に，当院にて

手術もしくはCIを受けたPPS（主肺動脈を含まず）80

例である．

　結果：i）外科手術；ppsの外科的形成術は34例に

対して38回・45カ所に行われた．根治手術時に施行さ

れたのが25回（66％），姑息手術時が10回（26％），根

治術後の再手術時が3回（8％）であった．また4例・

4カ所（9％）で術前にCIを施行されていた．術後有

意な狭窄を示さなかったのは，15例の16カ所（36％）

であった．再形成術は4例・4カ所（9％）に行われ

た．術後のCIは17例・18カ所（40％）に対して22回施

行された．ii）カテーテル治療；ppsのCIは63例に対

し83回・102カ所に行われた．根治術後に施行されたの
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が46回（55％），姑息術後が32回（39％）であった．全

体の成功率は68％（69／102カ所）であった．外科的形

成後にCIが行われたのは32回・39カ所あり，成功率は

67％（26／39カ所）であった．またCI後に外科的形成

術が行われたのは6例・6カ所（6％）あった．バルー

ン血管形成術が不成功だった2例にステント留置術が

施行された．

　結語：PPSに対する外科的形成術の成績はCIに比

べてやや悪く，再インターベンションを必要とするこ

とも多かった．CIは術後遺残病変のみならず，手術リ

スクの軽減・手術適応の拡大・手術の回避や延期にも

有用である．ステントはrecoi1のためにバルーン血管

形成術が無効な場合に適応となる．

　S－6．留置後中期経過後に外科的に摘出したステン

ト内腔組織の病理所見

　　　　東京女子医科大学，聖隷浜松病院

　　　　　　佐々木真樹，中西　敏雄，西川　俊郎

　　　　　　朴　　仁三，中沢　　誠，高梨　吉則

　　　　　　今井　康晴，門間　和夫，瀬［　正史

　　　　　　西尾公男，酒井章
　目的：肺動脈狭窄，右室　肺動脈導管狭窄に対する

ステント留置後，外科的に摘出したステント内組織の

病理所見を検討すること．

　症例：1991年～1997年にPalmaz（iliac）ステントを

肺動脈狭窄11例（13個のステント），右室一肺動脈導管

（弁付きXenomedicaウマ心膜）狭窄5例（8個）に留

置した．肺動脈内に置いたステントの中期予後は良好

で，左肺動脈分枝部に置いた1例でのみ狭窄を認めた．

その症例では，ステント中枢側の狭窄を認め，留置5

年6カ月後にステントの主肺動脈への突出部分を摘

出，左肺動脈内のステントには狭窄を認めず放置した．

右室一肺動脈導管にステント留置した5例中，2例は

再手術を延期できている（留置後3～5年）が，3例

（5個ステント）は右室圧低下が不十分，ステント部の

狭窄，細菌性心内膜炎の理由で再手術を施行，ステン

トを摘出した（留置後9，27，14カ月）．いずれの症例

でも意図したステント摘出は可能であった．

　病理所見：4例のステント内腔に厚さ1～2mmの組

織を部分的，ないし全周囲にわたり認めた．組織には

平滑筋細胞の増生や膠原線維を認め，内腔面は内皮細

胞で覆われており，増殖した内膜の所見であった．

　結論：1．肺動脈自己血管へのステント留置の中期

予後は有効であるが，主肺動脈に突出したステントや，

導管（非自己組織）内に置いたステントには内膜増殖
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が起こりうる．原因は不明であるが，ステントへの血

栓付着が契機となるのかもしれない．2．外科的にステ

ント摘出は可能である．

　1、動脈管依存性重症肺動脈弁狭窄症（Critical

PS）に対するBalloon　Valvuloplastyの経験

　　　　九州厚生年金病院小児科，現　九州大学小児

　　　　科＊

　　　　　　弓削　哲二，城尾　邦隆，肘井　孝之

　　　　　　仮屋園秀彦，渡邊まみ江，大野　拓郎＊

　背景：純型肺動脈閉鎖に高周波Ablation一バルーン

形成術（BVP）を行った新生児例を報告（1995年JPIC）

したが，その後，3歳で右室流出路拡大術となった．

この経験を踏まえ，最近1年間に経験したCritical　PS

3例に段階的なBVPを試み，手術回避の可能性を
探っている．

　1st　BVP二日齢7～16（平均10口），体重2．3～3．6kg

（平均2．8kg）．全例lipoPGE1投与で待機し挿管下に

行った．術前の右室収縮期圧（RVp）は125＋12mmHg，

右室／左室収縮期圧比（RVp／LVp）は2．2±O．6，肺動

脈弁輪径（PVA）は5．7±0．5mm（72．7＋4．1％N），三

尖弁輪径（TVA）は10．4＋0．8mm（86．3±5．7％N），

右室拡張末期容積（RVEDV）は89．3＋5．7％Nであっ

た（表）．これら低形成の右室に対し，血管と心内損傷

を避iけるため，細いシースと小径のバルーンを用いた．

方法は，まず熱加工したEndhole　catheter（Judkins右

側・左側，Multipurpose）を右室流出路に安定させ，

続いて小さな肺動脈弁開口部を慎重に通過させた

0．Ol4”（PTCA　hard　type）ガイドワイヤーを，　PDA

またはLPAに固定した．その後の操作ではガイドワ

イヤーが固定した部位からずれないように細心の注意

をはらった．そしてPVAに対し平均96％と小さめの

PTCA　4mmあるいはSUB－44mmで一旦弁を広げ，

さらに1サイズ大きいSUB－45rnmあるいは6mmで

BVPを行った．その結果RVpは72±26mmHgに低

下した．症例1はガイドワイヤーの刺激によりPDA

が早期閉鎖したため，大量のPGE1を投与したが反応

しなかった．同時に右室流出路狭窄も進行し（図1），

術直後にSpO2の低下を認め状態が悪化したが，β一

blocker投与で徐々に改善した．症例2，3は術後4

～ 12H間PGE1を続行し，早期よりβ一blocker投与を

行った．

　2nd　BVP：月齢4～9（平均6カ月），体重6．8～8．3

kg（平均7．4kg）．　PVAは8．1±1．Omm（78．0±6．1％

N）へ，TVAは12．8±O　．　5mm（71．3＋4．0％N）へと
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BVP

表　症例の概要

1st 2nd

年令

体重kg

RVp㎜Hg

RVp／LVp

PVA　mm

PVA％N

TVA㎜

TVA％N

RVEDV％N

　　10d

（7～16d）

　　2，8

（2．3～3．7）

　125±12

→ 72±26

　2．2±0．6

→ 1．1±0．6

5．7±O．　5

72．7±4．1

10．4±0．8

86．3±8．5

89．3±5．7

　　6m
　（4～9m）

　　7，4

（6．8～8．3）

　　64±27

→ 53±22

　0．7±0．4

→
　0．5：ヒ0．2

8．1±1．0

78，0±6．1

12．8：ヒ0．5

71．3±4．0

75．0±7．0

図1　症例1．日齢16，1st，　BVP

（mm）

10

1st　BVP

O－－O症例1
［トーロ症例2

☆一☆症例3

2nd　BVP

図2　PVAの変化
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図3　症例3．月齢4，2nd，　BVP

成長していた（図2）．PVAに対し平均149％と大きめ

のTyshak　10mmあるいは8mmダブル（有効径16．8

mm）を使用しBVPを行った．その結果右室圧は64±

24mmHgから53±22mmHgへ低下した．ただし症例

2は肺動脈弁下の筋性狭窄と右室流出路狭窄の一時的

増強を認め，β一blocker投与を行った．2nd　BVPは技

術的にも容易で児の血行動態も安定しており，術中術

後の合併症はなくきわめて安全に行えた．

　考察：Critical　PSの3例に対し新生児・乳児期の二

段階BVPを施行した．初回BVPは小径バルーンの使

用で血管および心内損傷を避けることができ，さらに

2nd　BVPを容易かっ安全に行うことができた．しかし
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新生児期のBVP後に進行する右室流出路狭窄には注

意を要し，PGE1の継続とβ一blockerの追加投与が有

効であった．肺動脈弁輪径の成長を確認できたが，

70～80％Nにとどまっており，手術を回避できるか否

か，慎重な経過観察が必要である．

　2．重症肺動脈弁狭窄6例に対するバルーン形成術

の経験

　　　　県立岐阜病院小児科，新生児科＊，小児心臓外

　　　　科＊＊

　　　　　　桑原　尚志，桑原　直樹，高橋　一浩

　　　　　　山崎　嘉久，長澤　宏幸＊，内山

　　　　　　八島　正文＊＊長津　正芳’＊

　目的：

脈弁狭窄を6例経験したので報告する．

　対象：

温＊

最近2年間に新生児・乳児期早期の重症肺動

　　　　4例は動脈管依存性の新生児重症肺動脈弁狭

窄であり，生後4～10日にバルーン治療（以下PTA）

を行った．1例は生後2日の入院時にチアノーゼはな

く保存的に経過を見たが，狭窄悪化の為生後3カ月に

PTAを施行した．他の1例は4カ月時にチアノーゼ

を主訴に来院し，小さな心房間交通を介して右左短絡

があり，翌日PTAを施行した．

　方法：1）PTA前の肺動脈弁血流を，入院時および

PTA直前の心エコーと右室流出路造影を比較した．

2）用いたカテーテル，ガイドワイヤー，バルーンを比

較しPTAの手技にっいて検討した．3）PTA前と平

均7カ月後の右室圧（RVP），三尖弁輪径（TVD），右

室拡張末期容積（RVEDV）を比較しPTAの効果を検

討した．

　結果：1）肺動脈弁口は3例がpin　hallであったが，

閉鎖か否か（ガイドワイヤーが通りそうか否か）は，

PGE1使用前の入院時心エコーが最も判りやすく，カ

テ中のビデオ上の右室流出路造影では2例で肺動脈弁

血流が確認できなかった（カテ後シネフィルム上では

全例確認できた）．2）右室流出路へのアプローチには

全例右冠動脈造影用カテを用い，5例にPTCA用ガイ

ドワイヤー，4例にモノレールタイプのPTCA用バ

ルーンを用いた．右冠動脈造影用カテの形状が適切か

カテ中に判断する参考に心窩部からの心エコー像（実

物大で下大静脈，三尖弁，肺動脈弁，肺動脈主幹部が

同一画面となる像）を5例で準備し（図1），有用であっ

た．形式のポイントは，カテ先が右房から三尖弁を越

え易いようにカテ先2～3cmの部分を曲げること，カ

テが右室流出路に進んだ時にカテ先が肺動脈主幹部の

向きに向くようにカテ先端の部分を曲げることの2点

　

㌻
、

文
’
亭
弾

ぷ
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図1　JRカテーテルの形状を心窩部からの心エコー

　像で確認

であった．3）RVPはPTA前104＋29mmHgが59±
24mmHgに有意に低下．　TVDは一〇．7±0．8が0，3＋

O．5に有意に増加．RVEDVは88±39％が9］±30％に

やや増加した．バルーン治療により3例で中長期的な

軽快が得られた．3例に再狭窄を認め，再度PTPVを

施行した．2例は軽快したが，1例は再PTPV後も右

室圧115mmHgで，弁下部狭窄が強い為手術した．

　まとめ：1）重症肺動脈弁狭窄の6例にバルーン肺

動脈弁形成術を施行した．2）右冠動脈造影用カテーテ

ルに変形を加える際に超音波画像が有用であった．3）

PTCA用ガイドワイヤー・PTCA用バルーンが有用と

考えられた．4）6例中3例は中長期的に治療を要さな

い状態にまで改善した．

　3．バルーン拡張術が効果的であったEbstein奇

形を伴う肺動脈弁狭窄，肺動脈低形成の女児例

　　　　和歌山県立医科大学検査診断学

　　　　　　　　　　　　武内　　崇，鈴木　啓之

　　　　同小児科

Presented by Medical*Online



平成10年10月1日

　　　　　　　　　　　　上村　　茂，小池　通夫

　　　　日高総合病院小児科　　　　　笠松　美恵

　　　　紀南綜合病院小児科　　　　　北野　尚美

　はじめに：複合心奇形に合併する肺動脈狭窄のバ

ルーンカテーテル法による肺動脈弁拡張術（BpV）の

適応および治療効果については一定でない．肺動脈弁

低形成，肺動脈弁狭窄とEbstein奇形に伴うと考えら

れる強い三尖弁閉鎖不全，心房間の右→左短絡を伴う，

低酸素血症，多血症を呈するダウン症候群の女児に

BPVを行いチアノーゼの改善を認めたので報告する．

　症例と経過：出生時からチアノーゼを認め，他院に

て三尖弁異形成，肺動脈低形成，肺動脈弁狭窄，卵円

孔開存，右側大動脈弓と診断された．心室中隔欠損は

認められなかった．5歳時に心臓カテーテル検査を受

けたが，肺動脈が低形成であったためBPVは施行さ

れなかった．10歳時に当科に転院した．チアノーゼが

強度のためBPVを施行した．右大腿静脈が閉塞して

いたため，8．Ommの肺動脈弁と7．4mmの右肺動脈に

対して10mm　Meditec　New　Ultrathinノこルーンカテー

テルを用いてBPVを行った．　BPV前は右室収縮期圧

75mmHg（左室圧は測定できず）で，　BPV後右室収縮

期圧78mmHg，左室収縮期圧140mmHgであった．

BPV前後で心エコーによる主肺動脈の最高流速は4．7

m／sから3．3m／sに，三尖弁閉鎖不全の最高流速は4．O

m／sから3．3m／sに減少し，肺動脈弁狭窄の改善によ

り右室圧が低下したと考えられた．さらに心房間の右

→左短絡の減少により低酸素血症が改善され，多血症

が改善した（Hb　20．6g／dl→17．4g／dl，　Ht　62．1％→

53．0％）．

　結語：Ebstein奇形，心房中隔欠損，肺動脈低形成，

肺動脈弁狭窄，ダウン症候群の女児例にBPVを施行

し有効であった．

　4．肺動脈狭窄を合併する単心室血行動態疾患に対

する経皮的バルーン肺動脈弁形成術

　　　　東京女子医科大学循環器小児科，循環器小児

　　　　外科

　　　　　　佐々木　康，中西　敏雄，朴　　仁三

　　　　　　近藤　千里，富松　宏文，中澤　　誠

　　　　　　高梨　吉則，今井　康晴，門間　和夫

　肺動脈狭窄を合併する単心室血行動態疾患に対し経

皮的バルーン肺動脈弁形成術（BV）を行った．

　対象：17例．うち，単心室（4例），両大血管右室起

始症（9例），大血管転換症（3例），修正大血管転換

症（1例），BV施行年齢は平均10歳（1．5～23歳）．肺

675－（83）

動脈狭窄は弁下＋弁狭窄が13例，弁狭窄が4例．BV目

的はPA　index増大15例，低形成心室の容積増大3例，

低酸素血症改善2例であった（3例で目的重複）．フォ

ローアップカテーテル（FUカテ）は13例に，10から24

カ月後（平均13カ月）に施行．

　結果：弁形成術施行直後に平均肺動脈圧は平均llか

ら17mmHgに上昇し，肺体血流比は平均1．6から1．9に

増加，動脈血酸素分圧は39から47mmHgに上昇した．

目的別の効果は，PA　indexが増大したのは15例中7

例（FUカテなし4例），低形成心室の容積が増大した

のは3例中1例（FUカテなし1例），低酸素血症が改

善したのは2例中2例であった．結局，BVの効果が

あったのは17例中8例（47％），効果なしは5例（29％），

不明は4例（24％）であった．

　転帰：1例で弁下狭窄が進行したため，β一プロッ

カー投与し，心機能低下をきたした．Fontan手術は5

例に，biventricular　repairは2例に施行，　BV効果な

しの例は短絡術を施行，他は手術かFUカテ待ちであ

る．

　結論：単心室血行動態疾患に対する経皮的バルーン

肺動脈弁形成術の効果は約50％の症例で認められる．

効果がない例があるので，BV後1年以内に再評価し

対策を講じる必要がある．

　5．純型肺動脈閉鎖（PPA），重症肺動脈狭窄（criti－

cal　PS）に対するカテーテルインターベンション

　　　　兵庫県立こども病院循環器科

　　　　　　　　　　　　山元　康敏，城戸佐知子

　　　　　　　　　　　　黒江　兼司，鄭　　輝男

　　　　同　心臓外科

　　　　　　村上　博久，豊田　吉哉，芳村　直樹

　　　　　　大嶋　義博，山口　眞弘

　純型肺動脈閉鎖（PPA），重症肺動脈狭窄（critical

PS）に対し，様々なカテーテル治療が行われている．

今回，当院で経験した症例のうち有効であったものに

つき報告する．PPAインターベンションに対する，当

科における現段階の適応条件：①P弁が膜様閉鎖，②

右室形態が3部に分かれており小さ過ぎない，③

sinusoidal　communucationを認めない，④心臓外科に

よるバックアップは当然ながら，以上の条件を満足し

たうえ，造影上容易と考えられるものに限る．特に

PPAについては，外科治療成績もよく技術的に困難な

症例については外科的治療に委ねる．症例は，在胎37

週，生下時体重3，194gで，生下時よりチアノーゼ認め

エコー上PPAと診断，　PGE1を開始．生後3日目心不
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全が出現したため漸減し，生後8ヒ1口に心カテ，イン

ターベンションを施行．肺動脈弁輪径は6．5mmで，三

尖弁輪径Z－valueは一〇．2，右室拡張末期容積は3．1

ml，正常の44．3％と右室の発育は比較的良好．造影後，

ワイヤーによる肺動脈穿破を試行．この際，RV　out・

flowの適切な位置に，カテーテルを固定することに難

渋し，結局，IMAカテーテルをRVの形態にあわせて

形成したものを用いてカテを固定し，ATHLETE
PLUS　GIand　Slam　O．014　soft　tipにて肺動脈弁を穿

破．次に，バルーン肺動脈弁拡大術を行うべく，ワイ

ヤーをPDAを介しaorta内に固定後，バルーンカテ

を弁通過させようとしたところ，カテ先端にトルクが

伝わりにくく，弁通過が困難であった．そこでロング

シースを補助に用いたところ，カテは容易に弁を通過．

次に，PDAにバルーンがかからないように注意して位

置決めした後，PTCA用4mmバルーンを用いて弁拡

大を施行．その後，肺動脈弁輪径の1．5倍，10mmまで

バルーンサイズをアップさせて弁拡大．結果，右室圧

は84から40mmHgまで低下し，右室，左室圧比は1．29

より，O．57まで低下，現在，β一blockerの内服にて経過

良好．手技上の，問題点として次のことが考えられた．

①カテーテルのRV　outflowの適切な位置への固定，

IMAカテーテルの使用が有効だった．②弁を穿破する

際のdevice，当科ではATHLETE　PLUS　GIand　Slarn

O．014　soft　tipを用いて有効．③弁拡張用カテーテルの

通過．ロングシースの使用が有効だった，（critical　PS

についても同様）

　6．高周波電気焼灼法にて肺動脈弁穿孔術を行った

2例

　　　　東京女子医科大学循環器小児科

　　　　　　朴　　仁三，中西　敏雄，山村　英司

　　　　　　飛田　公理，中澤　　誠，門間　和夫

　肺動脈閉鎖の2症例に対して行った高周波電気焼灼

法による肺動脈弁穿孔術の経験を報告する．

　症例：症例1は肺動脈弁閉鎖を伴ったEbstein奇形

で日齢3に当科へ入院となった．日齢16に一時PGE1

を中止し器質的な肺動脈弁閉鎖であることを確認．三

尖弁閉鎖不全は高度であったが，三尖弁のplastering

が軽度であったため日齢31，体重2．5kgで肺動脈弁形

成術を施行．右室造影では大量の三尖弁閉鎖不全を認

め，右室容積は正常の560％であった．症例2は純型肺

動脈閉鎖で日齢0に当科入院．日齢7にガイドワイ

ヤーによる肺動脈弁の穿孔を試みたが，ワイヤーによ

る右室流出路穿孔をきたしたため断念．日齢17，体重

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第5号

2．2kgでablationによる肺動脈弁穿孔術を行った．右

室はtripartiteで容量は正常の130％，三尖弁閉鎖不全

は高度であった．

　手技：症例1；経静脈的には右室流出路にカテーテ

ルが固定できないため，右総頸動脈よりアプローチ．

5Fr右Judkinsカテーテルに沿ってArrow社製
bipolar　electrode（2Fr）をすすめ先端を肺動脈弁に密

着．5watt，5秒間通電し電極カテーテルをさらに押し

っけるとカテーテルは容易に肺動脈弁を通過した．そ

の後直径4．5mmの肺動脈弁に対して3mmのballoon・

on・the－wireから初めて，最大8mmのバルーンで拡大

した．症例2；大腿静脈から順行性にアプローチした．

5Fr右Judkinsカテーテルを肺動脈弁に密着させ，次

いでArrow社製bipolar　electrodeの先端に曲りをつ

けJudkinsカテーテルに挿入．先端を肺動脈弁に密着

させ5watt，5秒間で1回通電し，電極カテーテルを押

しつけると先端が肺動脈内に穿通した．4．5mmの弁輪

径に対して最大7mmのバルーンカテーテルで拡大し
た．

　結果：症例1は肺動脈弁形成術から11日後にpro－

staglandin－El（PGE1）を中止．動脈管が殆ど閉鎖した

時点のSaO2は70％前後であったが，術後13日，感染を

契機にPSVTの頻発，血圧低下，低酸素血症の増悪に

より死亡．症例2は肺動脈弁形成直後にPGE1を中止

したものの動脈管の閉鎖がみられず，翌日動脈管結紮

術を施行．その後の経過は順調で，退院時の毛細管血

酸素分圧44mmHg，形成した弁の圧較差は30mmHg
であった．

　結論：1）ガイドワイヤーを用いた肺動脈弁穿孔術

より高周波を用いた肺動脈弁穿孔術の方が安全かつ容

易であると思われた．2）Arrow社製bipolar　elec－

trodeは先端の変形が容易であり肺動脈弁穿孔術に有

用であった．3）Ebstein奇形をともなった肺動脈閉鎖

にも経皮的肺動脈弁形成術の適応症例があるものと考

えられた．

　7．肺動脈閉鎖および動脈管依存性の新生児重症肺

動脈弁狭窄に対する経皮的バルーン肺動脈弁拡大術の

経験

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　渡辺　　健，越後　茂之，小野　安生

　　　　　　新垣　義夫，神谷　哲郎

　　　　同　放射線診療部　　　　　　木村　晃二

　対象：対象は初回治療として経皮的バルーン肺動脈

弁拡大術（BPVD）を施行し得た心室中隔欠損を伴わ
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ない肺動脈閉鎖（PA）4例，動脈管依存性の新生児重

症肺動脈弁狭窄（PS）5例である．

　結果：PA－1は生後21日に最終バルーン径5mm（推

定肺動脈弁輪径の98％）でBPVDを施行した．術後早

期の血行動態は安定していたが術後1口に脳梗塞を合

併した．1歳5カ月時に2nd　BPVDを施行したが肺動

脈弁輪部が制限的で無効であったため，右室流出路形

成術を施行した．PA－2は生後1日に最終バルーン径6

mm（推定肺動脈弁輪径の120％）でBPVDを施行し

た．術後早期に肺高血圧による低酸素血症に対して

lipo－PGEI，02，　tolazoline，　NOを使用した．5カ月

時に2nd　BPVDを施行し右室肺動脈圧較差は81から

25mmHgまで低下し有効であった．その後肺動脈狭窄

が進行し，10カ月時に3rd　BPVDを施行し右室肺動脈

圧較差は39から29mmHgまで低下した．　PA－3は生後

1日に最終バルーン径7mm（推定肺動脈弁輪径の

125％）でBPVDを施行した．術後早期に肺高血圧に

よる低酸素血症に対してlipo－PGE1，02，　tolazolineを

使用した．3カ月時の心カテで右室肺動脈圧較差は20

mmHgと良好な結果を得ている．　PA－4は生後10日に

最終バルーン径6mm（推定肺動脈弁輪径の125％）で

BPVDを施行した．右室拡張末期容積は正常の36％と

小さかった．術後早期に動脈管の閉鎖傾向による低酸

素血症がみられ，緊急で体肺動脈短絡術を施行した．

PS－1は生後3日にバルーン径6mm（肺動脈弁輪径の

118％）でBPVDを施行した．術後早期の血行動態は

安定していた．8カ月時に2nd　BPVDを施行し右室肺

動脈圧較差は55から24mmHgまで低下し有効であり，

その後再狭窄はみられていない．PS－2は生後6日に最

終バルーン径6mm（肺動脈弁輪径の115％）でBPVD

を施行した．術後早期の血行動態は安定していた．6

カ月時に2nd　BPVDを施行し圧較差は52から22

mmHgまで低下し有効であり，その後再狭窄はみられ

ていない．PS－3，4，5は生後6，6，4日にバルーン

径8，7，7mm（肺動脈弁輪径の167，132，137％）でBPVD

を施行した．術後早期に動脈管閉鎖傾向と肺動脈弁下

狭窄の進行による低酸素血症に対してlipo－PGE1，

propranololを使用した．その後再狭窄はみられてい

ない．

　結論：膜様閉鎖の成分のあるPAおよびPSに対す

るBPVDは，手技および術後管理に工夫が必要である

が，この疾患に対する初回治療の第一選択と考える．

　8．純型肺動脈閉鎖における新生児期経皮的バルー

ン右室流出路形成術と術後管理一右室低形成例におけ
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る2Step　Strategy一

　　　　神奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　林憲一，宮本朋幸

　　　　　　　　　　　　岩堀　　晃，康井　制洋

　目的：純型肺動脈閉鎖における右室低形成例におい

て，新生児期より二段階のCatheter　Interventionを中

心とする統一した管理を行うことにより，biventricu－

lar　repairの可能性が増したと考えられた2症例につ

いて検討したので報告する．

　2STEP　STRATEGY：1997年より当科に入院した

純型肺動脈閉鎖は，膜［生閉鎖で右室がtripartileあり，

RVdominantのsinusoidal　communicationがなけれ

ば右室低形成の程度によらずCatheter　Intervention

を第一選択としている．以下に右室低形成例に対する

統一した管理法を示す．

　1）STEP1：生後2週頃までに右室流出路穿破およ

びバルーン右室流出路形成術（以下BRVOTR）を施

行．術後もPGE1の投与は継続．初回のBRVOTR後

あるいは2回目のBRVOTR後にβblocker投与を
開始．

　2）STEP2：生後1カ月ごろまでに追加のBR－

VOTRを施行．術後はじめてPGE1からの離脱を試み

酸素投与を併用しながら退院をめざす．STEP1でβ

blockerの投与が成されていない場合，　STEP2術後に

投与を開始．

　3）再評価およびSTEP3：STEP2術後6カ月から

1年以内にCatheterによる再評価．この結果により必

要ならさらにSTEP3にすすみ，3回目のBRVOTR
を施行．STEP3まで必要とした場合は半年後に再評価

し，biventricular　repairが必要かどうかの最終決定を

行う．

　結果：1）症例1はSTEP1が口齢17に施行され術

前のRVEDVは3．3ml（43．9％N）．以後Step2を日齢

24に施行．日齢51に退院．再評価は日齢362に行われ，

最終的にRVEDVが17．5m1（76．6％N）に発育してい

た．2）症例2はsinusoidal　communicationが存在例

だがRV　dominantではなく，STEP1が日齢17に施行

され術前のRVEDVは3．5ml（332％N）であった．以

後STEP2を日齢38に施行．日齢70に退院に到ったが

肺動脈弁上狭窄を合併し，日齢220で再評価ののち

STEP3を施行．最終的にRVEDVは7．1ml（40．8％N）

であった．STEP3後の再評価はまだ成されていない．

3）右室の推移：RVP／LVPは両症例ともSTEP1の

BRVOTR後改善するが，　STEP2の術前にはふたたび
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Step　l

結　　果

症例
施行時
日齢

右室流出路
窄破の方法

バルーン径
／閉鎖部径

三尖弁輪径　Zscore

1 10
guidewire

＋高周波カテ
1．9 一 〇．4→－0．4

2 17 guidew｛re 1．9
一 1．7→－1．5

RVEDV（％N） RA閉鎖部径
　Zscore

43．9→38．6 一 5．6→－2．1

33．2→34．6 一 5．7→－4．6

Step　2

症例
施行時
日齢

バルーン径
／P弁輪径

三尖弁輪径
　Zscore

1 24 L4 一 〇．4→－0．4

2 38 1．7 一 1．5→－1．5

RVEDV（％N）
P弁輪径Zscore

46．5→47．9 一 2．1→－1．4

33．2→34．6 一 2．8→－1．5

再評価およびStep　3

症例
施行時
日齢

バルーン径
／P弁輪径

三尖弁輪径
　Zscore

1 362 ／ 一 2．8

2 220 1．3 一 2．2→－2．2

RVEDV（％N） P弁輪径
Zscore

76．6 十〇．8

42．5→40．8 一 1．8→－L4

悪化している．両症例ともSTEP2で再度改善が得ら

れ，再評価時に症例1はほぼ正常化した．しかし症例

2は肺動脈弁上狭窄の合併により，再度RVP／LVPは

悪化しSTEP3を必要とした．　RVEDVに関しては

STEP2術後までは軽微な改善のみにとどまり，以後症

例1は時間をかけて増大．症例2は肺動脈弁上狭窄合

併のため絶対量としては増加しているものの，％Nで

は低下傾向という結果を示した．4）肺動脈の推移：

BRVOTRを行うごとに拡大が得られるが，　PA　index

の発育は時間をかけて徐々に増加した．

　まとめ：純型肺動脈閉鎖における右室低形成例に対

して，二段階のBRVOTRを中心とする右心室の発育

を促す治療を，新生児期より計画的に進めていくこと

が，biventricular　repairの可能性を増すと考えられ
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た．

　9．Brock手術後PTPVを施行したPPAの2例

一PTPV＋PTAを施行した類洞交通を有する症例を

中心に一

　　　　済生会前橋病院小児科

　　　　　　岡田　恭典，小野　真康，滝沢　琢己

　当院において最近1年間に経験した純型肺動脈閉鎖

症の2例に対し，従来どうりの初回外科治療とカテー

テルインターベンションの組み合わせにより良好な結

果を得たので報告する．症例1はPPAの診断で日齢

18に当院に紹介入院となった．心臓カテーテル検査で

はRVp＝115mmHg，　RVp／LVp＝1．47であった．

RVEDVは82％of　normalであった．更に三尖弁輪径

z－valueは＋0．5と右室は比較的発達していた．日齢29

Brock手術を施行した．これにより肺動脈一右室圧較

差は541nmHgにRVp／LVpはO．92にまで減少した

が，LipoPGE1を中止することはできず，日齢40に

PTPVを施行した．肺動脈一バルーン径比は1．0～1．5

に設定し，径7rnmのバルーンを使用した．これにより

RVp／LVpは0．59まで減少し肺動脈　右室圧較差は14

mmHgとなりLipoPGE1を中止することができた．退

院前に施行したが心臓カテーテル検査ではRVp／LVp

は0．37と更に減少していた．

　症例2は1カ月の男児で日齢37にPPAの診断で当

院に紹介入院となった．心臓カテーテル検査でRVp－

170mmHg，　RVp／LVp－1．67，右室造影ではRVEDV

は26％of　norma1でminor　typeの類洞交通を伴って

いた．大動脈造影では冠動脈の離断，狭窄は認めなかっ

た．三尖弁輪径z－valueは一5．8であった．右室高度低

形成であることから初回治療としてBrock手術及び

左BT短絡術を施行した．　RVp／LVpは1．22まで減少

したが，左肺動脈のBT短絡近位部の狭窄もあり

LipoPGE1を中止することはできず，右室造影にても

類洞交通における冠動脈への逆流も残存していた．こ

のため2回にわたるPTPVならびに左肺動脈のBT

短絡術近位部の狭窄に対するPTAを行った．これに

よりLipoPGE1，酸素は中止可能となり更に右室造影

における冠動脈への逆流は消失した．退院直前に施行

した心臓カテーテル検査ではRVp／LVpは0．67まで

減少していた．RVEDVは35％of　normalになり三尖

弁輪径z－valueは一3．8と右室発育も認められた．現在

退院し外来経過観察中である．

　以上のようにPPAの治療においてカテーテルイン

ターベンションと外科治療の連携は特に右室低形成例
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において重要となる．症例2のような類洞交通を伴う

右室低形成例ではカテーテルインターベンションを併

用することで類洞交通における逆流の消失のみなら

ず，今後の右室発育を期待することも可能になると思

われた．

　10．カテーテルインターベンションを施行した肺動

脈弁閉鎖症，重症肺動脈弁狭窄症の遠隔成績

　　　　長野県立こども病院循環器科，心臓血管外科＊

　　　　　　岩崎　　康，里見　元義，安河内　聰

　　　　　　水上　愛弓，原田　順和＊，竹内　敬昌＊

　　　　　　滝口　　信＊，荒井　洋志＊

　背景：肺動脈弁閉鎖（PA）や重症肺動脈弁狭窄

（PPS）に対しカテーテル治療が可能になってきている

が，右室低形成を伴うPAやPPSに対するスタンダー

ドな治療戦略はいまだ確立されていない．当科では

Major　sinusoidal　communicationがなく右室がtri・

partiteであれば，右室容積とは無関係にカテーテル治

療を行う方針としている．

　目的：我々の治療方針に対する中期予後を明らかに

し，PA，　PPSに対するカテーテル治療の有用性と問題

点を明らかにすること．

　対象：1993年5月1997年12月の間に当院でカテーテ

ルインターベンションを施行した13例で純型肺動脈閉

鎖（PPA）3例，　Ebstein奇形に合併したPA　1例，　PPS

9例．（日齢3～2歳4カ月，体重2．4～10．9kg）この

うち新生児例は6例．経過観察期間は1カ月から65カ

月（平均27カ月）．

　結果：13例のうち，PPAの1例とPPSの2例では，

肺動脈弁の穿刺ができなかったり，右室流出路への造

影剤の漏出のため，バルーン肺動脈弁拡大術（以下

PTV）を断念，外科治療を行った．

　PTVが施行できたのはユ0例で，そのうち6例（PPA

の1例とPPSの5例）は初回のPTVで軽快し，　PTV

Op（4）

biventricular　repair

PA，PPS（13）

CI（13）

failure（3）

Op（3）

one＆one　half　　　univentricular
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後6カ月から17カ月のカテーテルでは右室肺動脈圧較

差は2～14mmHgで右室左室圧比も0．29～0．40であ

り，それ以上の治療を必要としない状態で外来経過観

察中である．残る4例では，PTV後に外科治療を要し

た．PA　2例のうちEbstein奇形兼PAの1例は右室

流出路形成術（RVOTR）および両方向性グレン手術を

施行し，右室が低形成であったPPA　1例はBTshunt

およびRVOTRを施行後現在両方向性グレン手術の

待機i中である．PPSのうち2例はdysplastic　valveで

あったが，1例はRVOTRを行い，1例はRVOTR待
機中である．7例でbiventricular　repair，3例でone

＆one　half　repairが可能であった．

　また，PTVを行った10例全例で術後右室容積は増

加し，PTV前の1．35±0．11倍となった．（p＜0．01）

　結語：PPSに対するPTVは，　dysplastic　valve例

を除いて遠隔期予後は良好で有用である．一方，PA例

では右室容積が小さい例では追加外科手術を必要とす

ることもあるが，右心室の容積を大きくする効果が期

待できる．

　11．中隔欠損閉鎖用Covered　Deviceの開発

　　　　国立循環器病センター小児科，北村製作所＊

　　　　　　越後　茂之，西田　公一，吉村　　健

　　　　　　小野　安生，神谷　哲郎，北村　篤識＊

　Clamshell　Septal　Closure　Systemをはじめとする

カテーテル心房中隔欠損閉鎖システムの臨床応用は，

閉鎖術時の入院期間短縮，手術創の痛みや手術に傷跡

から解放されるなど，心房中隔欠損患者に大きな希望

を抱かせるものであった．しかし，閉鎖術中の閉鎖栓

脱落や閉鎖栓留置後の金属製アームやフレイムなどの

破損など種々の問題が発生してきている．

　今回，骨格を形状記憶金属ワイヤあるいはポリプロ

ピレン・モノフィラメントで組立て，全体をポリプロ

ピレン線維膜で被った心房中隔欠損閉鎖システムを設

計した．この，閉鎖システムは，1）閉鎖栓を開大した

後も回収が容易である，2）閉鎖栓の厚さを薄くする機

構がある，3）形状記憶金属ワイヤが断裂しても閉鎖栓

が膜で被われているため遊離しにくい，などの特徴を

持っている．また，閉鎖栓全体をポリプロピレン線維

膜で被っているため，心房中隔欠損に留置後は内膜の

増殖が容易で残存短絡の発生が低率になると期待され

る．

　閉鎖手技は，大腿静脈から挿入して先端を左房に留

置したロングシース内に進める．遠位側のディスクを

ロングシースから押し出して左房内で開大し，次に近
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位側のディスクを右房内で押し出して開大する．閉鎖

栓に付いた小球を四方から掴んだロックを外し，閉鎖

栓とデリバリーカテーテルを切り離して閉鎖栓を留置

する．

　設計上の閉鎖栓径は25mm，厚さは4～5mmとした．

想定した心房中隔欠損径は20mmである．閉鎖栓は折

り畳むと径が約4mmとなり12Fのシースに挿入可能

であった．透視では閉鎖栓の形態は容易に判別できた．

閉鎖栓をシースから押し出すと，まず遠位側ディスク

が開大し，さらに閉鎖栓を押し出すと近位側ディスク

が開大するのを確認できた．

　12．井上式経皮的動脈管開存パッチ閉鎖術

　　　　武田病院循環器内科，心臓血管外科＊，PTMC

　　　　研究所＊＊

　　　　　　　　　　　　岩瀬　知行，井上　寛治＊

　　　　　　　　　　　　佐藤　　満＊＊内堀　雅巳＊＊

　はじめに：近年，低侵襲下で施行できるPDA治療

に注目が集まり各種のNewDeviceが開発され，それ

ぞれの利点を生かし臨床応用も行われはじめた．本稿

では，新たに開発した6Fから適応可能で特に中等度

（φ3．Omm）以上のPDA閉鎖能力に利点を持つ経皮的

PDAパッチ閉鎖術の安全性・有用性を動物実験により

検証した後，臨床応用を試み，良好な成績を得たので

報告する．

　井上式PDA閉鎖パッチの構造：パッチは，大動脈

閉鎖用と肺動脈閉鎖用の2枚から成り，各パッチは

ニッケルチタン製リングにダクロン布が張り付けられ

中心には嵌合用チューブと牽引糸が取り付けられてい

る．パッチ問は，着脱可能はワイヤーと牽引糸のみで

支持されておりPDA閉鎖時までは任意の間隔を開け

ておくことが可能な構造となっている．

　井上式PDA閉鎖パッチの特徴：1．　PDA閉鎖時ま

でパッチ間隔を自由に設定できる為，PDA両開口部に

対し一枚ずつ確実にパッチを放出でき，放出時におけ

る2枚同時放出事故を防止できる．

　2．パッチ中心部に配置された嵌合用チューブと

パッチ間牽引糸によりパッチ位置は常に，PDA両開口

部の中心軸に位置（Centralization）させる事ができる

為，PDA軸ヒでパッチ結合を行なえ，位置決めを不要

とした閉鎖を行なうことができる．

　動物実験検証：成犬6等頭に対し，外科的手術によ

り人工血管のPDA（8mm長：φ7～φ10mm）を作成

し，PDA作成に成功した4頭に対し閉鎖術を施行し，

全例完全閉鎖に成功．
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　対象：71歳男性，PDA・NYHA　II度の心不全にて

手術を勧められていたが拒否され内科的に管理されて

いた．平成4年感染性心内膜炎を併発し以後心不全症

状が悪化．PDA径8mm，長さ5mm．　L→Rshunt：

59％

　方法：右大腿静脈より穿刺した12Fのロングシース

内に2枚のφ15mmパッチを折り畳み収納した後，特

製カテーテルにてパッチを運搬し，大動脈内・肺動脈

内に1枚ずつパッチを放出した．パッチを支持してい

るワイヤーと牽引糸で，大動脈側，肺動脈側のパッチ

をPDA両開口部まで誘導し，　PDAを完全に挟み込ん

だ時点で各パッチに取付けられた嵌合用チューブを結

合させパッチを固定した．固定後，パッチを支持して

いたワイヤー及び牽引糸の離脱・カットを行い，大動

脈造影で閉鎖状況を観察した．

　結果：パッチは，大動脈・肺動脈の血管壁曲率に合

わせた形状を維持した状態でPDAを閉鎖しており，

2週間後の大動脈造影では短絡は認めなかった．

　結論：本法は，低侵襲下で施行できる経皮的PDA

閉鎖において，多くの利点を兼ね備え，特に中等度以

上の経皮的PDA閉鎖術として有用な治療法と思われ
る．

　13．生体内分解・吸収性材料を用いた血管塞栓用

Biodegradable　I）eviceの開発一素材としての合成高

分子が血管組織に及ぼす影響に関する組織学的検討一

　　　　京都府立医科大学附属小児疾患研究施設内科

　　　　部門，同　脳神経外科1），京都工芸繊維大学繊

　　　　維学部高分子学科2），（株）伊垣医療設計3）

　　　　　　浜岡　建城，尾内善四郎，天神　博志1）

　　　　　　上田　　聖1）山根　秀樹2）伊垣　敬二3）

　インターベンション治療用のコイルやステントな

ど，生体内留置用deviceには金属製材料が用いられて

いるが，これらが半永久的に生体内に留置され続けた

場合，生体にどのような影響を及ぼすかは未だ明らか

ではない．我々はこの点を考慮して，高分子を素材と

し生体内において分解・吸収される血管塞栓用biode－

gradable　deviceの開発を試みてきた．医用材料にとっ

て最も重要な点はその生体安全性と生体適合性である

が，代表的な合成高分子であるポリーL一乳酸を用いた他

施設での動物実験では，一連の安全性試験に適合し，

血管内留置後の組織学的検索においても明らかな異常

反応は報告されていない．しかし最近，因果関係は明

らかではないものの高分子が留置4週後に血管組織で

の炎症反応を誘発したとの報告がなされ，その組織反
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応性が焦点となってきた．そこでこの点を明らかにす

るため，血管内に留置された高分子が血管組織にどの

ような影響を及ぼすのかを厳密な条件下で詳細に組織

学的検討を加えた．

　対象は体重20kgのブタ計6頭．全身麻酔下に鼠径部

からguiding　catheterを用いて，　Wiktor（tantalum

wire）stent表面（メタノールで除タンパク処理済み）

にポリーL一乳酸を厚さ7～12μmにcoatingしたpoly－

mer－coating　stent（E．0．G滅菌処理）をangioplasty

balloon　catheterにマウントして頸動脈中央部に挿入

し，8気圧30秒間balloonを拡張して留置した．コント

ロールとして無処置のWiktor　stentを対側の頸動脈

に同様の操作で留置した．ステント留置1週後および

4週後に，各3頭ずつからステント留置血管を摘出．

4％buffered　formalinで固定後，ステント素材を含

む約30μmの切片を作成．HE．およびElastica　van－

Gieson染色を行い，光顕的にcoatingの有無による組

織学的所見の差異を検討した．なお，実験の前日から

終了までアスピリン325mgを連日服用させ，ステント

留置後5日間は抗生物質の服用を行った．

　その結果，ステントは血管壁をほぼ均等に拡大して

おり，いずれも明らかな内弾性板の破壊はなかった．

ステント留置1週後，tantalum　wireにより局所的に

圧薄・扁平化した内膜部位でfibroblastおよびmacro－

phageの浸潤とcapillaryの増生からなる内膜新生が

みられたが，その程度はpolymer－coating群とun－

coated群で差を認めず，血管内腔への突出もなかっ

た．4週後でもほぼ同様の組織所見で，平滑筋細胞の

遊走も認めなかった．また，polymer・coating群におい

て，1週・4週後とも炎症性細胞の浸潤を認めなかっ

た．

　以上から，生体内分解・吸収性の合成高分子は血管

壁組織に対して問題となる組織反応を示さず，その安

全性と組織適合性が確認された．

　14．atelocollagenを用いた血管閉塞用コイルの開

発一（第3報）コイル留置3～6カ月後までの中期的組

織学的検討一

　　　　順天堂大学小児科，高研バイオサイエンス研

　　　　究所＊

　　　　　　稀代　雅彦，井埜　利博，西本　　啓

　　　　　　秋元かっみ，大久保又一，高橋　　健

　　　　　　山城雄一郎，伊藤　　博＊，田中　晶子＊

　目的：私どもは過去にコイル塞栓術に用いられてい

る金属コイルの生体へ及ぼす影響を懸念し，異素材を
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用いた“atelocollagencoil”の開発を試み報告してき

た．今回は同コイル留置後3カ月および6カ月の中期

での造影所見，組織所見を比較検討した．

　方法：対象は雑種成犬12頭（体重9．5～12。Okg，雄／

雌一7／5）．方法は作製したコラーゲンコイルを成犬腎

動脈あるいは椎骨動脈内に経皮的に留置．留置後1週

間から6カ月までの血管を採取した．検討項目は造影

学的検討として留置前後，follow　upでの造影所見を

比較し，組織学的検討として光顕，電顕，免疫染色に

よる経時的変化および閉塞状態を比較観察した．今回

は3カ月後も6カ月後での比較を報告する．

　結果：造影所見では，3カ月後および6カ月後とも

に目標血管は完全に閉塞されており，再疎通は認めな

かった．留置3カ月後の組織所見では，新生内皮の出

現や血管内腔に増殖してきた平滑筋細胞および線維芽

細胞を認め，これにより産生されたコラーゲン線維は

血管内腔を完全に閉塞していた．また増殖組織内に新

生血管の出現を認めたが，再疎通はみられなかった．

6カ月後においても血管内腔の増殖組織は同程度に認

め，新生血管の出現の程度にも差はなく，同様に再疎

通は認めなかった．またコラーゲンコイルの形態は，

6カ月後においてもはっきりと観察されたが，3カ月

後に比べ軽度縮小していた．

　結論：atelocollagen　coil留置3カ月後と6カ月後

の造影および組織所見を比較検討した。3カ月後に認

めた血管内腔へ増殖した平滑筋細胞や線維芽細胞，お

よび産生されたコラーゲン線維は，6カ月後でも維持

されていた．また新生血管の出現の程度は，3カ月後

と6カ月後の間に差はなく，再疎通は認めなかった．

一方，コラーゲンコイルは一部自己コラーゲンに置換

されていたものの，6カ月後においても構造は保たれ

ており，塞栓性は維持されていると思われた．今回の

中期経過後の組織学的所見から，コラーゲンコイルの

完全自己組織化の時期および再疎通の有無について

は，より長期の観察による組織学的変化の検討が必要

である．

　15．ヒストアクリルによる側副動脈塞栓術の開発

　　　　札1幌医科大学医学部小児科1），NTT札幌病院

　　　　小児科2），酪農学園大学獣医外科3），酪農学園

　　　　大学獣医病理4），酪農学園大学獣医解剖5）

　　　　　　日下　卓右2）富田　　英t）布施　茂登1）

　　　　　　畠山　欣也1）泉澤　康晴3）山下　和人3）

　　　　　　谷山　弘行4）千葉　峻三1）小谷　忠生3）

　　　　　　竹花　一成5）
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　目的：ヒストアクリル（以下HAと略）を用いた経

カテーテル的側副動脈塞栓術の開発．

　方法：HAはリピオドールと1：1に混合させ，血

液は37℃の0．5％ヘパリン加新鮮血を用いた．実験①

HAは血液と接触すると瞬時に重合するとされる．希

釈された血液での影響を調べた．時計皿上で血液，5％

グルコース（以下5％Dと略）で50％に希釈した血液，

5％D，を各々同量のHAと混合させて重合時間を調

べた．実験②37℃の恒温槽中で内径2．6mmの塩化ビ

ニールチューブの内腔を血液で充填し側副動脈のモデ

ルと見倣し，種々の量のHAを経カテーテル的に注入

し，5％Dでフラッシュして閉塞時間を測定した．実

験③1歳前後の雑種成犬4頭の末梢動脈10本を側副動

脈と見倣し，HAによる塞栓術を行った．対象とした血

管径は，1．Ommから3．Omm（平均1．5mm±0．6mm）

である．気管内挿管，セボフルレンによる全身麻酔下

に右大腿動脈を穿刺，5Frのマルチパーパスカテーテ

ルを挿入，目的とする動脈を造影，続いてHA　O．2ml

を注入し，ヘパリン加5％Dでフラッシュした．全例

で急性効果を血管造影により確認し，3本の血管では

慢性期に組織学的検討を行った．

　結果：表参照．実験①血液と接触した場合の重合は

速やかである．希釈した血液の場合は延長するが，10

秒未満で重合した．5％Dでは重合に2～3分を要し

た．経カテーテル的にHAを注入する際5％Dでフ

ラッシュを行えば，カテーテル内では重合せずに目的

とする動脈内で速やかに重合すると考えられた．実験

②0．25mlのHAを注入した場合には全例瞬時に閉塞

したが，O．5ml以下の量では閉塞までに時間がかかり，

ばらつきも大きかった．実験③HAは瞬時に動脈内で

固まり，X線不透過性の塞栓として確認された．全例

で造影により完全閉塞が確認されたが，1例では目的

表　各実験の重合時間を示す

実験①HAの時間皿上での重合時間（n＝5）

血液 4秒

50％稀釈血液 6－8（7±1，平均値±標準偏差）秒

5％D 161－179（168±7）秒

実験②血管モデルの閉塞（重合）時間

0．05ml（n＝5） 20－57（34±14，平均値±標準偏差）秒

0．10ml（n＝10） 22－77（42±17）秒

0．15ml（n＝2） 72　142（107±49）秒

0．25ml（n＝4） 瞬時
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とした部位の末梢にHAが迷入した．組織像は，7日

後ではHAにより血管内腔は閉塞し，その近位に赤色

血栓を認めた．血管壁と血栓内の一部に好中球の浸潤

を僅かに認めた．3カ月後に再疎通は無く，HAの隙間

には取り込まれた赤血球と少数の異物型貧食細胞が見

られた．塞栓の周囲は線維芽細胞と膠原線維が豊富に

認められ，器質化していた．動脈構造は異常を認めな

かった．

　結語：HAは血液と接触すると速やかに重合し，血

管の塞栓物質に適している．5％Dにより血液を50％

に希釈しても大きな影響はなかった．モデル実験では，

2．6mm径の血流が停止した状態の血管を，臨床で用い

得る短時間で閉塞するためには，0．25ml前後のHA

が必要であった．動物実験によりHAは側副動脈の塞

栓物質として用い得る可能性が示唆された．内径に応

じた至適注入量や年単位の遠隔効果については更に検

討を要する．

　16．大動脈縮窄症に対するバルーン拡張術後再狭窄

におけるアポトーシスの関与一促進遺伝子および抑制

遺伝子の発現を中心に一

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　大久保又一，井埜　利博，高橋　　健

　　　　　　稀代　雅彦，秋元かつみ，西本　　啓

　　　　　　山城雄一郎

　背景：実験的に作成した大動脈縮窄症（CoA）に対

するバルーン血管拡張術（BDA）後の再狭窄の原因は，

PDGF，　TGF一β，　FGFなどのgrowth　factor分泌によ

る中膜平滑筋細胞および線維芽細胞の内皮下での増殖

であること，その細胞増殖の調節にはアポトーシスが

関与していることは既に報告してきた．今回，conven－

tional　balloonを用いたBDA後の再狭窄の組織でア

ポトーシス促進遺伝子および抑制遺伝子の発現の有無

を検討した．

　実験系：対象は幼犬7頭（2頭はコントロール）．腹

部大動脈でCoAを作成し，1カ月後にBDAを施行．

その後，2日，7日，13口，32日，93日および150日後

に解剖しその組織を検討した．アポトーシスの検討は

TUNEL法（べ一リンガーマンハイム社製キット）お

よび透過電子顕微鏡を用いた．アポトーシス促進遺伝

子はWAF－1およびp53を，抑制遺伝子はbcl－2（すべて

ノボキャストラ社製キット）を，免疫組織学的に検討

した．なお，TUNEL陽性の核／強拡大視野の核の総

数＝apoptotic　indexとした．

　結果：アポトーシスは既に2日目の組織から認めら

Presented by Medical*Online



平成10年10月1日

表　1

Responder Nonresponder P

Age（months） 22±12 34±39 ns

Weight（kg） 10．4±2．8 12．6±5．1 ns

Type A；4，E；1 A；4，E；1 ns

D（mm） 2．6±0．8 2．5±0．8 ns

S（mm） 4．6±1．2 3．7±1．6 ns
SI 1．8±0．1 1．4±0．2 ＜0、01

れた．内膜肥厚は13～32日目がピークであり，増殖し

た平滑筋細胞および線維芽細胞にアポトーシスを認

め，この時期のapoptotic　indexもピークであった．93

から150日にすすむにつれてアポトーシスの発現は少

なくなっていった．透過電顕では，増殖した細胞で核

クロマチンの凝集を認めアポトーシスと考えられた．

WAF－1，　p53およびbcl－2は各々の時期ですべて発現は

認められなかった．

　考案：今回の検討で，BDA後の再狭窄にはアポ

トーシスが関与している可能性が示唆された．BDA

後の再狭窄はremodelingの過剰反応と考えられる

が，細胞の過剰増殖が進行する一方で，細胞減少をお

こさせる合目的な反応としてアポトーシスが発現して

いる可能性が考えられる．WAF－1，　p53およびbcl・2の

発現が認められなかったことに関しては，現実に発現

していないのか，発現時期の問題か（さらに早い時期

に発現しているのか），染色法の問題か今後の課題であ

る．

　17．動脈管の伸展性とエピネフリンによる収縮

　　　　札幌医科大学医学部小児科1），北海道立小児

　　　　総合保健センター循環器科2），NTT札幌病院

　　　　小児科3），札幌社会保険総合病院小児科4）

　　　　　　富田　　英ユ）布施　茂登1）畠山　欣也1）

　　　　　　千葉　峻三ユ）東舘　義仁2）高室　基樹2）

　　　　　　日下　卓右3）黒岩　由紀4）

　背景：動脈管は造影により計測した最小径の2倍程

度まで伸展しうる（日小循誌1997，13：292）．この伸

展性はコイル閉鎖術を行う際に，留置すべきコイルの

サイズを選択する上で考慮すべき要素の一つと考えら

れる．一方，30％前後の動脈管開存はエピネフリンに

より収縮する（Am　J　Cardiol　1996，77：1372－5）．

　目的：本研究では動脈管の伸展性とエピネフリンに

対する収縮性の関連について検討することを目的とし

た．

　対象：動脈管の伸展性と，エピネフリンに対する収
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縮性の双方について検討した10例の動脈管開存．月齢

は10～103（28±28，平均値±標準偏差）カ月，体重は

7．6～21．6（11．5±4．1）kg，最小径は1．2～3．5（2．6±

0．8）mm，造影上の形態分類はA8例，　E　2例であっ

た．

　方法：1．動脈管の伸展性：大動脈造影側面像より

動脈管の最小径（D）を計測．順行性または逆行性にバ

ルーンカテーテルを動脈管に通過させ，バルーン内を

希釈した造影剤で満たした状態でシネ撮影を行いなが

らカテーテルを引き抜き，動脈管の最狭窄部を通過し

たときのバルーン径を計測．これをStretched　Diame－

ter（S）とした．　S／DをStretch　Index（SI）とした．

2．エピネフリンによる収縮：ドプラエコーによる観

察下に，エピネフリン5μg／kg／minを静脈内投与．前後

に，断層像におけるD，肺動脈内における短絡血流の

範囲，下行大動脈における引き込み血流，心雑音につ

いて検討．これらがいずれも減少した症例をRespon－

der群，変わらない症例をNonresponder群とした．3．

Responder群とNonresponder群の比較：月齢，体

重，動脈管の形態，D，　S，　SIについて比較した．

　結果：月齢，体重，形態，D，　Sには2群問に有意差

を認めなかったが，SIはResponder群がNonrespon－

der群に比し有意に大であった（表1）．

　考察と結語：動脈管の伸展性とエピネフリンに対す

る収縮について検討した．エピネフリンにより収縮す

る動脈管では，SIが有意に大であった．エピネフリン

により収縮する動脈管は平滑筋成分が残存した柔らか

い動脈管であることが示唆された．

　18．動脈管開存経力テーテル閉鎖術26例27回の経験

　　　　島根医科大学小児科’），同　麻酔科2），小倉記

　　　　念病院小児科3），益田赤十字病院小児科4），近

　　　　畿大学心臓小児秤）

　　　　　　羽根田紀幸1）竹谷　　健1）田坂　　勝1）

　　　　　　斎藤　恭子1）増江　道哉1）小笹　　浩2）

　　　　　　岸田　憲二3）揖野　恭久4）福井　千佳4）

　　　　　　中村　好秀5）

　Jackson　detachable　coilによる経カテーテルPDA

閉鎖を29例30回に試み，26例27回でコイル留置が可能

であったので，可能であった26例と不成功の3例につ

いて報告した．

　留置可能26例（コイル2個2例）は以下のごとくで

あった．

　年齢：16日（修正在胎37週），～16歳2カ月

　体重：1．18kg～55．Okg
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　性別：男10例女16例

　PDA最小径：1．Omm～4．Omm

　心不全有り：3例（主としてPDAによる2例，主と

してVSDによる1例）

　肺高血圧有り：2例

　左右短絡率：5％未満8例，5％以上20％未満13例，

20％以上40％未満3例，40％以上（最大83％）3例

　合併心疾患有り：8例

　PDAの型：漏斗型14例，窓型3例，管型2例，複数

狭窄型3例，長い円錐型4例

　アプローチ：大動脈18例20同，肺動脈8例9回

　デリバリーカテ：4F　12本，5F　17本

　使用コイル（径一巻数）15　5　22例（23回），8

　52イ　‖，5－5，5－51千タil，5－5，34
1例

　PDA短絡消失：2日後21／27（77．8％），1カ月後22／

26（84．5％），3カ月後24／26（92．3％），2例は1年以

上続き，1例2年後再施行

　合併症：左肺動脈狭窄軽度3例

　→いずれも後日PTAにて改善

　溶血軽度1例

　→輸血とハプトグロビン投与で1カ月後消失

　単純ヘルペス感染による5日間の発熱1例

　不成功例は3例あり，PDAが太過ぎたためが2例，

垂直PDAのためカテは通過するもデリバリーワイ

ヤーが通過しなかったためが1例であった．

　我々の本法による最終的PDA閉鎖率は，コイル留

置例の24／26（92．3％），全症例に対しては24／29

（82．8％）であった．未熟児新生児の重症例にも積極的

に試みた結果であり，充分満足のいくものと思ってい

る．

　心不全症状を呈した3例はともに劇的な改善が得ら

れ，全体を通じての合併症は5例に認めたが，いずれ

も対処可能なものであった．最も低年齢低体重の成功

例は生後16日（修正在胎37週）体重1，180gであり，体

重が1，000g以上あれば本法は可能と考えられる．

　19．Jackson　Detachable　Coi1（JDC）を用いた動

脈管塞栓術32例における治療成績，合併症及び術後経

過の検討

　　　　岡山大学小児科

　　　　　　大月　審一，鎌田　政博，片岡　功一

　　　　　　石原　陽子，影山　　操，横溝　直美

　　　　　　清野　佳紀

　目的：JDCを用いた動脈管塞栓術における治療成

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第5号

績，合併症及び術後経過を明らかにし，その有用性に

っき検討する．

　対象・方法：対象はJDCにて塞栓術を施行した

PDAの32例（男7例女25例）で，施行時月齢は7～156

カ月，体重は7．3～30．8kg（平均16．3kg），　PDA最小径

は0．8～3．1mmであった．使用コイルは径5mmループ

3，5巻径8mmループ5巻を使用し，29例で1個，2

例で2個留置した．塞栓は27例で肺動脈，4例で大動

脈側から行った．術後経過は定期的に心エコー検査を

実施し評価した．

　結果：閉塞時期は，塞栓30分後に閉鎖が確認された

もの22例，塞栓術当日2例，翌日2例，3カ月後2例，

6カ月後1例であり，6カ月を過ぎて遺残短絡を認め

るのは2例のみで，心雑音を伴わず短絡量は僅少で

あった．2例が塞栓翌日に再開通し，1例は3カ月で

再閉鎖した．左肺動脈狭窄を初期の3例に認めたが，

いずれも6mmHg以下と軽症であった．これら3例の

肺動脈内コイル巻数は2．5巻以上で塊状となっており，

適切な動脈管内コイル巻き数の設定とデリヴァリカ

テーテル／ワイヤの操作が必要と考えられた．左肺動脈

狭窄合併例の経過観察で圧較差が増大した症例はな

かった．また大動脈側の狭窄症例はなく，1例でごく

軽度コイルの突出を認めたのみであった．コイル脱落

例（三尖弁腱索）では，キャッチングスネアが不良で

あった事も関連して外科的処置を要した．経過観察中

に溶血，感染性心内膜炎の合併はなかった．

　結論：JDCの特性をよく理解した上で合併症を予

防すれば，JDCによる塞栓術は治療成績，術後経過良

好で有用である．

　20．デタッチャブルコイルを使用した動脈管塞栓術

における工夫

　　　　u埼玉県立小原循環器病センター小児科，2）東

　　　　京女子医大日本心臓血圧研究所小児科

　　　　　　斎藤　明宏’）富田　　斉1）中西　敏雄2）

　我が国では動脈管開存症に対し，近年，PDAデタッ

チャブルコイル（COOK社製）を用いたコイル塞栓術

が行われ，良好な成績が報告されている．しかし，留

置コイルによる肺動脈狭窄の形成やコイル部の血栓に

よる肺梗塞，あるいは大動脈側へのコイル突出による

溶血などの可能性があり，十分な留意が必要と考えら

れる．今回，我々はこれらの危険を最小限にする試み

を施行した．

　工夫1：肺動脈内に留置させるコイルの巻き数を1

巻き以内に調節し，さらに肺動脈内に留置予定のコイ
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ル部分からダクロン糸を抜去した．

　コニ夫2：本コイルはそのままでは，デリバリーワイ

ヤーとの連結部が真っ直ぐになり，コイルの円から突

き出してしまう．そこで，予めコイル連結部を指で曲

げ，コイルの円の中に連結部が収まるようにした．

　工夫3：動脈管の大動脈側膨大部の大きさや径が小

さい時，コイルが膨大部に収まらずに大動脈側に突出

する可能性がある．そのため，予め必要以上の長さの

コイルを切断し大動脈側への突出を防ぐこととした．

　症例：動脈管開存症の7例（3～14歳）．動脈管最小

径は1．3～3．Ommで，1例を除く6例に連続性雑音を

聴取し，心臓カテーテル検査では肺体血流比は1．0から

1．9であった．肺高血圧は認めなかった．動脈管のタイ

プはKrichenko分類のAが3例，　Bが1例，　Eが3例

であった．

　方法：動脈管塞栓術は全例，大動脈側から施行した．

逆行性に5Frカテーテルを肺動脈へ入れ，コイルを肺

動脈内で1／2～1巻きつくり，大動脈側に残りのコイル

が収まるようにした．

　結果：7例中2例は術直後に完全閉塞，5例でコイ

ル留置直後の造影でわずかの残存短絡を認めたが，心

エコー検査にて最長18日後に全例で完全閉鎖を確認し

た．留置後の造影では，大動脈側，肺動脈側へのコイ

ルの突出はなく，カラードプラーにても乱流を認めた

症例はなかった．術後，尿潜血や血清酵素上昇を認め

た症例もなかった．

　考察：工夫1ではダクロン糸の抜去による塞栓効果

の減弱が懸念されたが，抜去部分のコイルは肺動脈側

に出，動脈管内のダクロン糸は減らない．実際，我々

の経験例では全例が完全閉鎖しており，塞栓効果に大

きな影響はないと思われた．工夫2は現在のコイルは

デリバリーワイヤーとの連結部が直線状の形態をして

いるため，大動脈側又は肺動脈側からのコイル留置の

どちらのアプローチをもってもコイル突出をきたす可

能性がある．工夫2はコイル突出を軽減させるのに有

用であった．デリバリーワイヤーとの離脱が困難にな

るのではという危惧があるが，今回の我々の経験から

はその様な困雄は経験しなかった．工夫3では複数の

コイル留置が必要な場合に膨大部に十分なスペースが

なかったり，タイプBのように動脈管が短い場合に，

有効な手段になると考えられた．しかし，コイル切断

端による穿孔の危険もあり，コイルを短くする利益と

のバランスを考慮し，施行すべきと考える．

　21．最小径4mmをこえる動脈管開存症に対するつ

685　（93）

づみ型コイルを用いた閉塞術について

　　　　松戸市立病院小児科

　　　　　　　　　　　　松本　康俊，坂井　美穂

　　　　　　　　　　　　松井　彦郎，原田　　務

　はじめに：つづみ型コイル（コイル）は，その形態

学的特徴からPDA部位でのおさまりが良好で，1個

でも塞栓子としての効果は大きい．われわれは，1994

年11月から1997年10月までに，19症例の動脈管開存症

（PDA）に対し本コイルを用いて閉塞術を施行した．こ

のうち2症例が，最小径4mmをこえる大きめのPDA

で，1例はコイル留置直後に完全閉塞が得られたが，

他の1例では，コイルの留置位置の不適切によると考

えられる残存短絡を残した．大きめのPDAに対する

っづみ型コイルの弱点と対応策について検討したので

報告する．

　症例と結果：症例1；17歳10カ月男児．体重51kg．

12歳8カ月時に最小径7mm，長さ7mmのPDAに対し

結紮手術施行．術後の再開通症例．左右短絡率14％，

最小径4．3mm，「窓型」のPDAに対し，最大径6mmの

コイルを使用．コイルは目標とする位置に留置され，

留置直後の大動脈造影でも完全閉塞が確認された．

　症例2；2歳9カ月女児．体重10．8kg．左右短絡率

68％，最小径4．1mm，「漏斗型」のPDAに対し同じく

最大径6mmのコイルを使用．

　コイル留置の際，コイル中心部（最小径2mm）が

PDA最狭窄部位から1巻分肺動脈側にずれて留置．そ

のため，留置直後の大動脈造影でPDA上縁からの少

量の残存短絡を残した（図）．コイル留置15分後の再度

の大動脈造影でもわずかに残存短絡が認められたが，

肺動脈内での新たな圧較差の出現もないため，自然閉

鎖を期待しカテーテル手技を終了．機械的溶血も認め

られず，退院，外来経過観察とした．3カ月後の心エ

コー検査で，残存短絡は認められなくなっていた．

　考案：つづみ型コイルは，形態的特徴から，PDA最

小径の約1．5倍の最大径を有していれば1個のコイル

で閉塞が可能である．両端の最大径は4，5，6mmの

3種類あるが，中心部の最小径は2mmで統一して作製

している．コイル中心までダクロン繊維を装着してい

ても，最小径が4mmをこえる大きめのPDAの場合，

症例2のごとく留置の際にコイル中心がPDA最狭窄

部位から肺動脈方向へずれる可能性があることが判明

した．対応策としては，

　1；コイル中心部の最小径を現在の2mmのもの1

種類から，2．5～3．Ommと種類を増やし，大きめの

Presented by Medical*Online



686－（94） 日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第5号

　　　　　　　　　　　　　　図　症例2のコイル留置前後の大動脈造影
左上下：最小径4．1mm，漏斗型の動脈管開存症

中上下：最大径6mmのつづみ型コイルを留置したが，コイル中心部が1巻き分肺動脈内へずれている．

右上下：コイルリリース前の大動脈造影で，わずかに残存短絡が認められる．

PDAに対しては，中心径も大きめのコイルを選択する

ようにする．

　2；術直後の造影で残存短絡を認めた場合は，短絡

量の程度によっては，2個目のコイル留置を考慮に入

れる，ことなどが考えられた．

　22．Detachableコイルを用いた成人動脈管開存症

に対するコイル閉鎖術

　　　　久留米大学小児科

　　　　　　橋野かの子，赤木　禎治，家村　素史

　　　　　　石井正浩，堤　隆博，山川留美

　　　　　　加藤　裕久

　目的：動脈管開存症に対するコイル閉鎖術は5F以

下のカテーテルで，低侵襲に動脈管を閉鎖することが

可能なため臨床応用が急速に広まっている．当施設で

は現在まで59例の動脈管（最小径0．5～5．7mm，平均

2．8＋／．1mm）に対しコイル閉鎖術を施行し，術後6カ

月のカラードップラーによる完全閉塞率98％に達して

いる．しかしながら本邦で成人の動脈管開存症にコイ

ル閉鎖術が使用された報告は少ない．今回成人の動脈

管開存症2例に対しコイル閉鎖術を施行したので報告

する．

　症例1：47歳女性．小学生の頃心雑音を指摘された

が放置．今回胆石で入院加療中に心雑音を指摘され，

動脈管開存症と診断された．大動脈造影側面像では最

小径3．1mmのwindow　typeの動脈管を認めた．経静

脈的に5Fのカテーテル2本を同時に動脈管を通過さ

せ，直径5mm　5巻のコイル2本を用いて閉鎖を試み

た．術直後から心雑音は消失し，10分後の大動脈造影

でも完全閉塞を確認した．

　症例2：46歳女性．検診にて心雑音と心電図異常を

指摘され当院受診，動脈管開存症と診断された．大動

脈造影では最小径4．2mmのwindow　typeの動脈管を

認めた．症例1と同様の方法で経静脈的に直径8mm　4

巻と5mm　5巻のコイル2本を用いて完全閉塞に成功

した．

　考察：小児例に比べ，成人例における動脈管開存症

のコイル塞栓術では，以下ような問題点が挙げられる．

　1．加齢に伴う動脈管形態が変化し，windowタイプ

が多くなること．

　2．動脈管壁の石灰化，脆弱化がおこってくること．

　3．閉鎖術後の高血圧．

　1，2の問題点は，開胸術による動脈管閉鎖術，動脈

管離断術での血管損傷，出血のリスクとコイル閉鎖術

によるリスクは，さほど変らないと考えられ，むしろ
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外科的手術に比しコイル塞栓術の方が血管損傷の危険

性は低いと考えられる．

　3に挙げたように今回私たちは，動脈管塞栓術後に

高血圧を経験した．これは，術後の外来治療に於て十

分な注意が必要と考えられた．

　以上のような，問題点は存在するものの，成人例の

PDAに対するコイル塞栓術は，十分有用な方法と考え

られる．

　総括：コイル閉鎖術は成人の動脈管開存症において

も小児期の同疾患と同様に施行可能であり，他の治療

法に比べはるかに低侵襲に根治することが可能と思わ

れる．

　23．動脈管開存症におけるコイル塞術candidate

の割合

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　西本　　啓，井埜　利博，高橋　　健

　　　　　　稀代　雅彦，大久保又一，秋元かつみ

　　　　　　山城雄一一郎

　目的：動脈管開存症（PDA）における最小径別の頻

度を明らかにし，コイル塞栓術候補例（candidate）の

割合を検討する．

　対象：対象は過去10年間に治療を目的に入院し，血

管造影あるいは断層心エコーにて形態を観察し得た小

児のPDA　61例（男児22例，女児39例）である．年齢

は2カ月～19歳6カ月（平均49±52カ月，中央値33カ

月），体重は3．1～51kg（15．4±12．3kg，中央値12．5kg）

であった．ただし未熟児PDAおよび有意な心内奇形

に合併したPDAは対象から除外した．

　方法：大動脈造影あるいは心エコー所見から動脈管

最小径を計測し，0．5mmごとに分類して頻度を求め

る．コイル塞栓時の使用コイル数を，最小径2．5mm以

下は1個，2．5～4rnmは2個，4mm以上は3個以上必

要とした上で，体格を考慮してコイル塞栓術の可能性

をretrospectiveに検討する．

　結果：最小径は平均3．02±1．33mm（0．8～6．5mm，

中央値3．Omm）で，2．5mm以下は23例（38％），2．5～4

mmは24例（39％），4～5mmは8例（13％），5mm以

上は6例（10％）であった．最小径2．5～4mmでは体

重6kg未満は5例，6～10kgは6例であり，最小径4

～5mmでは6kg未満は6例，6～10kgは1例であっ
た（図1）．コイル塞栓術候補例数は，技術的に最小径

5mmまでコイル塞栓が可能と考えると55例（90％）で

あった．体格の小さな乳児においては肺動脈あるいは

大動脈の狭窄を回避するために留置コイル数を制限す
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図l　PDA最小径と体重分布

ることを考慮し，体重6kg未満では2個以内にとどめ

ることを条件とすると49例（80％），6kg未満の留置コ

イル数を1個かつ6～10kgを2個以内に限定すれば

43例（70％），さらに10kg未満ではすべて1個に限定す

れば36例（61％）がコイル塞栓術候補例となった．

　結語：動脈管径と体格を考慮するとPDAの70～

80％にコイル塞栓術が可能と考えられた．

　24．動脈管コイル塞栓術後の溶血に関する検討

　　　　筑波大学小児科，茨城県立こども病院小児

　　　　科＊，筑波大学循環器内科＊＊

　　　　　　田中　淳子，堀米　仁志，関島　俊雄

　　　　　　高橋　実穂，宮本　朋幸，松井　　陽

　　　　　　磯部　剛志＊，大塚　定徳＊＊

　目的：動脈管コイル塞栓術後の残存短絡と溶血の経

過について検討した．

　対象：1996年5月から1997年10月までに筑波大学小

児科で動脈管コイル塞栓術を施行した14例を対象とし

た．小児例は5カ月～16歳の12例，成人例は67，71歳

の2例で，体重は6．7～54kg，動脈管の最狭小部径は

0．7～5．3mmであった．通常の診断のための心カテー

テル検査例10例を対照とした．

　方法ニコイル塞栓術にはJackson　detachable　PDA

coil（Cook）を使用し，肺動脈側または大動脈側から

アプローチした．コイル留置15～30分後に造影で残存

短絡の有無を確認し，以降はカラードップラー心エ

コーで経時的に観察した．溶血の指標としてHb，総ビ

リルビン，LDHと肉眼的・顕微鏡的血尿について術前

術後で比較検討した．

　結果：コイル留置に成功したのは14例中12例で，複
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表　残存短絡が認められた症例

症例 年齢 性
動脈管の
最狭小部径

使用したコイル

－
　
　
　
　
り
乙
　
　
　
　
0
0
　
　
　
　
4

7歳

7歳

67歳

71歳

F
M
F
F

2．Omm

3．5mm

5．3mm

4．Omm

5mm×5，1本

8mm×5，1本5mm×5，1本

8mm×5，1本
5mm×5，1本

8mm×5，2本

血尿の出現 LDHの最高値
　　（u〃）

動脈管の
完全閉鎖

　一

5時間後

1日後

3日後

　　418
（術後1日）

　　959
（術後1日）

　4，266
（術後4日）

　1β51
（術後5日）

6カ月後

10時間後

10日後

18日後

数のコイルを留置したものは3例であった．対照群と

コイル塞栓術前とで術前と術後1日目を比較すると，

Hbは両群で差はなかった．総ビリルビンは，コイル塞

栓後に溶血をきたした症例で上昇していたが，対照群

の中にも軽度の上昇を示すものがあった．LDHは溶

血をきたした症例でのみ上昇しており，対照群では上

昇が認められたものはなかった．また，対照群で尿潜

血が認められたものはなかった．コイル塞栓術後に残

存短絡が認められた4例を表に示した．3例で溶血の

所見が認められたが，症例2は無治療・症例3，4は

大量輸液やハプトグロビン投与等の治療を行った．特

に症例3は肉眼的血尿が著明であったが，術後2日に

総ビリルビンが8．3mg／dlとピークになった後，術後

3口には低下し始め，LDHはこれに遅れて術後4日

に4，266U／1とピークを示し，以後ゆっくり低下した．

術後11日に心エコーで残存短絡の消失が確認された．

結果的に4例ともコイルの追加等を行わず，動脈管は

完全閉鎖した．

　考案：我々の症例では，小児で著明な溶血をきたし

たものはなかった．これは，動脈管の径の他にも，赤

血球の変形能などが関与していることが考えられる．

Dudaevらは成人の本態性高血圧の群は，正常群と比

べて赤血球の変形能が低下していると報告している

（1990）．その他動脈硬化の有無など，年齢的な要素も

溶血の出現に関係している可能性がある．

　まとめ：保存的治療で溶血の進行が止まらず，腎障

害をきたす可能性が高い場合は，コイルの追加や外科
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手術を考慮すべきである．コイル塞栓術後に残存短絡

が認められた場合は，Hb，総ビリルビン，　LDHと尿

潜血のチェックを行い，心エコーで残存短絡の消失を

確認すべきであると思われた．

　25．Rashkind動脈管開存閉鎖システムによる動脈

管閉鎖術の遠隔成績

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　百々　秀心，於保　信一，原　　郁子

　　　　　　斉藤　一郎，石沢　　瞭

　目的：Rashkind動脈管開存閉鎖システムによる動

脈管閉鎖術の遠隔成績および合併症について検討す

る．

　対象：1989年2月より1990年1月に当院でRash・

kind動脈管開存閉鎖システムによる動脈管閉鎖術を

施行された16例（男6，女10）．12人に12mm，4人に

17mm閉鎖栓が使用された．

　結果：観察期間76～100カ月（中間値：90カ月）．早

期完全閉鎖7名（44％）．1例はその後合併心奇形に対

する手術の際に，動脈管結紮を行い以後の検討から外

した．7名（47％）で短絡が残存し，その程度は，痕

跡2，少量3，中等度2であった．動脈管の最小径が

3mm以下の7例は全例閉鎖したにもかかわらず，3

mm以上では1人（13％）のみであった（p〈0．01）．

左肺動脈狭窄を6人に認め／2mmでは4（33％），17

mmでは2（67％）であった．狭窄群で年齢の低い傾

向にあったが，優位差はなかった．

　結語：最小径3mm以上の動脈管に対する閉鎖術は

短絡残存率が高く，遠隔期での閉鎖も見られなかった．

また肺動脈狭窄の頻度も高かった．

　26．胸腔鏡下動脈管clippingの3例

　　　　聖隷浜松病院心臓血管外科1），同　循環器小

　　　　児科2），同　循環器内科3）東京女子医大心研循

　　　　環器小児外科4）

　　　　　　岩田　祐輔1）酒井　　章1）中村　勝利1｝

　　　　　　安藤　　誠1＞早苗　　努1）瀬口　正史2）

　　　　　　鈴木　保孝3）平松　健司4）

　はじめに：近年，内視鏡下での外科手術が低侵襲で

あることより注目を集めています．心臓外科領域では

胸腔鏡下動脈管結紮術（以下clipping），肺動脈絞拒術

などが報告されています．今回我々はclippingを3例

に行い若干の知見を得たので考察を加え報告します．

　術式と症例：当科では現在5mmと10mmのトラ
カールを挿入しており，第四肋間より直視型胸腔鏡を

挿入しています．術前に大動脈造影にて動脈管（以下
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PDA）内径を計測し，モニタリングに挿入した経食道

エコーにて血流が遮断されたことを確認しています

（症例1）7歳男児，大動脈造影にて内径2mmのPDA

を認めました．この症例は外径もさほど大きくなく10

mmclipにてClippingし完全に血流が遮断されたこ

とを確認し，術後第四病日に退院しました．（症例2）

6歳女児，大動脈造影では径5mmのPDAでしたが大

動脈周囲を剥離後PDAを露出すると，PDAの外径が

予想以上に大きく約9mmあり12mmのclipを直接挿

入し二重にclippingしましたが完全に遮断できない

ためやむなく腋窩切開にて開胸し直視下に二重結紮

し，術後第8病日に退院しました．（症例3）6歳女児，

大動脈造影にて径4mmのPDAを認めました．この症

例は外径が約7mmあり，12mmのclipを直接挿入し

clippingし，血流が遮断されたことを確認し，術後第4

病日に退院しました．

　考察：この胸腔鏡下結紮術は低侵襲であることと，

美容上の優位性が大きなポイントです．clippingが可

能であった2例と最近行った5例に開胸を必要とした

症例の計6例を比較検討しました（表1）．peak　CPK，

CRP，術後入院期間にて胸腔鏡下結紮術は有意に少な

く低侵襲であり，実際clippingが可能であった症例は

創の美容上もよく創痛も少なく第四病日に退院し低侵

襲であったといえます．しかし，問題点もあり，まず

clipを挿入するための肋間の幅が最低必要であり，そ

のclipのサイズを決めるためにPDAの外径の計測が

必要であり，これらに対し我々は大動脈造影により

PDAの内径を計測すること，経食道エコーを実施する

ことより外径を予測しましたが症例2の如く予想を上

回るものもあり確実ではなく計測法に今後検討が必要

でした．体の割に太いPDAをもつ症例に対し，われわ

れのトラカールの内径と外径の差を利用して直接clip

を挿入する方法は，有効な手段と考えられました．ま

た開胸を必要とした症例では通常の開胸手術より余分

な皮切りを残したため，皮切ラインを想定しポート類

を挿入すべきと思われました．

表1　術式による比較

内視鏡（n＝2） 開胸（n＝6） Pvalue

Peak　WBC 13，765±605 19，240±3，678 NS．

Peak　CPK 768±324 1，364±51 0，045

Peak　CRP 2．5±0．3 6．1±0．5 0，045

出血量 28±2 41±14 N．S．

入院期間 4±0 8±1 0，039
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　結語：内視鏡下に動脈管結紮術を3例に行い若干の

知見を得たので報告した．

　27．純型膜様肺動脈弁閉鎖の弁膜穿孔に対する

steel　guide　wireの安全性への工夫“stiff　movable

core　type　guide　wire”の有用性

　　　　国立循環器病センター放診部

　　　　　　　　　　　　木村　晃二，高宮　　誠

　　　　同　小児科

　　　　　　渡辺　　健，小野　安生，桑原　　厚

　　　　　　澤田　博文，山田　　修，新垣　義夫

　　　　　　塚野　真也，大内　秀雄，田里　　寛

　　　　　　神谷　一郎，越後　茂之，神谷　哲郎

　目的：純型膜様肺動脈弁閉鎖（PPA）に対する

PTPVにおけるsteel　guide　wire（GW）の安全性へ

の工夫と有用性の検討

　症例：心エコー検査でPPAが疑われ，心カテで

PPAと診断された2例の日齢1，10，体重3．2，2．7kg，

RVEDV（正常比）ユ10，36％，肺動脈弁輪径5．6，4．3

mm，　RVSP　64，129mmHg，　LVSP　65，69mmHgの

女児であった．

　方法：0．018”J型steel　GWのstiff　sideを切断し，

そこからコアワイヤーを引き抜き，このstiff　sideを

GWの先端まで挿入してJ形を直線状にし，内外ワイ

ヤーの後端を鉗子で固定した“stiff　movable　core

type　guide　wire”の先端側を右室流出路の走行に合わ

せて軽いカーブを付けたものを作成し，このGWを右

Judkins型に成形した先端側孔付きの内胸動脈造影用

カテーテルに挿入して弁膜を穿孔した．その後，外ワ

イヤーのみを進め先端がJ形になった時点で全体を肺

動脈主幹部深部まで挿入し（図），guiding　catheterを

抜去し，先端を細く引き伸ばして0．018”GWにフィッ

トするようにした3F多目的カテーテルを肺動脈深部

まで挿入した．GWを0．016”Radifocus　angle型GW

に交換し，その先端を動脈管を越えて下行大動脈から

さらに，大腱動脈内まで進め，次いで3F多目的カテー

テルも外腸骨動脈部分まで進め，さらにGWをO．014”

High　torque　GWに交換し，これに沿わせて3mm

Bandit　balloon　catheterで予備PTPVを行った．そ

の後，引き続いてGWとballoon　catheterを交換して

1例目は7mm径のUltra・thin，2例目は6mm径の

Hopkington　balloon　catheterで主PTPVを行った．

　結果：RVSPは各々，64から52mmHg，129から61

mmHgに低下した．術後の右室造影で肺動脈への造影

剤の流出は良好であった．
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図Stiff　core　type　guide　wire　for　PA　with　lVS

　結語：肺動脈洞部の形成が良好で中央部に拍動性の

動きが認められ，ここに良好に形成された流出路盲端

部がはまりこんでいるようなPPAに対する“stiff　mo－

vable　core　type　guide　wire”｝ま右室流出路や肺動脈壁

の穿孔の危険もなく，完全かつ簡便容易な方法である．

　28．新しい離脱式コイル（1）uctOcclud）による動脈

管開存のコイル塞栓術一臨床治験報告

　　　　国立小児病院循環器科，埼玉医科大学小児心

　　　　臓科1），東京女子医大心研小児科2），順天堂大

　　　　学医学部小児科3），国立循環器病センター小

　　　　児科4），久留米大学医学部小児秤）

　　　　　　於保　信一，石澤　　瞭，小池　一行’）

　　　　　　小林　俊樹）中西　敏雄2）門間　和夫2）

　　　　　　井埜　利博3）西本　　啓3）大久保又一3）

　　　　　　小野　安生4）神谷　哲郎4）赤木　禎浩）

　　　　　　加藤　裕久5）

　目的：DuctOccludはドイツ，ボン大学のRedelら

によって開発された血管塞栓用の離脱式コイルシステ

ムである．今回我々は，DuctOccludを用いた動脈管開

存（PDA）のコイル塞栓術の臨床治験を行ったのでそ

の結果を報告する．

　対象：1996年1月から1997年4月の間に，DuctOc・

cludによるPDAの塞栓術（図）を試みた35例（男12例，

女23例）である．施行時の年齢は0．5～27．2歳（中央値

7．6歳），体重は6．3～70．Okg（中央値23．Okg）であった．

術後6カ月まで残存短絡の有無及び合併症について観

察した．

　結果：術前のPDAの最小径は2，0±0．7mm
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（1．0～3．3mm），　Qp／Qsは1．3±0．3（1．0～2．2）であっ

た．32例（91％）にコイルを留置することができた．

6例で2個のコイルが留置された．術後48時間以内に

完全閉鎖したのは22例（71％）であり，6カ月後で26

例（84％）であった．最小径が2．Omm以下の17例は全

例でコイルが留置され完全閉鎖したのに対し，2．Omm

より大きい18例ではコイルが留置されたのが15例

（83％），完全閉鎖したのは9例（64％）であった．1

例が感染性心内膜炎を起こしたが，抗生剤投与により

治癒した．コイルの塞栓・溶血・左肺動脈狭窄は認め
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なかった．

　結語：DuctOccludによる塞栓術は小さな（2．Omm

以下）PDAに対しては有効で安全な方法である．より

大きなPDAに対する閉鎖率を上げるためには，コイ

ルの改良や手技の工夫が必要と思われた．

　29．膜様部小短絡心室中隔欠損に対する経カテーテ

ルコイル閉鎖術

　　　　島根医科大学小児科，小倉記念病院小児科＊

　　　　　　羽根田紀幸，竹谷　健，林　丈二

　　　　　　田坂　　勝，斎藤　恭子，岸田　憲二＊

　膜様部心室中隔欠損4例にジャクソンコイルを用い

て経カテーテル閉鎖術を試み2例で成功した．

　成功例1：1年前に細菌性心内膜炎に罹患したこと

がある体重25kgの8歳女児．左右短絡率は5％以下，

欠損孔先端径は1．5ミリで，一部は右房に短絡．ガイド

カテとして5Fジャドキンス右（JR）を右室から左室へ

直接挿入し，5ミリ5巻のコイルを左室側ポーチ内で

3巻させた後，カテを右房まで引いてから右室側で1．5

巻させた．カラードプラーと左室造影で，コイルの固

定が良いことと残存短絡がほとんど無いことを確認し

てからデタッチし，デタッチ15分後のカラードプラー

と左室造影で短絡消失を確認した．術後5カ月までの

経過観察で合併症は認めていない．

　成功例2：シスチン尿症のため尿路結石と尿路感染

の既往歴を有する体重13kgの3歳男児．左右短絡率

14％，欠損口先端径3ミリで，一部は右房に短絡．ガ

イドカテとして先ず先端を切断しJ型にした4Fビッ

グテイル（cPT）を左室から右室へ挿入し，4FcPTか

ら出したグースネック・スネアで右房内で捕捉した4

FJRをグースネック・スネアを引きながら右室から左

室に入れ，次いで4FcPTを再度左室から右室へ挿入し

た．コイルはいずれも5ミリ5巻を使用し，先ず左室

から右室へ挿入した4FcPTで1個目のコイルを右室

側2巻左室側2．5巻，次いで右室から左室に挿入した4

FJRで2個目のコイルを左室側3．5巻右室側1巻，2

個を同時にコイリングさせた．30分間待機後心エコー

でコイルの固定が良いことと残存短絡がほとんど無い

ことを確認しデタッチさせた．デタッチ後の左定造影

とカラードプラーで短絡消失を確認した．術後3カ月

までの経過観察で合併症は認めていない．

　不成功例：1例は短絡率20％，欠損孔4×6ミリの

9歳男児．直接右室から左室に挿入した5FJRと左室

から右室に挿入した4FcPTで2個のコイルをコイリ

ング中，2個目の左室から右室へ入れたカテでのコイ
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ルの固定が不良で，2個ともデタッチせずに回収した．

もう1例は短絡率5％以下，欠損孔先端経1．5ミリの13

歳男児．5FcPT捕捉法で右室から左室に挿入した5

FJRでコイリング中，右室に引いたガイドカテの回転

でコイルが引っぱられて脱落したため，デタッチせず

に回収した．

　まとめ：膜様部心室中隔欠損にカテーテルを通すこ

とは全例で可能で，小短絡の4例中2例でコイルでの

全閉鎖に成功した．不成功の2例においても合併症は

認めなかった．

　30．動脈管コイル塞栓術後の抗血小板療法

　　　　長野県立こども病院循環器科，心臓血管外科＊

　　　　　　安河内　聰，里見　元義，岩崎　　康

　　　　　　水上　愛弓，原田　順和＊，竹内　敬昌＊

　　　　　　滝口　　信＊，荒井　洋志＊

　背景：動脈管コイル塞栓術（PDA・C）の周術期にお

ける抗血小板療法は塞栓後の遺残短絡の危険性を増す

ため通常行われていない．一方PDAコイルの閉鎖機

転からコイル留置後はコイル周囲に血栓形成が生じて

おりこれらの血栓形成状態についての詳細な観察は報

告が少ない．

　目的：動脈管コイル塞栓術後の血栓形成について血

管内エコーで観察し，術後の抗血小板療法の動脈管遺

残短絡率や内膜形成などに及ぼす影響について検討す

ること．

　対象：当科でPDA－Cを施行した9例（1歳～11歳，

平均5．8歳）

　方法：大動脈造影の後Jackson　detachable　coilま

たはBianturco　coilを用いて大動脈側（7／9例），肺動

脈側（2／9例）からアプローチしPDA閉鎖術を施行し

た．コイル塞栓時には肺動脈側のダクロン線維を1巻

き分取り，肺動脈側には0．5～1巻き分だけまかせて残

りをPDA膨大部および大動脈側に出してコイルを留

置した．コイル塞栓術直後に，6／9例で血管内エコーを

施行しコイル周辺の血栓形成について肺動脈側および

大動脈側から観察した．全例コイル塞栓術後アスピリ

ン5mg／kg／日を3カ月間投与した後中止した．

　動脈管遺残短絡および肺動脈側・大動脈側へのコイ

ルの突出度につき6カ月まで経時的に心エコーで観察

し6カ月後には再び心カテーテル検査とIVUSを行

い遺残短絡の有無とコイル部の血栓形成の程度を評価

した．

　結果：（1）6例中4例でコイル塞栓直後に肺動脈側

にコイルに付着して浮遊する“fibrin”の沈着を認め
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PDAコイル塞栓術結果

PDA（mm）
使用コイル

（Dmm×Lcm）
個数 Approach

1　2．0 Gianturco（5×5） 1 Ao（1）

2　2．1 JDC（5×5100p） 1 Ao（1）

3　2．4 JDC（5×5100P） 2 Ao（1）PA（1）

4　2．1 JDC（5×5100P） 2 Ao（2）

5　1．6 JDC（5×5100p） 1 Ao（1）

6　1．2
JDC（5×5100p）
（cut　to　3．5cm）

1 Ao（1）

7　2．5 Gianturco（3×2） 1 Ao（1）

8　2．0 JDC（5×5100p） 1 Ao（1）

9　3．6 JDC（5×5100P） 2 PA（2）

Immediately after　PDA coiling

結果
IVUS PA　site Ao　site

TO（1　days） 十 fibrin（＋） 一

TO（30　min） 十 fibrin（＋）
一

TO（2　days） 一

Trace（12　mo） 十 fibrin（斗） fibrin（＋）

TO（10　min） 十 fibrin（＋）
一

TO（5　min） 一

TO（5　min） 十
一 一

TO（10　min） 十 一 一

TO（3　mo） 一

TO：安全閉塞

た．（2）PDAコイル塞栓後7／9例で同日完全閉塞が得

られ，1例で2日後に閉塞，1例で12カ月後trace　leak

を認めた．trace　leakを認めた1例はコイルを2個使

用した例だが遺残短絡は経過と共に次第にsmoky

leakと減少している．（3）経過観察中肺梗塞など明ら

かな血栓症を来した例は無かった．（4）6カ月後の

IVUS所見では3／9例で大動脈側コイル部に内膜が覆

い全例で両大血管内に圧較差を生じた例はなかった．

　結語：動脈管コイル塞栓術後のアスピリン投与は，

一般に遺残短絡率を増す可能性があるため行われてい

ないが，我々の少数の経験では動脈管閉鎖率は他のア

スピリン非投与施設の報告と比較し有意な差はみられ

なかった．塞栓術後の血管造影や圧測定では不明で

あったコイルに付着した“fibrin”様の構造物がIVUS

を用いることで明らかに観察された．IVUSでの観察

で予想以上に塞栓直後にコイル部に付着した“fibrin”

様エコーが観察され（これが本当に血栓を意味するか

どうかは不明であるが），6カ月後のIVUSで3／9例に

大動脈側に内膜化を示したことから術後のアスピリン

投与はコイルの内膜化を促す可能性もあるかもしれな

い．遺残短絡に与える影響や，過剰血栓形成予防，遠
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隔期でのコイルの内膜被膜化促進などに対するアスピ

リンの影響については今後アスピリン非投与例と比較

して検討してゆく必要がある．

　31．CT血管内視法を用いた心血管内腔の観察

　　　　京都府立医科大学附属小児疾患研究施設内科

　　　　部門，同　放射線＊

　　　　　　小澤誠一郎，濱岡　建樹，川北あゆみ

　　　　　　岡　達二郎，問山健太郎，佐藤　　恒

　　　　　　周藤　文明，中川　由美，寺町　紳二

　　　　　　坂田　耕一，白石　　公，神谷　康隆

　　　　　　糸井　利幸，尾内善四郎，轟　　英彦＊

　目的：高速CT（ヘリカルCT）を用いて，心血管の

内腔の三次元画像再構成を行い，その画像診断におけ

る有用性を検討する．

　方法：対象は，動脈管開存（PDA）6例，大動脈縮

窄（CoA）3例，およびBlalock－Taussig　shunt（B－

Tshunt）短絡血管4例，大動脈瘤修復術後1例の合計

14例．東芝社製高速CT　Xvigor　Real，ワークステー

ション（Xtension）を用いて三次元再構成を行うとと

もに，病変部の血管内面に観察ご視点を設定し内腔面

を表示・観察する透視投影法表示した．撮影条件は，

ビーム幅；2mm，テーブル移動速度；2mm／S，再構成

幅；0．7mmとし，造影剤には，　Ioparnido1（300mgl／

ml）を使用し，投与量；2～3ml／kg，注入速度；1～3

ml／s，造影剤を約半量投与した時点より撮影を開始し

た．

　結果：上記疾患における血管内面の形態，狭窄が明

瞭に描出し得た．PDA塞栓コイルの大動脈側・肺動脈

側での形態，留置状況が把握できた．呼吸，体動，造

影剤濃度の不均一，心臓の拍動によるアーチファクト

が画像再構成の際の障害となった．

　結論：CT内視法により再構成された三次元画像を

用いて，PDA，　CoA，　B－Tshuntの病変部・人工血管の

内腔の形態評価ならびに塞栓コイルの留置状況の把握

が可能であった．CT内視法を用いた管腔臓器の観察

は，小児においても容易であり，インターベンション

術前後の形態評価および外来での経過観察などに有用

な検査法であると考えられた．

　32．Angel・Wingsを用いた経力テーテル心房中隔

欠損閉鎖術施行例における電子ビームCT所見

　　　　国立循環器病センター小児科，同　放射線診

　　　　療部＊

　　　　　　塚野　真也，土井　　拓，澤田　博文

　　　　　　吉村　　健，西田　公一，矢崎　　諭
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　　　　　　越後　茂之，神谷　哲郎，高宮　　誠＊

　　　　大阪大学機能画像診断学　　　内藤　博昭

　目的：Angle－Wingsを用いた心房中隔欠損閉鎖術

（AW）施行例に電子ビームCT（EBT）を施行し，そ

の有用性について検討すること．

　対象：1997年3月26日から5月28日までにAWを

施行した6例（男児4名，女児2名）．年齢は5．1から

13．9歳（中央値7．6歳），体重15．0から49．Okg（中央値

2］．3kg），用いた閉鎖栓のサイズは22mmが5例，25

mmが1例であった．

　方法：EBTはイマトロンC－150を用いた．単純像を

撮影後，末梢静脈から造影剤を注入し，造影早期像を

心電図同期で拡張期および収縮期に合わせvolume

modeで計2回撮影した．その後，　clne　mode像及び造

影後期像を撮影した．さらに造影早期像をISG社製

workstation（allegro）を用い，レンダリングの手法で

3次元構築を行った．閉鎖栓の位置と術前に経食道心

エコーで評価した心房中隔欠損（ASD）の位置との関

係について検討した．

　結果：閉鎖栓の大動脈，上大静脈，房室弁，冠静脈

洞との位置関係は明瞭に描出できた．ASDの前縁が短

い3例では右側閉鎖栓の前上部と左側閉鎖栓との間に

間隙を認めた．また，僧房弁と閉鎖栓が近接している

症例を3例に認め，ASDから房室弁の距離が短い例に

認められた．またcine　modeは閉鎖栓の動きの観察に

有用であった．

　結語：（1）閉鎖栓コーナーでアーチファクトが強く

みられたが，描出は可能であった．（2）閉鎖栓と大動

脈，上下大静脈房室弁などの位置関係は，視野が広く

容易に把握できた．（3）僧房弁に閉鎖栓が近接してい

る症例は，注意深い経過観察が必要と考えられた．（4）

EBTは心エコーと合わせ，術後の経過観察において有

用と考えられた．

　33．乳児期ファロー四徴症に対する肺動脈弁形成術

　　　　埼玉県小児医療センター循環器科

　　　　　　星野　健司，小川　　潔，菱谷　　隆

　　　　　　北澤　玲子，上原　里程

　目的：ファロー四徴症に対する肺動脈弁形成術（以

下BPV）では，術後の高肺血流が懸念される．一方

BPV後に，再度のBPVやshunt手術が必要となる場

合も少なくない．今回我々は，乳児期のファロー四徴

症に対するBPVの適応・BPV施行時のバルーンサイ

ズについて検討した．

　対象・方法：対象は埼玉県立小児医療センター循環
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器科で1994年11月から1997年6月までの2年7カ月間

に，BPVを施行した生後6カ月以内のファロー四徴症

の患児10名である．内訳は男児8名・女児2名，平均

月齢2．7±2．2カ月，平均体重5．2±1．9kgであった．初

期の3例は肺動脈弁輪径以下のバルーンを目標とし，

その後の7例は肺動脈弁輪径以上のバルーンを目標と

した．使用したバルーンはHOPKINGTON社製PDC
or　DSCである．

　結果：ユ0例中1例で，カテーテルが肺動脈弁を通過

できず，9例に対して11回のBPVを施行した．2例で

BPVを2回必要とし，1例でBPV後3カ月にshunt

手術を必要とした．1例はBPV後4カ月時に敗血症

で死亡し，4例が心内修復手術を終了，他の4例が心

内修復手術待機中である．合併症は，］例でBPV直後

に無酸素発作を起こした．

　Shunt手術を必要とした症例について検討すると①

肺動脈弁輪径が小さい，肺動脈弁下の狭窄が強い，③

肺動脈弁の異形成が強く，弁が下方を向いている，④

BPV施行時の月齢が低い，などの問題点があった．他

表1　ファロー四徴症に対する肺動脈弁形成術

No Age PV（％） B／P（％） PS　inf

① 1M 67 89→127 （一）

② lM 74 91→116 （一）

3 4M 96 109 （一）

4 6M 63 119 （＋）

5 3M 45 140 （＋）

6 2M 61 113 （＋）

⑦ 28d 81 85 （一）

8 14d 46 135 （＋）

9 6M 69 107 （一）

PA　index

94→④→155→⑭→254

152→⑤→213→⑤→244

238

154→④→199

103→⑧→151

188→⑨→355

127

106

155

Clinical　course

再BPV後にICR（20M）

再BPV後にICR（20M）
4カ月後感染症で死亡

ICR（21M）

ICR（15M）

ICR　waiting

ICR　waiting

3カ月時R－BT

ICR　waiting

No：症例，○は肺動脈弁輪径以下のバルーンを使用した症例

Age：M；月齢，　d；日齢，　PV：肺動脈弁輪径（％ofnormal）

B／P：バルーン径／肺動脈弁輪径

A→B，A；1回目，　B；2回目

PA　index：○は経過期間

Clinical　course：BPV；肺動脈弁形成術，　ICR；心内修復

術，M；手術時月齢
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の症例との比較から，肺動脈弁輪径が50％程度あれば，

BPVの効果が期待された．一方，肺動脈弁の異形性が

強く，弁が下方を向いている場合はBPVの効果が乏

しかった．また新生児期に弁下狭窄が強い場合も同様

であった．

　バルーンサイズの検討では，肺動脈弁輪径以下のバ

ルーンを使用した場合，弁下の筋性中隔を欠く1例を

除いて，2例でも心内修復手術までに2度のBPVを

必要とした．

　考案：乳児期のファロー四徴症に対するBPVの適

応を考える場合，肺動脈弁輪径よりも弁の形態・開放

の向きが重要ではないかと考えられた．また新生児期

より弁下狭窄が強い場合には，BPVの成果が乏しいこ

とが予想された．使用するバルーンのサイズは肺動脈

弁輪径が50～70％の場合には，弁輪径を越えるバルー

ンを使用して良いのではないかと考えられた．

　34．乳児早期にBPVを行ったrestrictive　VSDを

伴うファロー四徴症の1例

　　　　九州厚生年金病院小児科，＊同　心臓血管外科

　　　　　　渡辺まみ江，城尾　邦隆，大野　拓郎＊＊

　　　　　　弓削　哲二，肘井　孝之，仮屋園秀彦

　　　　　　瀬瀬　　顯＊

　　　　　　　　　　　　　（＊＊現　九州大学小児科）

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第5号

　症例は日齢2女児．37週1，536gで出生．出生直後よ

りチアノーゼ・心雑音があり当院へ紹介入院となった．

心エコー（図1，2）で右室流出路と肺動脈弁に強い

狭窄がみられ，重症ファロー四徴症と診断．加えて三

尖弁のcushion　tissueと思われる可動性の組織（図

1＊）があり，収縮期に大きなVSDを閉塞していた．

PGE1を投与した反応が乏しく，日齢4の榛骨動脈造

影では動脈管が欠如していた．その後30％酸素と少量

のPGE1投与によりSPO2は60～80％台を推移，体重

が増加し，口齢86・3，200gで心臓カテーテル検査を実

施した．強い弁性肺動脈狭窄（PVA　5．5mm，60％N）

があり，大きなVSDはcusion　tissueのため部分的に

閉塞し造影上は左右短絡のみであった（図3，4）．右

室圧は110と左室圧76mmHgを凌駕しており，右室機

能を温存する為には右室の減圧が必須と考え，2週間

後挿管下にBVPを実施した．右大腿静脈に5Fシース

を挿入し，5　Fend　hole　LehmanカテーテルをRVOT

に置き0．016GW（Microvena）を進めたところ筋性狭

窄後のthird　chamber部分で穿孔したが心エコーで進

行性の出血がないことを確認して15分後に続行した．

Wedge　balloonカテーテルと0．014GW（Extrasport）

に変更し，6mmのSUB－4で拡大術を行った．右室圧は

約20mmHg，　RVp／LVpは1．28から0．78へ低下，右室
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postBVP

流出路狭窄は一過性に強くなったが，PAへの血流は

増加しBVP前後でPO2は59から210mmHgに上昇，

右左短絡は消失した（図5，6）．動脈圧は70から90

mmHg台へ上昇し安定していた．術後，心不全徴候を

きたしたが強心・利尿剤でコントロールされ，日齢

116・3，296gで退院した．7カ月時よりチアノーゼの増

強があり，β一blockerの内服を開始．10カ月時の心臓カ

テーテル検査で右室流出路狭窄は高度だったが肺動脈

の充分な成長が確認された．1歳・6，700gで標準的

ファロー心内修復術を行い，術後経過は良好である．

　考案：restrictive　VSDを伴うファロー四徴症は稀

な病態だが，TOFの中では死亡率が高く救命の為には

早期の心内修復術が必要なことが，過去の報告でも指

摘されている1）．本症例は低出生体重児でもあり乳児

早期の心内修復術は望めなかった．また短絡手術も左

室の容量負荷を増すのみでリスクを伴うと考えられ

た．なにより左室圧を越す右室の機能を温存するため

減圧が必要であった．3カ月・体重3，936gで行った

BVPは，右室圧の低下・肺血流増加・低酸素血症の改

善にきわめて有効であり，その後根治術に至ることが

できた．本病態の特異性を理解し，カテーテル治療を

含め，適切な治療戦略をたてることが重要と思われる．

　［文献］1．Flanagan　MF，　Foran　RB，　Van　Praagh

R，et　al：Tetralogy　of　Fallot　with　obstruction　of

the　ventricular　septal　defect：spectrum　of　echocar－

diographic　findings．　J　Am　Coll　Cardiol　1988；11：

386－396

　35．新生児期ファロー四徴に対するバルーン肺動脈

弁形成術

　　　　新潟市民病院小児科

　　　　　　　　　　　　坂野　忠司，大石　昌典

　　　　　　　　　　　　岩谷　　淳，山崎　　明

　従来，生直後より強い低酸素血症を呈するファロー

四徴に対し，プロスタグランディンの静注や酵素吸入

などによる治療で安定化を得た後，BTシャントなど

の外科治療を選択していた．しかしBTシャント後に

末梢肺動脈狭窄や左右肺動脈径に著しい左右差が生

じ，その後の治療方法に影響を及ぼす場合がある．我々

は生後早期の外科治療を回避することを目的に行っ

た，ファロー四徴に対するバルーン肺動脈弁形成術

（PTPV）の4例について報告する．

　症例1：日齢24の女児．チアノーゼを主訴に日齢1

に入院する．PTPV施行前はリボPGE1を使用し
SpO2は90％であった．　PTPV施行時，肺動脈弁輪径

（PAring）5．7mm（Z　value－1．8），右肺動脈径（rPA）

3．8mm（56％of　normal），左肺動脈径（IPA）3．3mm

（57％of　normal）で径8mmバルーン（バルーン径／弁

輪径：1．40）でPTPVを施行し，　SpO2は93％で退院す

る．1歳11カ月時心カテ施行しPAring　12．4mm（Z

value十〇．4），　rPA　7．6mm（72％of　norma1），　IPA　8．8

mm（96％of　normal）と発育し，近々心内修復術を予

定している．

　症例2：日齢8の女児．チアノーゼを主訴に日齢1

に入院する．PTPV施行前はPGE1を使用しても動脈

管が開かないため60％酵素下でSpO280％を維持して

いた．PTPV施行時，　PAring　4．9mm（Z　value－2．3），

rPA　5．2mm（85％of　normal），　IPA　3．8mm（73％of

normal）で径7mmバルーン（バルーン径／弁輪径：

1．43）でPTPVを施行し，　SpO2は90％で退院する．1

歳1カ月時心カテ施行しPAring　8．2mm（Z　value－

1．5），rPA　8　．　2mm（88％of　normal），lPA　7．8mm（96％

of　normal）と発育し，心内修復術を予定している．
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表　PTPV施行時と1年後心カラ時の肺動脈弁輪径
　および肺動脈径の変化

肺動脈弁輪径
　　（mm）

［Zvalue］

右肺動脈径
　（mm）
［％of　llo㎜al］

左肺動脈径
　（mm）
［％of　no㎜記］

PA　index

症例1
　5．7→12．4
［－1．8→＋0．4］

3．8→7．6
［56→72］

3．3→8．8
［57→96］ 85→215

症例2
　4．9→8．2
［－2．3→－1．5］

5．2→8．2
［85→88］

3．8→7．8
［73→96］ 164→249

症例3
　5．4→6．7
［－1．5→－2．0］

4．3→7．0
［72→81］

3．0→2．6
［58→35］ 112→122

症例4
　6．4
［－1．0］

5．6
［83］

4．⑪

［69］ 158

　症例3：日齢2の男児．チアノーゼを主訴に日齢0

に入院する．PTPV施行前はPGE1を使用しても動脈

管が開かないため30％酸素下でSpO275％を維持して

いた．PTPV施行時，　PAring　5．4mm（Z　value－1．5），

rPA　4．3mm（72％of　normal），　IPA　3．Omm（58％or

normal）で径5mmバルーン（バルーン径／弁輪径：

0．93）でPTPVを施行したが，効果は一時的で生後1

カ月時にlt．　original　BTを施行した．1歳時の心カテ

にてBTシャントの吻合部に狭窄を認め，　PAring　6．7

mm（Z　value－2．0），　rPA　7．Omm（81％of　normal），

lPA　2．6mm（35％of　normal）で吻合部狭窄に対し，

その後PTAを施行した．

　症例4：日齢31の男児．日齢2に心雑音，チアノー

ゼを主訴に入院する．PTPV施行前はリボPGEIを使

用しSpO2は80％であった．　PTPV施行時，　PAring

6．4mm（Z　value－1．0），　rPA　5．6mm（83％of　nor－

mal），　IPA　4．Omm（69％of　normal）で径7mmバルー

ン（バルーン径／弁輪径：1．1）でPTPVを施行したが，

PDAの閉鎖に伴いSpO2が低下したため，生後1カ月

時にrt．　modified　BTを施行した．

　結語：新生時期のファロー四徴症例にもPTPVは

有用な治療方法で，今後治療成績の向上，適応患者の

選択など症例を重ね，検討していきたい．

　36．ファロー四徴症，体肺動脈側副血行に対するカ

テーテル治療の経験

　　　　福島県立医科大学小児科

　　　　　　桃井　伸緒，佐藤　守弘，佐藤　　敬

　　　　　　佐藤　知子，鈴木　　仁

　はじめに：低形成の中心肺静脈と体肺側副血行路を

有するファロー四徴症は比較的まれな疾患であるが，

肺動脈の低形成が著しい場合には短絡手術が困難であ

り，治療に苦慮する．今回，ファロー四徴症，体肺側

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第5号

副動脈のCATCH22の症例に対し，バルーン肺動脈弁

拡大術およびコイル塞栓術を施行したので報告する．

　症例：児は2，368gで出生，新生児期の心エコー上は

肺動脈弁は薄い膜様閉鎖であり，動脈管開存は認めず，

肺動脈は右肺動脈1．6mm，左肺動脈2．Ommと非常に

低形成であり，肺血流は大動脈からの数本の側副血行

に依存していた．外来にて経過観察し，7カ月時に心

臓カテーテル検査を施行した．大動脈造影の後期像に

て側副血行から肺動脈が遅れて造影されたが，右肺動

脈22mm，左肺動脈2．Imm，肺動脈係数（PA　index）

28と，依然，肺動脈は低形成であった．右室流出路造

影で，肺動脈は造影されなかったが，肺動脈弁中央か

ら弁に沿って，肺動脈後面へと向かうごく少量の造影

剤が認められ，ピンホールの存在が考えられた．右冠

動脈造影用カテーテルを肺動脈弁に誘導し押しつけた

後に，0．018インチガイドワイヤーを挿入したところ，

ガイドワイヤーは軽い抵抗の後に肺動脈弁を通過し

た．ガイドワイヤーにそって，径2mmのSUB4バルー

ンカテーテルの挿入を試みたが弁を通過せず，オンザ

ワイヤーPTCAカテーテル2mmにて拡大の後に
SUB4バルーンカテーテル4mmまで拡大した．1歳2

カ月時のカテーテル検査では，PA　indexは62と発育

を認めたが，弁狭窄の残存を認め，10mm径バルーン

にて再拡大を行った．拡大術後の右室造影では，肺動

脈が良好に造影されたが，左肺に比較して右肺，特に

右下肺野の造影が不良であり，造影剤が押し戻されて

ウォッシュアウトされる現象が見られた．側副血行路

の造影を行ったところ，大きな側副血管6本中，下行大

動脈から右下肺野へ向かう側副血管が最も太きく，こ

の側副血管からの血流が右肺動脈血流を妨げていると

考え，中心肺動脈の血流を増加させる目的で1歳5カ

月時にこの血管をコイル塞栓した．塞栓後の肺動脈造

影では，ウォッシュアウトの所見が軽減し，末梢血管

床まで良好に造影されるようになり，右肺動脈4．4

mm，左肺動脈3．9mm，　PA　index73と肺動脈の発育と

肺動脈弁輪径の発育を認めた．

　考案：バルーン肺動脈拡大とコイル塞栓が有効思わ

れた，低形成の中心肺動脈と体肺側副血行路を有する

ファロー四徴症症例を報告した．弁拡大が行われた以

降にPA　indexは増大しており，時期的には，より早

期の弁拡大術，コイル塞栓術が望ましいことが示唆さ

れた．

　37．ファロー四徴症に対する姑息的バルーン右室流

出路拡大術の有効性の要因分析
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　　　　埼玉医科大学心臓病センター小児心臓科

　　　　　　小林　俊樹，小池　一行，竹田津未生

　　　　　　小林　　順，小竹　文秋

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　朝野晴彦，許　俊鋭

　　　　　　　　　　　　常本　　實，尾本　良三

　ファロー四徴症の姑息術として右室流出路バルーン

拡大術（BDRVO）を提唱して行ってきた．同手技の有

効性や限界に対して検討したため報告する．無酸素発

作や肺動脈低形成の合併した9例（第5生日～13カ月，

1．7～8．5kg）に対し，計11回のBDRVOを施行した．

5例は1回の手技で有効な結果が得られ，2例は無酸

素発作が術後1～12日に再び出現したため大きなバ

ルーンにて2回目が施行され有効な結果が得られた．

残りの2例はBDRVOによる効果が得られず，その内

1例はBDRVO直後に心タンポナーデを合併し心嚢

ドレナージが施行された．各症例の肺動脈弁輪径

（PAD），使用バルーン径（BD）および正常右室流出路

の基準としてPacificoらによる体重より推察される

正常下限肺動脈弁輪径（NPAD）を使用しその分析を

行った．結果，無効例のPAD／NPADは0．4以下であり

有効例は全例O．44以上であった（図1）．BD／PAD（図

2）とBD／NPAD（図3）に関しては有効群と無効群

の間に差は認められなかった．有効例ではバルーン拡

大中に肺動脈弁部と弁下部狭窄部に2重のウエストが

生じ，まず肺動脈弁部のウエストが解消し次いで弁下

部狭窄部のウエストが消失した．小さめのバルーンよ

り拡大を行いその様な所見を得た時点で拡大を中止す

ることが最良と考えられた．タンポナーゼを合併した

症例は，唯一ダブルバルーンで拡大が行われ，バルー

ンの固定が困難であり，BD／PADも3．2であった．肺

動脈弁輪が低形成で肺血流が制限される症例は無効で

ある可能性が示唆された．

　38．PDZカテーテルを使用した乳児期のBalloon

Atrioseptostomy（BAS）の経験

　　　　聖隷浜松病院小児科

　　　　　　横山　岳彦，西尾　公男，瀬口　正史

　背景：balloonによる心房中隔裂開術は，新生児期

には従来よりRashkintのBAS用カテーテルが使用

されてきた．しかし，balloonの変形のため新生児期以

降においては裂開できない症例もある．このため，新

生児期以降においてはブレードによる切開やangio－

plasty用のballoonを用いて心房間交通を作成する手

技が行われてきた．今回，non　compliant　balloonを
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用いてRashkintの手技でBASを行い心房間交通の

作成に成功した乳児の2例を経験したので報告する．

　症例1：8カ月女児3．8kg，　dTGA（II），　CoAにて

PAB＆SCFを生後9日に施行．二期的に心内修復術

の待機中，チアノーゼが増強し，心臓超音波検査上，

心房間交通の狭小化を認めた．大腿静脈から6Fr．

Presented by Medical*Online



698－（106）

sheathを留置，　Nu－Med　Canada製5Fr．　PDZ300カ

テーテルを左房へすすめ，心房中隔裂開術を行った．

術前平均圧の差は4mmHgから1mmHgとなりSpO2
71％から，76％に改善した．

　症例2：6カ月男児，4．9kg，　TGA（III），　IAAにて

生後7口にEAAA施行，二期的に心内修復待機中の

ところチアノーゼが増強し，心臓超音波検査上心房間

交通の狭小化を認めた．5Fr．　PDZ300カテーテルで，心

房中隔裂開術を行った．術前平均圧の差は4mmHgか

らOmmHgとなりSaO261％から，75％に改善した．

　結語：乳児期後期に於ける心房中隔裂開術をPDZ

カテーテルを2例に使用し有効であった．2例とも5

カ月，6カ月後の現在まで，ASDは閉鎖傾向を認めて

いない．今後，新生児期以降の心房間交通作成術の一

選択肢として考慮すべきと考えられた．

　39．Hopkington‘PDZ300’，‘PDZ301’カテーテルに

よるバルーン心房中隔裂開術の経験

　　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　平海　良美，渡辺　　健，新垣　義夫

　　　　　　小野　安生，越後　茂之，神谷　哲郎

　　　　同　放射線診療部　　　　　　木村　晃二

　目的：今回，我々は平成9年6月以降にホプキント

ンPDZ300，301カテーテル（以下PDZ300，301）にて

バルーン心房中隔裂開術（以下BAS）を行った7症例

について検討した．

　症例：僧帽弁狭窄，僧帽弁閉鎖，三尖弁閉鎖不全の

3症例は卵円孔が制限的になってきたためにBASを

施行した．大動脈離断術後，単心室，両房室弁左心室

挿入，大動脈弁下狭窄，卵円孔開存の症例は心室での

血液のミキシング不良改善のためBASを行った．大

血管転位（TGA）の1型3症例はPGE1の使用にもか

かわらず，低酸素血症がみられたため生後1，2日目

にBASを施行した．全症例の年齢の中央値は5日，体

重は3．3kgであった．

　結果：左心房，右心房の圧隔差は全例でなくなった．

BAS前後の圧隔差は平均6．1＋4．7mmHgから0．6±

0．5mmHgに低下した（p〈0．01）．酸素飽和度はTGA

の症例では全例上昇した．心エコーでの心房中隔欠損

径はBAS前後で1．8±1．2mmから3．6＋0．7mmに拡

大した（p〈0．05）．

　考案：PDZカテーテルの特徴は，　Introducerが小さ

く血管損傷が少ない，Guidwireが先進でき，左心房へ

挿入しやすいことである．また，従来のバルーンカテー

テルに比し，バルーン径が小さく，左心房の小さな新
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生児に適している．全症例において，ASDの再閉鎖を

認めておらず，圧較差の低下，臨床経過から十分な裂

開が得られ，再閉鎖をおこしにくいと考えられる．従っ

て，特に三尖弁閉鎖，僧帽弁閉鎖に適していると考え

ている．TGAに対しては裂開口の小さいPDZ301のほ

うが，適していると考えている．

　結論：1．新生児期，乳児期において，BASを施行す

る場合，ノンコンプライアント素材で，バルーン径の

小さいPDZ300，301カテーテルは安全で効果的であ

る．2．TGAに対して，　PDZ301カテーテルにより適当

な大きさの裂開が得られた．術前にBASによる心房

間短絡の調節が可能と考えた．

　40．Fontan手術後早期にカテーテルにて心房中隔

開窓術を施行した2症例

　　　　東京女子医科大学循環器小児科，循環器小児

　　　　外科

　　　　　　小坂　和輝，中西　敏雄，富松　宏文

　　　　　　朴　　仁三，本村　秀樹，佐藤まりこ

　　　　　　近藤　千里，中澤　　誠，高梨　吉則

　　　　　　今井　康晴，門間　和夫

　Fontan手術後早期にカテーテル（カテ）にて開窓術

を施行した2例を経験したので報告する．

　症例1：1歳男児．無脾症候群，心内膜床欠損，両

大血管右室起始症．Fontan手術施行後，低心拍出状態

で尿量減少をきたし，中心静脈圧が28～30cmH20に

上昇．NO吸入を試みたが心拍出増加なく，カテにて心

房中隔開窓術を施行した．ウマ心膜（Xenomedica）と

ダクロン布の重ね合わせパッチをブッロッケンブロー

針で穿刺し，3．7mm冠動脈用のcutting　balloonにて

拡大した後，5mmバルーンカテにて拡大した．動脈血

酸素飽和度（02Sat）は施行前95％から一時的に77％

まで低下，その後88％にいったん落ちついたが，再度

92％へ上昇した．翌日，再度8mmバルーンカテにて

パッチの穴を拡大した．02Satは83％に低下し，右房

圧は19から16mmHgへ低下，左房圧は9から12
mmHgへと上昇した．心拍出係数は1．8から2．2に上昇

した．しかしその後血圧はしだいに低下し，翌日死亡

した．

　症例2：5歳男児．多脾症候群，三尖弁閉鎖症，大

血管転位，肺動脈閉鎖．3mmの穴を2個開けたfenes－

trated　Fontan手術施行後，胸水漏出が続くも，いった

んは抜管し，状態良好であった．しかし，術後58日，

呼吸状態が悪化し再挿管，その後抜管困難な状態が続

いた為，術後82日に心カテ施行．造影でパッチに径1
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mmの穴を認めた．それを4mm冠動脈用cutting　bal－

loonにて拡大した後，6mmのバルーンカテに拡大し

た．02satは94％から90％に低下．右房圧は16から13

mmHgへ低下した．現在人工呼吸器からの離脱を試行

中である．

　41．肺動脈血管内エコー（IVUS）実施における工夫

　　　　東京女子医科大学付属日本心臓血圧研究所循

　　　　環器小児科，（株）カテックス＊

　　　　　　豊野　学朋，中西　敏雄，近藤　千里

　　　　　　門間　和夫，湯沢　　勝＊

　背景：肺動脈狭窄に対するカテーテル（以下カテ）

治療を施行する際，血管内エコー（以下IVUS）が有用

であることがある．しかしIVUSを肺動脈に進める

際，従来のモノレール型では迅速性に欠け，また拡大

部位をカテーテルが再通過するという安全性の問題点

がある．これらの問題点を克服するためにはロング

シースを肺動脈内へ進めておきIVUSカテーテルを

出し入れするとよい．

　目的：ロングシース内にIVUSカテを置いて肺動

脈を撮像することを前提として，できるだけ良好な画

像を得るための工夫と限界について検討する．

　方法：水槽中にて様々なシースを用い，デイスポー

サブル注射器や家兎上行大動脈のエコー輝度への影響

を測定した．次いで臨床使用として患者肺動脈でのロ

ングシース使用によるエコー輝度への影響を測定し

た．エコー輝度の測定はエコー画像を出力，ゲインを

変えずに記録することとし，画像処理装置として日本

アビオニクス株式会社製イメージΣXを使用した．各

画像につきエコー輝度を黒から白まで255階調，16段階

に分類し，各マトリックスの輝度を測定し，一定の観

測領域内の平均輝度を求めた．データの算出には複数

の観測領域の平均輝度を平均したものを用いた．シー

スを使用しない状態でのエコー輝度を100％ととし各

シース使用時の相対値を算出した．

　結果：＜1）2．5mlデイスポーサブル注射器（φ10

mm）〉テフロン（5F：93％）が最もエコー輝度の減衰

が少なく，次いでポリエチレン（5F：72％，6F：61％，

7F：57％）とポリウレタン（6F：58％）はほぼ同程度

でナイロン（6F：42％）は最も減衰が大きかった．し

かしテフロンは柔軟性に欠け蛇行させた場合に屈曲す

る可能性が高いためロングシースの材質としては不適

当と判断した．またポリエチレンとポリウレタンを比

較した際に前者の方が加工しやすいという利点があ

る．シースのサイズでは径が小さいほど減衰が少な
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かった．そこで我々は5Fポリエチレンシースを作製し

以下の研究を施行した．

　〈2．家兎上行大動脈〉家兎大動脈を水槽内で撮影

すると5Fシースありで55％，　IVUSカテの先端被覆を

除去し5Fシース内で用いた場合で91％のエコー輝度

であった．

　＜3．患者肺動腹脈（4人）＞5Fシースありでは

74％，IVUSカテの先端被覆を除去し5Fシース内で用

いた場合で91％のエコー輝度であった．また肺動脈壁

と内腔とのエコー輝度の比，シグナル／ノイズ比は2前

後でほぼ同様度であった（シースなし：2．2，シースあ

り：1．9，シース＋被覆除去：2．0）．

　結論：ロングシースの使用で50～70％程度にエコー

輝度は減衰したが，ポリエチレン製の5Fロングシース

が比較的エコー輝度の減衰が少なかった．またIVUS

カテの先端被覆を除去することによりエコー輝度の減

衰を少なくすることができた．ロングシースを使用し

た場合のエコー輝度の減衰はエコー出力やゲインであ

る程度の画像調節が可能であるが，それらの調節に限

界がある場合にはIVUSカテの先端被覆を切断除去

することでエコー輝度の減衰がカバーできる．

　42．血管拡張バルンカテーテルの造影剤濃度差によ

るバルン内圧上昇に要する時間一至適造影剤濃度を探

る一

　　　　　自治医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　保科　　優，白石裕比湖

　　　　　　　　　　　　菊地　　豊，桃井真里子

　目的：実験系を用いて注入圧とバルン内圧を同時記

録し，造影剤濃度の違いによる圧上昇を検討し，バル

ン拡張術での至適造影剤濃度を決定すること．

　方法：実験には，ホプキントン社製血管拡張カテー

テルPDC18398（バルン径18mm，長さ30mm，シャフ

ト径8Fr，カテ長100cm）を用いた．①カテーテル手元

の注入部位と，②バルン内部の圧を同時測定可能なよ

うに圧チューブを2本固定した．拡張時の注入圧（手

元の圧）とバルン内圧をNEC社「ポリグラフ365」を

用いて測定し，ペーパースピード50mm／秒で同時圧を

記録した．造影剤は「イオパミロン300」を6．5％，

12．5％，25％，50％，100％に生食で希釈し，対照とし

て生食水を用いた．拡張は手技に熟練した一人の験者

が行い，バルンが空の状態から最大径まで，それぞれ

10回ずつすばやく拡張した．注入開始からそれぞれの

圧が100mmHgに達するまでの時間を計測し，検討し
た．
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〈結　果〉

（表示は平均値±標準偏差，＊p〈0．05）

造影剤濃度 生食 6．25％ 12．5％

注入開始から手元の圧
上昇までの時間（秒）

0．2±0．1 0．2±0．1 0．3±0．1

注入開始からバルンの内圧
上昇までの時間（秒）

1．9±0．1 1．9±0．1 L9±0．1

25％ 50％ 100％

0．3±0．1 0．3±0．1 0．5±0．1

2．2±0．1＊ 2．6±0．1＊ 4．7±0．3＊

　考察：造影剤がカテーテル内を流れる際の時間あた

りの流量は，物理的にはカテーテルの横断半径の4乗

に比例し，液体の粘稿度に反比例するとされている．

今回の検討で，バルーンカテーテルにおいても造影剤

の粘稠度（濃度）が大きくなるほどカテーテル内の時

間あたりの流量が小さくなり，バルン内圧上昇に要す

る時間が延長した．実際に造影剤濃度12．5％で施行し

たバルン拡張術では，バルンの位置確認，バルンのウ

エスト消失の確認ともに良好だった．短時間で有効な

バルン拡張を得るためには，12．5％程度の濃度の造影

剤を使用するのが良い．

　43．Fontan術後のASI）残存短絡に対してコイル

塞栓術を施行した1例

　　　　順天堂大学小児科，同　胸部外科＊

　　　　　　工藤　孝広，井埜　利博，高橋　　健

　　　　　　稀代　雅彦，大久保又一，秋元かつみ

　　　　　　西本　　啓，山城雄一郎，川崎志保理＊

　目的：コイルを用いた経皮的血管塞栓術は，従来よ

り様々な異常血管などに対して用いられてきており，

近年小児科領域ではPDAに対する有効かつ安全な治

療法として定義しつつある．今回，この血管塞栓用コ

イルを用いてFontan術後のASD残存短絡に対して

経皮的にコイル塞栓術を施行し，完全閉塞が得られた

1例を経験した．

　症例：生直後より右胸心，修正大血管転位，肺動脈

閉鎖，僧帽弁閉鎖と診断された6歳男児．1カ月時に

左BT　shunt，3歳時にbidirectional　Glenn手術，5

歳時にFontan手術，　ASD，　patch閉鎖術を施行した．

術後1カ月の心カテにてASD　patch閉鎖後の残存短

絡が認められた．右房平均圧は11mmHgであり，

Fontan手術後の血行動態としては満足できるもので

あったが，ASD術後残存短絡による右左シャントのた
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めに，大動脈におけるSat　O，は89％と低下していた．

残存短絡径は3．8mm，右左シャント率は24％であっ

た．試験塞栓にて右房圧に変化はなく，Sat　O、の上昇

を認めたことからコイル塞栓術を施行した．コイルは，

COOK社製PDA用Jackson　detatchable　coil（5mm，

5100ps）を2個使用した．左房側に2ループ，右房側に

3ループとし，左房側部分にあるダクロン糸は，左心

系の血栓予防の為事前に切除した．2個のコイルを同

時に，同様の方法で留置し，完全閉塞が得られた．塞

栓術後の右房圧は12mmHgと術前からの上昇はなく，

大動脈のSat　O，は95％へと上昇し，経食道心エコーに

ても完全閉塞が確認された．

　結語：native　ASDに対しては，さまざまなシステ

ムが考えられているが，本邦では現在のところ一般に

臨床上普及するまでには時間がかかると思われる．そ

れに対し，術後の残存短絡は径が小さく，コイル塞栓

術が有効である可能性が考えられた．今回の症例でも

コイル塞栓術が有効であり，今後ASD術後残存短絡

のみならずsmall　ASD，さらにはfenestrated　Fontan

術後のASDには，コイル塞栓術が有用と思われた．

　44．予後からみた開窓Fontan手術後の開窓孔閉鎖

術の適応

　　　　埼玉医科大学小児心臓科，同心臓外科＊

　　　　　　小池　一行，小林　俊樹，小林　　順

　　　　　　竹田津未生，小竹　文秋，許　　俊鋭＊

　　　　　　朝野　晴彦＊，堂本　　實＊，尾本　良三＊

　（抄録未提出）

　45．心房中隔欠損手術症例からみた経カテーテル閉

鎖術適応の後方視的検討

　　　　大阪府立母子保健総合医療センター小児循環

　　　　器科，心臓血管外科＊

　　　　　　萱谷　　太，中島　　徹，高田　慶応

　　　　　　稲村　　昇，北　　知子，岸本　英文’

　　　　　　川田　博昭＊，三浦　拓也＊，舩津　俊宏＊

　　　　　　盤井　成光＊，小野　正道＊

　目的：心房中隔欠損（ASD）手術症例から，経カテー

テル閉鎖術（TCC）適応例の割合と症例選択における

留意点を検討すること．

　対象と方法：1982～1997年の16年間に開心術を施行

したASD71例を対象とした．これらの臨床像，欠損口

の位置・辺縁形態・大きさを調べ，TCC適応例の割合

と非適応例との違いを検討した．

　結果：①手術年齢は1～17（平均5．5）歳，体重6

～ 57（平均18）kg，　Qp／Qs　1．6～7．6（平均2．6）であっ
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た．②ASDの位置はFossa　Ovalis　type（FO　type）

カさ66｛列，sinus　venosus　type　4伊U，　coronary　sinus　type

1例であった．③FO　type　66例中，下縁欠損・形成不

良を27例に，複数個の欠損口を10例に認め，TCC候補

例は32例であった．TCC適応例は，欠損口の長径が20

rnm以下を適応とすると27例，15mm以下とすると16

例であった．④TCC候補例と非候補例のASD長径

（mean±SD）はそれぞれ9～30mm（17＋5），10～35

mm（21＋6）とTCC非候補例（下縁欠損例）で長かっ

た．一方年齢，体重，Qp／Qsは両群間に差はなかった．

⑤創部の肥厚性疲痕を11例に認め，4例に形成外科手

術を行った．

　考案：就学前Qp／QsL8以上を手術適応とすると，

TCC適応例はASD長径20mm以下で38％（27／71），

15mm以下で23％（16／71）であった．　Qp／Qs　1．5～1．8

でのTCC適応例を検討する必要がある．適応例の選

択には（経食道）心エコーによるASDの位置・辺縁形

態・大きさ・中隔長およびfenestrationを含めた個数

の術前評価が重要である．

　46．筋性部心室中隔欠損に対するコイル閉鎖術の経

験

　　　　1）国立循環器病センター小児科，2伺　放射線

　　　　診療部，3）島根医科大学小児科

　　　　　　吉村　　健1｝西田　公一）津田　悦子D

　　　　　　塚野　真也1｝小野　安生1）越後　茂之D

　　　　　　神谷　哲郎1｝木村　晃二2）羽根田紀幸3）

　筋性部心室中隔欠損に対し，エックス線透視および

経食道心エコー下でJackson　detachable　coilを用い

閉鎖術を試みた症例を経験したので報告する．

　症例：2歳5ヵ月の男児．生後間もなく，内臓逆位，

右胸心，両大血管右室起始，心房中隔欠損，肺動脈狭

窄と診断　2歳1カ月時の電子ビームCT（EBT）で

筋性部心室中隔欠損を指摘されたが，2歳3カ月で

行った心内修復術の術中には確認できなかった．術後，

利尿剤の減量が困難であったため，術後1カ月で心臓

カテーテル検査を施行したところ，造影上，筋1生部心

室中隔欠損を認め，肺体血流比3．7，左室拡張末期容積

43．6ml（正常の189％）であった．心不全症状が持続し

たため，筋1生部心室中隔欠損の閉鎖が必要と考え，術

後2カ月時に経カテーテル的に心室中隔欠損閉鎖を試

みた．経胸壁エコー，EBTとその3次元表示，　MRIに

より，筋性部心室中隔欠損は三尖弁下にあることを確

認し，coilによる閉鎖術を選択し試みた．　Jackson

detachable　coil（φ5mm，5100p）を用いて，透視およ
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び経食道エコー下で経動脈的に閉鎖を試みた．経食道

心エコーにより心室中隔欠損の位置を確認しながら，

ガイドワイヤー・カテーテル・コイルの誘導を行なっ

た．①0．035ラジフォーカスアングルを左室側から心室

中隔欠損を通して右室内へ挿入．それを通して4Fr　yel－

low　multipurposeを右室内へ挿入．②右室側から6Fr

15mm　Snare　Cathを用い，　multipurposeを捕捉．③

multiporposeを右房内へ誘導．④4Fr　yellow　multi－

purposeをguiding　cathとして使用し，　Jackson

detachable　coil　5mm　5100pを挿入したが，大動脈弓

で動かず，cathごと抜去．同様の方法で4Fr　Heart

Cath　JR　4を右室内へ挿入し，　Jackson　detachable　coil

5mm　5100pを挿入した．右室側をlloopにし留置した

が，軽度の残存短絡がみられた．この後，detachを試

みたがdetachできず，カテーテル内にcoilを引き込

み回収した．

　まとめ：1）EBTならびにその3次元表示は，術前

における筋性部心室中隔欠損の位置の同定に有用で

あった，2）筋性部心室中隔欠損の場所，coilの誘導，

coilと心内構造物との関係について経食道エコー下で

施行することは有用であった，3）デリバリーワイヤー

とcoilの接合部が，回転の伝わりにくい角度に曲がっ

たため，コイルの分離ができなかったと思われ，この

点について工夫が必要と考える．

　47．後中隔副伝導路を有する潜在性WPW症候群

に対する高周波力テーテルアブレーション

　　　　岐阜大学小児科1），近畿大学心臓小児科2）

　　　　　　後藤　浩子1）中村　好秀2｝福原　仁雄2）

　　　　　　加藤　義弘1）岡本　博之ユ）近藤　直実1）

　背景：近年，高周波カテーテルアブレーションの進

歩は著しく，多くの頻拍性不整脈に対して高い有効性

と安全性が報告されている．なかでも，WPW症候群

は高い有効性が報告されているが，デルタ波の存在す

る顕1生WPW症候群に比べて，室房伝導のみの潜在性

WPW症候群は手技上，難易度の高い疾患である．

　とりわけ，心室中隔部の潜在性WPW症候群は房室

ブロックの危険性，アプローチ側の心室の問題，及び

後中隔部の解剖学的複雑性から最も難易度の高い疾患

群でもある．

　今回，私達が経験した潜在性後中隔副伝導路症例よ

り3例を報告する．

　症例1：女児．6歳時に動悸が出現．13歳時に発作

的心電図より潜在性WPW症候群が示唆され，電気生

理学検査及び高周波カテーテルアブレーションを目的
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に入院した．頻拍発作は心房期外刺激で容易に誘発さ

れた．頻拍時及び心室ペーシング時の最早期心房興奮

は冠静脈洞近位部に認められた．そのため，後中隔部

の潜在性WPW症候群と診断し，はじめに左室側から

アプローチしたが，室房伝導は途絶しなかった．Halo

カテーテルで右室を確認したが，やはり右室自由壁で

は心房興奮は遅く，右側中隔部房室副伝導路が考慮さ

れた．アブレーションは頻拍発作時及び洞調律時に施

行し，計18回目でアブレーションに成功した．アブレー

ション部位の詳細な診断が難しく，前中隔にもアブ

レーションが及んだため，完全右脚ブロックを呈した

が，室房伝導は消失した．以降，頻拍発作の再発を認

めていない．

　症例2：男児．11歳時に頻脈発作を自覚．17歳にな

り，心電図にデルタ波が認められるようになり，アブ

レーションを目的に入院した．左後壁にてアブレー

ションを施行し，同部位での房室，室房伝導とも消失

したが，他の部位での室房伝導が残存した．18歳時に

残存していた左後中隔部潜在性副伝導路をアブレー

ションで治療した．

　症例3：男児．2歳より動悸を自覚し，3歳に頻拍

発作を指摘され，以後も発熱時などに発作が繰り返し

起きた．5歳時にアブレーションを目的に入院した．

発作中に冠静脈洞内カテーテルを移動し最早期心房興

奮部位を確認すると，より近位部が早いため右後中隔

部の潜在性副伝導路と診断した．三尖弁輪部をマッピ

ングし，室房連連続性電位の最短の部位にてアブレー

ションを施行した．初回，洞調律時にアブレーション

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第5号

したが，室房伝導は途絶しなかった．その後，心室ペー

シング中にアブレーションを施行したところ，完全房

室ブロックを合併した．現在，心不全症状はなく，経

過観察中である．

　考察：潜在性WPW症候群では電気生理学検査の

評価が難しく，さらに後中隔副伝導路では左室か右室

からかのアプローチ法の選択および完全房室ブロック

の危険性等によりRFCAが困難である．

　しかし慎重に行えばRFCAが十分に可能であると

考えられたので報告する．

　48．房室副伝導路が関与しないWPW症候群の頻

拍の治療適応

　　　　近畿大学医学部心臓小児科

　　　　　　中村　好秀，福原　仁雄，横山　達郎

　はじめに：WPW症候群の頻拍性不整脈は房室回

帰性頻拍および心房細動時の心室頻回応答であること

が多いが，稀に房室副伝導路が関与しない頻拍発作を

有する例もある．今回，我々は失神や頻拍発作を有す

るWPW症候群で房室副伝導路が頻拍回路に関与し

ないと診断した頻拍症例2例を経験したので報告し
た．

　症例1：10歳女児．9歳でWPW症候群と診断さ

れ，10歳で失神発作を認めた．非発作時心電図はA型

WPW症候群を示し，散発性に心室期外収縮を認め

た．基本周期SIS1500msecの心房期外刺激では，順

行有効不応期250msecの左側後中隔房室副伝導路を

証明した．期外刺激間隔320msecから230msecの範囲

で，心拍数140bpmの洞房回帰性頻拍が誘発された．頻
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拍は数秒以内にすべて自然停止した．室房伝導は漸増

性で房室結節由来であると診断した．房室副伝導路の

順行有効不応期は250msecのハイルスク群であり，治

療適応と判断した．アブレーション後の心房期外刺激

でも140bpmの洞房回帰性頻拍が誘発されたが，房室

副伝導路伝導途絶により危険性は軽減した．

　症例2：26歳の男性．14歳から発作性頻拍があった．

SIS2320msecの心房期外刺激でwide　QRS頻拍（図）

が誘発され，SIS2300msecでは，房室副伝導路は不応

期となり，narrow　QRS頻拍が誘発された．頻拍中の

心室期外刺激でヒス東電位周期が短縮しないことか

ら，非通常型房室結節回帰性頻拍と診断した．頻拍の

完全除去を目的として，房室副伝導路および房室結節

遅伝導路をアブレーションした．アブレーション後，

頻拍は消失した．

　結語：WPW症候群におけるカテーテルアブレー

ションは，電気生理学的検査の上，頻拍が房室副伝導

路を回路に含むかどうかを判断する必要がある．頻拍

に関与しない房室副伝導路に対しても，失神および頻

拍を有する例では房室副伝導路のアブレーションの適

応があると考えられた．

　49．副伝導路の斜走が示唆され，卵円孔経由で心房

端のアブレーションを行った房室回帰性頻拍の1例

　　　　日本大学医学部小児科

　　　　　　唐澤　賢祐，住友　直方，谷口　和夫

　　　　　　金丸　　浩，佐藤　良行，三沢　正弘

　　　　　　能登　信孝，岡田　知雄，原田　研介

　目的：卵円孔経由もしくはBrockenbrough法によ

るカテーテルアブレーションは，左側副伝導路のカ

テーテルアブレーションに非常に有効であることが報

告されている．特に左室中隔側副伝導路では，逆行性

のカテーテル固定が困難な症例もあるため，心房中隔

経由のカテーテルアブレーションが可能であれば有用

である．今回，左室後壁から後中隔への斜走が示唆さ

れた症例に卵円孔経由のカテーテルアブレーションを

行ったので報告した．

　症例：12歳，男児．小学校4年の定期健診で心電図

異常を指摘され，WPW症候群の診断を受け，11歳時

に動悸発作を認めた．平成9年2月に運動中に再度，

動悸発作を認め症状消失しないため，当科緊急外来受

診し，PSVTの診断でATPの静注により停止した．

今回，平成9年4月に両親および本人が高周波カテー

テルアブレーションを希望したため精査加療目的で入

院した．既往歴，家族歴，身体所見，血液一般，生化
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学的検査，胸部X線写真，心エコー図で特記すべき異

常は認めなかった．入院時標準12誘導心電図は心拍数

78の洞調律で，QRS電気軸は一60度で左軸偏位，1，

aVL，　V1～V6に陽性のdelta波を認めた．電気生理学

的検査では，高位右房連続刺激，右室連続刺激及び期

外刺激で上室性頻拍が誘発された．冠状静脈洞カテー

テルによる心腔内心電図では，洞調律中の最早期心室

興奮部位は左側後中隔付近，頻拍中の最早期心房興奮

部位は左室後壁付近であり，約22mmの副伝導路の斜

走が示唆された．1頂行性に卵円孔経由でRF　Marinrを

左房に挿入し，頻拍中に僧帽弁上の最早期心房興奮部

位にカテーテルを固定し，60℃の温度コントロール下

でカテーテルアブレーションを施行し1回の通電でア

ブレーションに成功した（通電開始2．7秒で逆伝導が途

絶し，頻拍が停止した）．成功部位のAO．78mV，V2．3

mV，　A／V　O．33，　local　AV　70msecであった．術後30

分での高位右房連続刺激ではQRS波形はnarrowで，

頻拍は誘発されなかった．また，右室心尖部連続刺激

では逆伝導は認められなかった．アブレーション後30

分の電気生理学的検査及びカテーテルアブレーション

に要した時間は3時間8分，総透視時間は59分であっ

た．術後の心エコー図でも弁逆流などの合併症は認め

なかった．

　考案：Jackmanらの副伝導路電位による検討では

左側の副伝導路において45例中39例で4～30mmの斜

走があると報告している．斜走が著明な場合には逆行

性に行うアブレーションでは離断できない可能性が考

えられる．特に逆行性に行う左側後中隔のアブレー

ションは，カテーテル操作，固定が難しいことが多い．

本例の如く副伝導路の斜走が示唆され，その心房端が

左室自由壁側に位置する場合，卵円孔経由または心房

中隔穿刺法による心房端のアブレーションは容易かつ

有用な方法であると思われた．

　50．カテーテル焼灼術の不成功例と再発例の検討

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　豊原　啓子，茶堂　　宏，大内　秀雄

　　　　　　新垣　義夫，神谷　哲郎

　1993年4月から1997年12月までに国立循環器病セン

ター小児科において，22例の頻拍性不整脈に対してカ

テーテル焼灼術を行った．房室回帰性頻拍（AVRT）

13例は全例成功，房室結節回帰性頻拍（AVNRT）1

例は再発，心房頻拍（AT）5例中2例が不成功，心房

粗動（AF）1例はcommon　AFのアブレーション成功

後，uncommon　AFが出現，心室頻拍（VT）2例中1
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例は不成功であった．このうちの，不成功例と再発例

の5例について検討する．

　不成功は3例であった．症例］はRVOT起源のVT

で誘導不能のためablationは不成功であった．症例2

は右肺静脈出口右上方起源のATであった．症例3も

ATであったが，　ATは誘発困難で持続せず，起源を診

断することができず不成功に組わった．再発は2例で

あった．1例はAVNRT，1例はEbstein，　PSの右室

流出路形成術10年後で，common　AFに対するabla－

tionは成功したが，1カ月後uncommon　AFが出現し

た．症例2，症例4について，詳細を説明する．

　症例2は，12歳でablationを試みた．卵円孔を通し

て，右肺静脈出口にablationを行ったが不成功であっ

た．人工心肺下でcryo－ablationを行った．　cryo部位

はablation部のやや内側であったが近接していた．同

時にPVを含む左房後壁のisolationを行った．

　症例4は15歳の女性．Ebstein，　PSで，4歳，右室

流出路形成術を施行した．12歳，心房粗動が出現，頻

回にDCを必要とした．14歳，　common　AFに対して，

三尖弁から下大静脈の最狭部にアブレーションを行

い，成功した．その1カ月後，uncommon　AFが出現

した．AF中のmappingでは，右房のmid　posterior

lateralに最早期があり，手術時の右房切開線のposte－

rior寄りでは上下両方向に伝導し，　anterior寄りでは

上から下へ伝導するmicro－reentryと考えられた．最

早期部位にアブレーションを行い成功した．

　5例の不成功，再発の理由を検討した．不成功の2

例は誘発困難であった．症例2はカテーテルのカーブ

をもう少し工夫すれば到達できたかもしれない．

AVNRTのアブレーションは再発例が10％程度と報

告されている．また，症例4は長期にわたって右房負

荷がかかっており，多彩な不整脈の発生する素地があ

ると考えられた．

　頻脈性不整脈に対するカテーテル焼灼術の不成功例

と再発例について報告した．誘発の可否，解剖学的構

造，先天性心疾患の合併などが今後考慮されるべきも

のと考えられた．

　51．異所性心房頻拍に対する高周波カテーテルアブ

レーション

　　　　近畿大学心臓小児科

　　　　　　福原　仁雄，中村　好秀，横山　達郎

　93年9月から97年10月までに，異所性心房頻拍9（男

2，女7）例に対して13セッションの高周波カテーテ

ルアブレーション（RFCA）を行った．初回セッション

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第5号

時の年齢は，6．7～20．4（平均13．2±3．8）歳で，頻拍

に気付かれてから平均3．6±2．3年間抗不整脈剤や運動

制限による管理を受けていた．頻拍発見の動機は，自

覚症状3例，集団検診4例，他疾患で入院中に気付か

れたものが2例であった．頻拍は，持続型6例，発作

性1例，運動誘発性1例，不明1例であり，頻拍時の

心拍数は100から250／分まで分布し，心拍の速い持続型

の2例では頻拍誘発性心筋症を発症した．使用されて

いた抗不整脈剤の数は，5剤2例，3剤3例，1剤2

例，2例は使用されていなかった．頻拍の起源は，高

位右房3例（右心耳2例，洞結節付近1例），低位右房

（冠状静脈洞開口部）2例，高位左房（左心耳）2例，

低位左房（僧帽弁輪）2例であり，最早期心房興奮部

位を指標にしてRFCAを行った．頻拍中のP波の形

態は異常刺激の起こる部位によって様々であり，その

形態から頻拍の起源を推定するという試みが報告され

ているが（JAm　Coll　Cardiol　1995；26：1315－24，

Journal　of　Electrocardiology　1996；29：1－10），我々

の検討では1誘導が陽性であれば右房起源（低位右房

起源のものは陽性でないこともある），1誘導が陰性で

あれば左房起源，V1誘導が陽性であれば左房起源，　II，

III，　aVF誘導が陽性であれば高位起源，　II，　III，　aVF

表

No／性 頻拍数 型 発見動機
ショ

初回アブレー
　　ン時年齢

1／F 200 持続 他疾患 6y8m
2／F 180～230 持続 自覚 13ygm

3／M 130～200 持続 検診 10y10m

4／F 180～200 持続 自覚 13yOm
5／F 100～130 持続 検診 14yOm

6／F 250 反復 自覚 15yllm

7／F 170～180 不明 他疾患 13y2m

8／M 170～200 運動誘発 検診 20y5m

9／F 130～200 持続 検診 11yOm

セッション
頻拍中のP波極性

数
起原

1 II， III，　aV Vl
結果

1 SVC 十 十 ± 成功

2 RAA 十 十 一 成功

3 RAA 十 十 ± 再発

1 LAA 干 十 十 再発

1 LAA 一 十 干 無効

1 CS内 一 一
平 成功

1 CS内 一 一 十 成功

2 CS　os 不明 一 不明 成功

1 CSos 干
一 干 無効
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誘導が陰性であれば低位起源であると判断ができた．

aVL誘導のP波形態には一定の傾向を認めなかった

（表）．最終セッションから98年1月末日までの平均

16．3±9．9カ月の経過観察で，5例（56％）で頻拍の除

去に成功（右房起源の頻拍の60％，左房起源の50％），

2例で一過性成功，2例で不成功に終わった．RFCA

による合併症としては，洞結節付近の上大静脈内でパ

ワーコントロール通電を行った1例で一過1生の上大静

脈症候群を来した．温度コントロールでの通電は比較

的安全であると考えられ，冠状静脈洞内での通電でも

合併症は認められなかった．異所性心房頻拍に対する

RFCAは未だ満足すべき結果ではないが，心房内マッ

ピング技術の進歩によって成績の向上が期待できる安

全な治療法である．頻拍時の心拍数の速い持続型例，

心不全や心筋症発症例，薬剤抵抗例などでは，治療方

針のひとつとして考慮する価値があると考えられる．

　52．B・T　sh皿ntのコイル塞栓術後生じた末梢PSに

対してバルーン血管形成術を行った純型肺動脈閉鎖症

術後の1例

　　　　倉敷中央病院心臓病センター小児科，＊同　小

　　　　児科

　　　　　　丸子　俊成，馬場　　清，大西　博之

　　　　　　田中　庸平，田中　陸男＊

　今回，我々は右室低形成を伴った純型肺動脈閉鎖症

の症例に対して，新生児期にPulmonary　valvotomy

と左B－Tshuntを行い，右室の発育後，左B－T　shunt

に対してコイル塞栓術を施行，後口生じた同部位の末

梢PSに対してバルーン血管形成術を行った症例を経

験したので報告する．

　症例は1990年5月22日生まれ．生後1日，チアノー

ゼを主訴に当院NICU紹介入院．心エコー図で純型肺

動脈閉鎖症を認め，PGE1開始．生後9日の心臓カテー

テル検査ではRVEDV＝62．2％of　Normalで，右室収

縮期圧は76mmHgで左室収縮期圧（68mmHg）を越え

ていたがsinusoidal　communicationは認められな

かった．生後17日，Pulmonary　valvotomyおよび左

modified　B－T　shunt（径4mm　Microknit）施行．生後

1歳10カ月の心臓カテーテル検査ではRVEDV＝
103％of　Normalと右室の発育良好で左B－T　shuntの

バルーン閉塞試験で，動脈血酸素飽和度の低下はほと

んどなく（90．5％→88．3％），右室から肺動脈への十分

な順行性血流を認めたため，左B－T　shuntは不要と判

断，2歳時，左B－Tshuntに対してコイル塞栓術（径

3mm×20mm，2本使用）を施行した．生後6歳10カ
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月（コイル塞栓術後4年10カ月後）の心臓カテーテル

検査で，左肺動脈のB－Tshunt吻合部は直径2．3mm

と狭窄を認め，圧較差（AP＝24mml｛g）を認めたため，

ホプキントン径10mm×3cmのバルーンを使用しバ

ルーン血管形成術（PTA）を行った．　PTA後，狭窄部

は直径6．4mmまで拡大し圧較差も消失した．

　従来，不要になったB－Tshuntに対しては手術的に

divisionが行われてきたが，近年，　deviceの発達によ

り，侵襲の少ないコイル塞栓術を行う症例が増加して

いる．しかし，小児の場合，コイルの収縮と体の成長

に伴い人工血管により肺動脈が吊り上げられ，B－T

shunt吻合部の肺動脈狭窄を生じる可能性があり，注

意深い経過観察と，狭窄に対してバルーン血管形成術

や手術などの適切な処置が必要と考えられた．

　53．右心バイパス手術後の左肺動脈閉塞に対するバ

ルーン血管拡張術

　　　　兵庫県立尼崎病院心臓センター小児部1），外

　　　　科部2）

　　　　　　鈴木　嗣敏D坂崎　尚徳1）槙野征一郎1）

　　　　　　笹橋　　望2）亀山　敬幸2）花田　正治2）

　　　　　　岡本　文雄2｝安藤　史隆2）

　BCPSやTCPSなど，右心バイパス手術後の肺動脈

狭窄は，静脈系の循環であることより再狭窄を来しや

しいことが知られている．今回我々は，右心バイパス

術後，発見されたほぼ閉塞状態の左肺動脈狭窄に対し

てBDAを行った2例を経験し，内1例ではイン
フユージョンワイヤーの使用が閉塞部位の通過に有用

であったので，報告する．

　症例1：4歳6カ月，男児

　三尖弁閉鎖（1－b）の診断で，2歳6カ月でBCPS手

術を施行した．その後，左肺動脈狭窄を来たし2回の

肺動脈再建術を行ったがその後も再狭窄を繰り返すた

め，計3回のBDAを施行した．今回は，ほぼ閉塞状態

の肺動脈に対してBDAを行った2回目のBDA内容
を提示する．ウロキナーゼの局所投与は効果なかった．

0．038インチのインフユージョンワイヤーの中から

O．014インチワイヤーを先進させて狭窄部を通過させ

た．インフユージョンワイヤーも追従して狭窄部を通

過したため，ガイドワイヤーを交換して，5mm，8mm，

10mmのバルーンカテーテルを使用し，最峡部は5．7

mmまで拡大された．　mPAは平均圧で17mmHgから

14mmHgまで低下した．

　本例は，毎月心エコー検査でfollow　upを続けてい

るが，4．5カ月で再狭窄を繰り返しており，近日中に

Presented by Medical*Online



706－（114）

TCPS及び肺動脈形成術を予定している．

　症例2：7歳7カ月，男児

　右室型単心室，肺動脈閉鎖，僧帽弁閉鎖，nOn－

confluent　Pulmonary　arteryの診断で，6歳11カ月で

TCPS手術及び左肺動脈再建術を行った．術後の造影

検査で左肺動脈の狭窄を認めたため，術後3カ月待っ

てBDAを施行した．この時点で，左肺動脈はほぼ閉塞

していた．ウロキナーゼの局所投与は効果なかった．

4F　wedgeカテーテルより0．014インチワイヤーを先

進させ，狭窄部を通過させた．4Fカテーテルは狭窄部

を追従して通過しなかったため，まず3．Ommの

PTCA用のバルーンで拡大した後，10mm，14mmの

バルーンカテーテルを使用し，最峡部は6．1mmまで拡

大された．mPAは平均圧で17mmHgから9mmHgま
で低下した．

　考察：右心バイパス手術後の左肺動脈狭窄は，静脈

系の循環であることより，再狭窄を来しやすく，進行

も速い．本症例のようにほぼ閉塞状態となることもあ

るため，綿密なfollow　upが必要と考えられた．0．038

inchインフユージョンワイヤーは，追従がよくガイド

ワイヤーの誘導下に狭窄部を通過させることが容易で

あった．ほとんど閉塞した部位に対するカテーテル治

療には有用と考えられた．

　54．肺動脈絞拒術の際に，術中にバルーンカテーテ

ルを用いて血管形成術を施行した大動脈縮窄複合の1

例

　　　　愛媛県立中央病院小児科・心臓血管外科，愛

　　　　媛大学医学部小児科

　　　　　　松田　　修，檜垣　高史，山本　英一

　　　　　　中野　威史，澤田　裕美，寺田　一也

　　　　　　後藤　悟志，宮崎　正章，貴田　嘉一

　　　　　　篠崎　雅人，富野　哲夫

　CoA＋VSDの症例に対してsubclavian　flap　aorto－

plasty（SCF）＆PAbanding（PAB）を施行した後，

VSDが自然閉鎖したため，肺動脈絞拒解除術（PA

debanding）を施行し，残存狭窄に対して術中にバルー

ンカテーテルを用いて血管形成術を施行し，肺動脈再

建術を回避し良好な結果を得たので報告する．患児は

日齢0に多呼吸・チアノーゼを主訴に当科へ入院した．

上下肢のdifferential　cyanosisを認め，心エコー検

査・逆行性擁骨動脈造影にてCoA＋muscular　VSD

（large　defect）＋PDAと診断した．　PGE1の投与を開

始し，日齢7にSCF＋PABを施行した．術後経過は良

好で，術後1カ月に一旦退院した．外来で経過観察中，

H本小児循環器学会雑誌　第14巻　第5号

VSDは徐々に閉鎖傾向を認め，生後7カ月時に自然閉

鎖した．心カテーテル検査では大動脈再建部に圧差は

なく，PAB部は径3mmで前後に126mmHgの圧差を

認めた．生後8カ月時にPAdebandingを施行した．絞

拒部はdebanding後に径7mmまで拡大したがマノメ

トリーにて41mmHgの圧差が残存した．そこで，肺動

脈近位部より径10mmのバルーンカテーテル（TX－

SHAK　2mm）を挿入してバルーン拡大術を施行し，圧

差は15mrnHgまで低下した．バルーン拡大時に絞拒部

に約1mmの亀裂が生じ出血を認めた．止血は容易で

あったが，注意を要する合併症のひとつと考えられた．

術後の経過で狭窄部はさらに軽度となり，一年後の心

カテーテル検査ではdebanding部に圧差は認められ

なかった．PAdebandingの際，圧較差が残存する場合

にはバルーン拡大術を併用することにより有効な拡大

が得られると思われた．

　55．術後肺動脈狭窄に対するバナナ形状バルーンカ

テーテルの有用性

　　　　北海道大学医学部小児科

　　　　　　間　　峡介，小田川泰久，信太　　知

　　　　　　村上　智明，古山　秀人

　術後肺動脈狭窄に対するバルーン血管形成術（以下，

BD）では，右室流出路一主肺動脈の軸と，左右肺動脈

の分岐角度が大きく，狭窄が高度の場合には通常の直

線状のバルーンカテーテルが留置困難な時があり，ま

た，バルーンカテーテルが留置できても，バルーンの

インフレート時に肺動脈から右室流出路にかけて大き

く引き伸ばされることがある．Hopkington社製バナ

ナ形状カテーテル（以下，DSC）は，ロープロファイ

ル，10ATMまでの高耐圧で，インフレート時にバルー

ン部分がバナナ状の屈曲した形態になるカテーテルで

ある．今回，DSCが有効であった術後肺動脈狭窄例に

ついて報告する．

　症例1　．　5ylOm　TOF．心内修復術後の左肺動脈狭窄．

左肺血流は著明に減少していた．術後1年1カ月時に

BD施行．最狭窄部径3．Omm，左肺動脈は大きく屈曲

しているため，通常の直線状のバルーンカテーテルは

留置不能であった．DSCは留置可能で，6mmまで拡張

した後，さらに十分な拡張を得るため，最狭窄部径の

400％となる12mr／1まで直線状のカテーテルを用いて

BDを施行した．　DSCを用いた時に比べ，直線状のカ

テーテルを用いた際には，肺動脈は強く引き伸ばされ

ていた．狭窄部径は5．4mmまで拡大し，　BD後9カ月

時には肺血流も正常化した．
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　症例2．ly4m　Ebstein，　PA，　PDA，　ASD．心内修

復術後の左肺動脈狭窄．右室流出路一主肺動脈の軸と

左肺動脈の分岐角度が大きく，最狭窄部も1．8mmと細

かったので，DSC　3，4，6mmを使用してBD施行し，

4．9mmに拡大した．

　症例3．6y6m　DORV，　PS．心内修復術後の左肺動

脈狭窄．術後9カ月時に左肺動脈狭窄に対してBD試

みたがバルーンカテーテル留置不能であった．左肺動

脈の分岐角度は大きく，最狭窄部も2．5mmと細いの

で，DSCを用いて再度BDを施行，4，8，10mmを用

いて5．3mmに拡大した．

　3症例とも胸部XPでは左肺血管陰影が減少し，

UCGでも左肺動脈血流はほとんどひろえなかったが，

BD後はXP，　UCGいずれも改善した．

　DSCは小血管拡張用に作られたカテーテルである

が，ロープロファイル，高耐圧なので術後狭窄にも対

応でき，屈曲の強い部位，特に左肺動脈に対するBDに

適した形態をしている．また，インフレート時の過度

の伸展を防ぐことにより，血管や弁，心内膜損傷も軽

減しうるものと思われる．

　56．術後末梢肺動脈狭窄に対するバルーン拡大術前

後の肺動脈血流分布

　　　　東邦大学第一小児科学教室

　　　　　　松裏　裕行，星田　　宏，中山　智孝

　　　　　　小澤　安文，佐地　　勉

　先天性心疾患心内修復術後の分岐部肺動脈狭窄に対

し行われるバルーン拡大術（PTA）の効果判定は，狭

窄部の圧較差が50％以下に低下すること，あるいは直

径がPTA前の150％以上に拡大することなどと定義

されるが，肺血流分布の左右差の解消という観点から

の検討は未だ不十分である．そこで今回我々はPTA

前後の狭窄解除の程度と肺血流分布の左右差の改善度

との関連について検討した．対象は左右差の著しい術

後分岐部狭窄を呈する5症例（DORV術後2例，　d－

TGAのJatene術後2例，　TOF術後1例）で合計6回

のPTAを施行した．PTA施行時の年齢は3歳～9歳

5カ月（中央値6歳8カ月）で，術後経過年数は平均

66．9カ月，PTA前の右室圧は38～144（平均69．4）

mmHgであった．更に，肺血流量に左右差がないもの

の術後右室流出路狭窄のために中等度以上の右室圧充

進した2例を加え，右室圧負荷と血漿BNP値との関

連について検討した．方法はPTA前とPTAの翌日

に99m－Tc－MAA肺血流シンチグラフィを施行し，左

右肺のカウント数を求めた．更に肺動脈最狭窄部径を

707－（115）

％
⑪

　
3

Φ20

Φ10

狭
窄
部
径
の
拡
大
率

0
　0　　　　　　　　100　　　　　　　200　　　　　　　300％

　　　　狭窄側肺血流量／全肺血流量　改善度

　肺血流分布と狭窄部径の改善度の関係

肺動脈造影により求めた．分枝部狭窄を十分に拡大し

えた2例の左肺／全肺カウント数は各々26％（術前）→

45％（術後），13％→32％と改善し（改善率174，253％）

最狭窄部肺動脈径は284％，271％の改善であった．こ

れに対し，狭窄解除が不十分であった3例4回の拡大

術前後の比較では肺血流量の左右差の改善率は

108～122％，最狭窄部の径の改善は100～145％であっ

た．血漿BNPは19．3～200pg／mlで，右室収縮期圧や

右室拡張末期圧には相関がなかった．最狭窄部径が2

倍程度に拡大できないと血流分布の明らかな改善が望

めない可能性が示唆された．また血漿BNPは術後右

室流出路狭窄・肺動脈狭窄の監視の指標にはなりえな

いと考えられた．

　57．バルンによる肺動脈末梢部拡張後に狭窄が進行

した1例

　　　　大津赤十字病院小児科

　　　　　　水戸守寿洋，西岡　研哉，東　　ゆり

　　　　　　内田　英夫，今井　　剛，中村　健治

　　　　　　谷村　　剛，瀧本　哲也，呉　　東進

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　岡本　好史，粟津　篤史，鷹羽　浄顕

　症例はPA・VSD・MAPCAsの男児である．6カ月

と2歳7カ月時に心臓カテーテル検査を施行された．

4mm　Golaski人工血管を用いて右modified　B－T

shuntを施行されている．4歳1カ月時に本院に初診

となった．

　胸部レントゲン像では，肺野の血管陰影は少なく，

断層心エコー図でも右肺動脈径は5．3mm左室拡張末

期径は25．4mm（81．5％of　normal）であり，検血で

もHt　58、3％と多血症も認められたために肺動脈の発

育がよくないと判断し，4歳10カ月時に本院にて心臓

カテーテル検査・心血管造影を施行した．
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　右BTシャント造影像では左右肺動脈の分岐直後

の径は各々4．2mmであり，BTシャント吻合部の右肺

動脈径は2．1mmと強い狭窄がみられた．また人工血管

径は右鎖骨下動脈吻合部は2．1mm肺動脈との吻合部

は2．6mmとシャント自体にも狭窄が認められた．

　BTシャント吻合部の拡張が必要な症例と考えられ

たが，肺動脈全体の発育が不良であり，右肺動脈上下

分岐部とシャント吻合部の狭窄も高度であるためにこ

の時点ではPTAは不可能と判断し，まず4歳11カ月

時に5mm　gortexを用いて左modified　B－T　shuntを

施行した．

　左シャント4カ月後の心カテでは，左肺動脈は8．O

mm，右肺動脈は6、Ommに拡張していたが，右肺動脈

上下分岐部はいずれも1．6mmと狭窄は残存し，バルン

によるPTAの適応でありまた可能と考えた．

　5歳6カ月（左BTシャント術後6カ月）にPTAを

施行する目的で心カテを施行し，右肺動脈は前回心カ

テと同様に狭窄がみられたが，このときの計測では，

上下右肺動脈の径はともに1．4mmであった．これら狭

窄部に対し，右下肺動脈は右BTシャントを通して

2．5mm，ついで4．25mmのPTCA用バルンを使用し，

拡張前1．4mmから2．9mmに拡張した．右上肺動脈に

たいしては左BTシャントからは2．5mmのバルンし

か通過せず，拡張前1．4mmから1．9mmにしか拡張で

きなかった．

　3カ月後に再度左BTシャントを通して右上肺動

脈のPTAを試みたが，このときには，シャント吻合部

の狭窄が進行し，右肺動脈から肺動脈末梢部にガイド

ワイヤも通過しなくなっていた．初回のPTAが右肺

動脈の狭窄を進行させたものと考えられた．右下肺動

脈の拡張は持続しており，一定の拡張が行われれば

PTAの効果はあるが十分な拡張が行われなければ狭

窄を進行させるおそれがあると考えた．

　58．肺動脈分岐部狭窄に対し術中ステント留置術を

施行した幼児例

　　　　榊原記念病院小児科

　　　　　　畠井　芳穂，村上　保夫，森　　克彦

　　　　　　鈴木　清志，嘉川　忠博，畠添　路世

　　　　　　三森　重和

　症例は2歳10カ月の男児で体重は11kgである．ファ

ロー四徴症，ダウン症候群の診断でH齢14にPTPV行

うも効果がみられず，日齢20に左ブレロック手術を施

行した．9カ月時の心カテーテル検査では，左肺動脈

分岐部に狭窄を認めた．1歳11カ月の時に左肺動脈再

日本小児循環器学会雑誌第14巻第5号

建を含む心内修復術を行ったが，術後7カ月の心カ

テーテル検査では左肺動脈分岐部は2mmと狭く，カ

テーテルが進まなかった．右肺動脈は収縮期圧65

mrnHgと肺高血圧であった．左肺動脈狭窄に対して，

再手術時に直視下にPalmazステント（腸骨用，長さ

18mm）を8mmバルーンで拡大，留置した．主肺動脈

側のステントの一部は切除し，長さを調節した．ステ

ント留置術前後での肺血流シンチは左右比16：　84から

36：64に改善した．

　幼児では体格が小さく，11～12Fの大きなロング

シースは経皮的挿入が困難なことがある．また主肺動

脈側に突出したステントが，反対側の肺動脈を閉塞す

る危険もある．術中ステント留置術は，直視下で行え

るため技術的に容易であり，幼児の肺動脈狭窄におい

て考慮されるべき手技と思われた．

　59．ファロー四徴症（左肺動脈閉鎖）根治術後の右

肺動脈分岐部狭窄に対するステント留置術の経験

　　　　京都府立医科大学附属小児疾患研究施設外科

　　　　第二部門，同　内科部門＊，大津市民病院心臓

　　　　血管センター小児循環器科＊＊

　　　　　　圓本　剛司，山岸　正明，和田　行雄

　　　　　　浜岡　建城＊，尾内善四郎＊，福持　　裕＊＊

　症例：11歳女児，体重26．2kg．生下時より心雑音を

認め，生後2週間時にファロー四徴症と診断された．

1歳6カ月時の心カテで肺動脈分岐部狭窄・左肺動脈

低形成を認め，2歳3カ月時に左ブラロックタウシッ

ヒ短絡術変法を施行した．短絡術後5カ月目の心カテ

で，左肺動脈が分岐直後で閉鎖しているのが判明した

が，右肺動脈の発育が良好で根治術可能と判断し，3

歳時に一弁付右室流出路パッチ（MVOP＃12）を用い

た右室流出路拡大再建・心内修復術を施行した．根治

術1カ月後の心エコーで，右肺動脈一MVOPの吻合部

に70mmHg圧較差を認めるも経過良好なため放置．4

歳4カ月時の心カテで吻合部狭窄（径8mm），右室圧80

mmHgを確認し，吻合部狭窄に対しバルーン血管形成

術を施行したが，MVOPの吻合部は硬く，バルーン破

裂のため右室圧75mmHgと十分な減圧効果が得られ

なかった．またさらに1週間後に施行したステント留

置術ではロングシースが屈曲したステントが狭窄部に

誘導できず不成功に終わった．以降自覚症状はなく外

来にて経過観察していたが，本年春頃より胸痛が出現

し，狭窄部の精査・解除目的で心カテを施行，狭窄部

に対し再度ステント留置術を行うこととなった．今回

の留置術の際にも前回同様，ロングシースの狭窄部通
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過は容易であったが，15mmコーディスマキシPTA

バルーンカテーテルに腸骨用パルマッツステント（収

縮時外径3．4mm，長径30mm）をリマウントしたデリ

バリーシステムの誘導時にロングシースがMVOP内

で屈曲し，ステントの誘導は不可能であった．そこで

今回は，ロングシースを屈曲部の手前まで一旦引き戻

し，デリバリーシステムの先端をロングシースより約

15mm程度出した状態で，ロングシースとデリバリー

システムを一体化させたままガイドワイヤーを用い狭

窄部まで押し進めることでデリバリーシステムを誘導

できた．右肺動脈一MVOPの吻合部狭窄部の径は7．5

mmで，15mmバルーンカテーテルによるpre－nila－

tion後，ステントを狭窄部に固定し，18mmバルーン

カテーテルで拡張・留置した．拡張後の吻合部径は，

13．5mrnで，　RV／LV比は，0．56（70／125）から0．38（50／

133）に低下した．

　結語：1）ロングシースの脱落・屈曲のためデリバ

リーシステムの誘導が困難であった症例に対し，デリ

バリーシステムをロングシースと一体化させて狭窄部

まで誘導することでステント留置が可能となった．2）

ファロー四徴症根治術8年後のMVOP吻合部狭窄病

変に対するパルマッツステント留置術は，狭窄病変が

硬く狭窄前後の血管内径差が残存する場合においても

血管壁への密着が可能で，血行動態の改善に有用な方

法であった．

　60．肺動脈狭窄に対するステント留置術がQOLの

改善に有用であった単心室姑息術後の年長児例

　　　　大阪大学医学部小児科，同　第1外科＊

　　　　　　和田　芳郎，佐野　哲也，三輪谷隆史

　　　　　　小垣　滋豊，黒飛　俊二，大竹　重彰＊

　　　　　　松田　　暉＊，岡田伸太郎

　先天性心疾患術後の肺動脈狭窄病変に対するステン

ト留置術の有用性は既に確立されており当科でも1995

年からステント治療を導入している．今回私達は肺動

脈狭窄病変を有する根治術に至らぬ単心室例に対して

ステントによる狭窄解除を行いQOLの改善を得たの

で報告する．

　症例は14歳の男児．診断は心房逆位，共通房室弁，

右室型単心室，肺動脈閉鎖で，現在までに左BTshunt

（日齢20），右BTshunt（2歳），右BTshunt再建及び

肺動脈再建，centralshunt（4歳），　centralshunt再建

（5歳）を繰り返し6歳時BCPS（bidirectinal　cavopul－

monary　shunt）を施行．さらに，右腋窩動静脈shunt

（10歳）を追加している．13歳時の心臓カテーテル検査
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で右肺動脈に2．3mmの最狭窄部位を，また腋窩動静脈

shunt近位部にも高度の狭窄を認めた．14歳になり再

びチアノーゼの増強，労作時呼吸困難が出現したが，

これは前述の狭窄病変が一因と考えられカテーテル治

療目的にて入院となった．

　最狭窄部へのステント留置の概略：左内頸静脈より

アプローチしPTCA用バルンカテーテル（径4mm）を

用いて拡張した後，Tyshakバルンカテーテル（径10

mm）を用いて血管拡張術を行った．このpre－dilation

により最狭窄部位は1．7mmから5．3mmへと拡大し

た．続いてsuper　stiff　wireをガイドに11Fr　long

sheathを挿入しPalmatz－stent（30mm）マウントカ

テーテル（径8mm）を狭窄部に留置しステントを拡張

した．さらに，new　blue　max（径10mm，17atm）を

用いてステントを再拡張した．最終的に狭窄部位は1．7

mmから7．5mmに拡大した．

　経過とまとめ：ステント留置後，日常生活では，階

段を休まずに2階まで昇れるようになるなど運動能力

の向上をみとめQOLの改善に有用であった．今回の

ステント留置により右肺動脈の狭窄は解除出来たが，

酸素飽和度の上昇は軽度（81％から85％）にとどまっ

ており，次回に腋窩動静脈shunt近位側の狭窄部を解

除すれば総肺血流量は増加し，チアノーゼはより軽減

すると予測され準備中である．さらに，総肺血流量の

増加が肺血管の成長を促す事により将来的に根治術へ

結び付ける可能性も期待できると思われた．

　61．術後上大静脈症候群へのステント移植術の経験

　　　　札幌医科大学医学部小児秤），札幌社会保険

　　　　総合病院小児科2），道立小児総合保健セン

　　　　ター循環器科3），NTT札幌病院小児科4）

　　　　　　黒岩　由紀2）富田　　英1）布施　茂登1）

　　　　　　畠山　欣也1）鈴木　将史1）千葉　峻三1）

　　　　　　高室　基樹3）東舘　義仁3）日下　卓右4）

　はじめに：混合型総肺静脈還流異常術後に生じた上

大静脈症候群の女児例に対し，balloon・expandable

stentであるPalmaz　stentを用いたステント移植術を

施行し良好な結果を得たので報告する．

　症例：症例は8歳，女児，体重36．6kg．8カ月時に，

チアノーゼと多呼吸を主訴として当科を受診．混合型

総肺静脈還流異常（Ib＋IIb）と診断され，9カ月時に

心内修復術を施行した．術後，右上肺静脈が上大静脈

に還流する部分肺静脈還流異常が残存し，6歳時の心

臓カテーテル検査にて，左右短絡率44．1％であった．

手術適応と判断し，6歳4カ月時に部分肺静脈還流異
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常の修復術を行った．術後上大静脈症候群を合併し，

6歳9カ月，7歳1カ月にバルーン拡大術を行ったが，

いずれも効果は一時的で再狭窄を来した．このため，

ステント移植術の適応と判断し経過観察していた．

　上大静脈と無名静脈からの同時造影（図a）で，狭窄

部は無名静脈の直下より右房に至る12mmで，最狭窄

部の径は3．6mmであった．狭窄近位の上大静脈と無名

静脈の径はいずれも8．3mmで，上大静脈と右房の間に

は13mmHgの平均圧較差を認めた．血管内エコーで

は，狭窄近位の上大静脈の内径が9．3mm×8．2mmで

あったのに対し，狭窄部の内径は5．9mm×2．01nmで

前後方向の狭窄が著明であった．

　035Amplatz　SuperStiff　wireをガイドとして，先端

を切断した12FのMullins　sheathを上大静脈まで挿

入した．続いて，5F　10mm×4cmのPower　Flexバ

ルーンの中央部に，Palmaz　P1808ステントを同一方向

にひねりながらマウントし，これをロングシース内に

挿入した．ステントが無名静脈や右房へ突出しないよ

う注意し，ステントの先端がやや無名静脈にかかる位
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置に8気圧でバルーンを拡大し留置した．ステント移

植術に伴う透視時間は36．5分であった．術後抗血栓療

法としてワーファリンカリウム1．5mg／日の内服を開

始した．

　術後の上大静脈無名静脈同時造影（図b）で，ステン

トは無名静脈や右房へ突出することなく良好な位置に

あり，狭窄部は8．3mmに拡大し，上大静脈と右房の平

均圧較差は2mmHgに軽快した．術後の血管内エコー

で狭窄部内径は9．1mm×8．7mmに拡大し，ステント

が間隙なく血管壁に密着しているのが観察された．術

後4カ月現在，再狭窄の徴候は認めていない．

　考案：外科治療，バルーン拡大術にて複数回拡張を

試みた後の再狭窄に関しては，血管壁の弾力性，廠痕

化等の原因により，短時間で再狭窄を来すことも少な

くなく，このような症例に対して，ステント移植術は

唯一の有力な治療戦略といっても過言ではない．技術

的には，無名静脈の閉塞や右房への突出を避ける点が

最大のポイントであるが，肺動脈への移植術などと比

較すると遥かに容易であり，積極的に試みられるべき
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図　上大静脈無名静脈同時造影．a：ステント留置前，　b：ステント留置後
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手技と考えられた．

　62．稀な病変に対してステント留置術を行った3症

例

　　　　順天堂大学小児科，同　胸部外科＊

　　　　　　高橋　　健，井埜　利博，工藤　孝広

　　　　　　稀代　雅彦，大久保又一，秋元かつみ

　　　　　　西本　　啓，山城雄一郎，佐藤　　博＊

　　　　　　山崎　元成㌔川崎志保理＊

　初めに：近年，バルーン拡張術の効果が少なく，外

科手術の困難な種々の難治性狭窄性病変に対してステ

ント留置術が行われる様になった．今回，稀な3病変

に対してステント留置術を行ったので報告した．

　症例：症例1：無脾症候群，総肺静脈還流異常症（1

A），単心房，心室中隔欠損症，両大血管右室起始症，

肺静脈狭窄の男児．体重6．2kg．5カ月時にPA　band－

ingを施行．垂直静脈と無名静脈の吻合部に狭窄を認

め肺高血圧が持続したため，生後7カ月にステント留

置術を施行した．同部位にPalmaz　Stent（8mm径，

1cm長）を挿入し，径10mmのZ－MEDバルーンカテー

テルを用い，10atmで60秒間拡張させた．狭窄部径は

4．Ommから7．8mmへ拡張し，圧較差は12から3

mmHgへ減少した．術後2カ月の心臓カテーテル検査

では，ステント径の縮小（7．8mmから5　．　6mmへ）に

加え，ステント内の内膜増生によると考えられる再狭

窄を認めたため，径／0mmのZ－MEDカテーテルを用

い再拡張を行い，径4．6mmから7．4rnmへ拡張した．

生後10カ月にTAPVR　repairを行ったが術後2日に

死亡した．症例2：Taussig　Bing　anomary，　CoA，

心房内バッフル狭窄の14歳4カ月の男児．体重47kg．

BAS，　subclavian　flap，　Blalock　Hanlon手術を経て

4歳時にMustard術施行した．14歳よりバッフル内狭

窄を認め，上大静脈症候群を呈した．同部位にPalmaz

Stent（10mm径，2cm長）を挿入し，径10mm及び12

mmのPTA　Balloon　cath．を用い，各々6atmおよび

4atmで60秒間拡張させた．留置前後で狭窄部の径は

2．Ommから5．8mmへ拡大し，圧較差は11から3

mmHgへ減少し，臨床症状も改善した．症例3：大動

脈炎症候群の21歳3カ月の女性．体重48kg．13歳より

発症し，13歳に右腎動脈狭窄に，17歳に左鎖骨下動脈

狭窄に対してPTAを施行した．19歳より左総頸動脈

狭窄を認め，頭痛，肩こり等の症状を訴えた．現在ス

テロイド内服中．狭窄部にPalmaz　Stent（5mm径，

3cm長）を挿入し，径5mmのPTA　Balloon　cath．を

用い，7atmで60秒間拡張させた．狭窄部径は2．2mm
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から4．9mmへ拡張し，圧較差は12から3mmHgへ減少

し，臨床症状も改善した．しかし術後2カ月より，再

び同様の症状を訴えた．術後4カ月の頸部XPにより

ステント径の4．9mmから4．2mmへの減少，超音波に

よるカラードップラーで内腔の狭窄も確認された．

　結論：稀な3病変に対してステント留置術を施行し

その結果，1．ステント留置術はバルーン拡張術で治療

困難な狭窄性病変に対しても有効であり，低侵襲で外

科手術を回避できる可能性がある．2．内膜肥厚とステ

ントのShrinkageの両者による再狭窄を2症例で認

め，再拡張により一時的な効果は認めたが，その対策

は今後検討すべき課題である．

　63．バルーン破裂後に右室流出路に脱落したステン

トを経皮的に摘出した1症例

　　　　榊原記念病院小児科

　　　　　　畠井　芳穂，村上　保夫，森　　克彦

　　　　　　鈴木　清志，嘉川　忠博，畠添　路世

　　　　　　三森　重和

　症例は12歳の男児で，TOF＆PA＆MAPCAに対
して11歳時にRastelli術を施行した．修復した両側末

梢性肺動脈狭窄が術後も残存したため，ステント留置

術を試みた．11Fのロングシースは狭窄部位を通過し

たが，左肺動脈へのステントは右室流出路をこえず，

留置を断念した．右は長さ18mmのPalmazステント

をOrwens（12mm）カテーテルに装着し，狭窄部でバ

ルーンを拡大した．ところがバルーンの破裂によりス

テントの拡張は不十分となった．バルーンの再拡張で

もステントは拡がらなかった．バルーンの回収中にス

テントは主肺動脈内に落ちた．対側のロングシースか

らステント内のガイドワイヤーをスネアにて把持し，

ステントを心外へ引き出した後，下大静脈でステント

を再度スネアして，大腿静脈を切開しステントを取り

出した．術後三尖弁閉鎖不全の進行は見られなかった．

　今回のバルーン破裂の原因はステント装着時に穴が

開いた可能性がある．ステント留置術においてバルー

ンの破裂は頻度の高い合併症であり，ステントの部分

拡大は塞栓にもつながる．これらの合併症の認識と対

策は重要である．

　64．肺静脈狭窄に対するステント植え込み術の遠隔

期所見一血管内エコーによる観察

　　　　長野県立こども病院循環器科，同　心臓血管

　　　　外科＊

　　　　　　安河内　聰，里見　元義，岩崎　　康

　　　　　　水上　愛弓，原田　順和＊，竹内　敬昌＊
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　　　　　　滝口　　信㌔荒井　洋志＊

　背景：肺静脈に対するステント植え込み術の成績は

極めて不良で，遠隔生存の報告は極めて稀である．

　目的：肺静脈狭窄に対して開心術下ステント植え込

み術を施行した無脾症候群の遠隔期生存例における血

管内エコー所見から肺静脈への長期ステントの問題点

について検討すること．

　症例：症例は3歳6カ月女児．生後3週で無脾症候

群，心内膜床欠損，両大血管右室起始，肺動脈狭窄，

下心臓型総肺静脈還流異常のため総肺静脈還流異常の

修復術と肺動脈絞拒術を施行した．術後2カ月肺静脈

一右房吻合部狭窄（PVO）を生じバルーン拡大術

（PTA）を施行したが，バルーン拡大の効果は一時的で

PVOが再発するため10カ月時人工心肺下PVO解除

および閉鎖した左下肺静脈以外の3本の肺静脈に対し

てPalmaz－stent（P188，　P308）を挿入した．挿入後10

カ月の心カテーテル検査ではステント拡張が不十分で

あった両側上肺静脈は閉鎖し，右下肺静脈は内膜増殖

によりステント内狭窄を生じて心房との間に18

mmHgの圧較差をきたしていた．家族の強い希望によ

りその後同部に対してPTAを2～4カ月毎に反復．

またステント挿入後14カ月から17カ月にかけて内膜増

殖抑制の効果を期待してステロイドの投与を行った．

その後Fig．1のようにステント内の内膜増殖部は次

第に年輪状になりエコー輝度が増し挿入後2年頃より

内膜増殖の成長が鈍化した．現在径10mmのステント

内に7mmHgの圧較差はあるが内径は6mmと保たれ
ている．

　結語：肺静脈狭窄に対するステント挿入はステント

の不十分な拡張により閉鎖しやすいだけでなく，内膜

増殖によるステント内狭窄の進行が問題である．この

ため肺静脈にステントを挿入した場合比較的早期にス

テント内狭窄の検索が必要である．しかし，我々の症

例のように遠隔期に内膜増殖が安定化する傾向がみら
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Fig．1　RLPV　luminal　diameter　by　IVUS
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れるものもあり，内膜増殖を予防する薬剤をcoating

したステントが開発されれば有効となる可能性があ

る．

　65．川崎病冠動脈狭窄病変に対するカテーテルイン

ターベンションーJPIC　report一

　　　　久留米大学小児科，JPIC調査委員会

　　　　　　赤木　禎治，小川　俊一，井埜　利博

　　　　　　岩佐　充二，岸田　憲二，松島　正氣

　　　　　　浜岡　建城，馬場　　清，神谷　哲郎

　　　　　　富田　　英，石井　正浩，加藤　裕久

　背景・目的：成人領域における虚血性心疾患に対す

るカテーテル治療は，目ざましく発達してきている．

一方，川崎病患者の冠動脈狭窄病変に対するカテーテ

ル治療は国内外を通じて散発的になされてきたが，い

まだまとまった報告はなされていない．本報告の目的

は，国内の現状を調査し，施行基準・初期成績・合併

症などを明らかにすることである．

　対象・方法：JIPC評議員の施設を中心に調査したと

ころ，10施設より49症例の報告があった．この施設に

二次調査票を送付し，以下の項目について回答を依頼

した．使用したdevice，治療時年齢，施行基準，結果，

再狭窄の有無，合併症．

　結果：男性39例，女性10例であり，1施設あたりの

症例数は1～12例であった．発症時年齢は2．3±2．1歳

で，治療時年齢は11カ月～24歳（平均10．8±5．5歳），

治療までの期間は平均8．5±52年であった．46症例の

うちわけは，PTCA　34例，　STENT　6例，　DCA　4例，

Rotabrator　5例であった．施行基準として，冠動脈造

影上の有意狭窄（虚血所見なし）13例，心筋シンチグ

ラフィーなどによる虚血所見30例，狭心症状6例で

あった．狭窄解除に対する急性期成功率は39／49（80％）

であった．各deviceによる成功率はPTCA　74％，

STENT　83％，　DCA　IOO％，　Rotabrator　100％であっ

た．PTCAが成功したと報告された例は25例であり，

残る9例は充分な効果が得られなかったと評価されて

いた．成功例と不成功例では発症年齢に差はなかった

が（2．0±2．0年vs．1．9＋1．4年），成功例は不成功例に

比べ，発症からカテーテル治療までの期間が有意に短

かった（5．8＋4．4年，10．3＋6．3年）．急性期合併症は

5例に認め，冠動脈解離を2例に，また2例は急性心

筋梗塞のため死亡していた．遠隔期合併症として治療

部位に一致する新たな動脈瘤形成を8例に認めた．

　結論：川崎病冠動脈病変に対するカテーテルイン

ターベンションは今後有力な治療法となる可能性があ
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るが，手技に基づく急性期合併症および遠隔期動脈瘤

の発生に充分な注意が必要であり，今後の検討が必要

である．

　66．川崎病冠動脈瘤に合併した狭窄性病変に対し

Directional　Coronary　Atherectomy（DCA）により

狭窄部解除を試みた1症例

　　　　滋賀医大小児科1），同　第1内科2），現　彦根

中央病院小児科3）

　　岡川浩人1）3）近藤　雅典1）奥野

　　西島　節子D藤野　英俊D中川

　　堀江　　元2）和田　厚幸2）伊藤

　　杉本　喜久2）木之下正彦2）
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　川崎病の狭窄性病変は硬い石灰化を伴うことが多

く，バルーンによるPTCA等ではその解除が困難な場

合が多い．そこで，川崎病遠隔期に狭窄性病変発見を

発見された症例に対し，Directional　Coronary　Ather－

ectomy（DCA）により狭窄部の解除を試み，冠動脈血

管内エコー（IVUS）によりその有用性について評価し

たので報告する．

　症例：20歳男性．3歳時に川崎病に罹患したが，急

性期およびその後の経過中に異常を指摘されていな

かった．15歳頃より労作時胸痛を自覚，17歳頃より頻

回となり精査目的にて当科へ紹介された．トレッドミ

ル運動負荷心電図で，II，　III，　aVFに水平性のST低

下を認め，タリウム運動負荷心筋シンチで負荷直後に

下壁～後壁の欠損像を認めた．右冠動脈造影で，seg．1

に石灰化を伴う径6．1mmの嚢状の冠動脈瘤があり，瘤

の近位端に90％，遠位端には70％の狭窄があった．

IVUSにて，右冠動脈瘤の近位端は径1．4mmで全周性

に石灰化・内膜肥厚があり（図A），遠位端は径2．Omm

で一部石灰化を伴った内膜肥厚があった（図B）．心筋

虚血所見があり，さらに将来狭窄性病変が進行する危

険性があることから，DCAによる狭窄性病変解除を試

み，IVUSによりその評価を行った．結果，石灰化部分

が予想以上に硬く近位端狭窄部は全周の1／4のみを切

除しただけであった．一方，一度石灰化部分を切除で

きた面はさらに容易に切除されるため，操作を繰り返

すうちに内膜がどんどん削られ，一方向への内腔拡大

となった（図C）．遠位端狭窄部に対しても全周性に切

除を試み，円形に径2．9mmまで拡大可能であった（図

D）．狭窄解除後，右冠動脈一右房短絡を認め，IVUSに

て確認したところ，遠位部の過剰切除により右房への

短絡が生じたものと考えられた．バルーンにてしばら

く圧迫したところ，短絡量は減少し，翌日には消失し
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　考察：これまで，川崎病巨大冠動脈瘤に狭窄性病変

を合併した症例に対し，DCAによる狭窄部解除を試み

た報告は岩佐らの4例があるが，その内の3症例で術

後半年から1年の間に狭窄解除部に冠動脈瘤を認めて

いる．岩佐らは，冠動脈瘤の発生機序として，川崎病

の巨大冠動脈瘤では内弾性板・中膜構造が破壊されて

脆くなっており，肥厚した内膜を切除すると脆くなっ

た中膜が血圧に耐えきれなくなって瘤形成すると考察

しているが，我々のIVUS所見を含めて考えると，一

部の内膜から血管壁に削り過ぎによる菲薄化が生じ，

瘤が形成されるものと推測された．さらに，切除しす

ぎると穿孔する危険があるので注意を要すると思われ

る．DCAは石灰化を合併する狭窄部分の拡大に有用と

は言い難く，狭窄解除部の穿孔，瘤形成の危険等を考

えると第1選択の治療とはなりにくいと考えられた．

　67．川崎病児の冠動脈狭窄に対するstent　implan－

tation：Device選択における血管内超音波法の役割

　　　　久留米大学小児科ユ），同　3内科2）

　　　　　　石井　正浩1）上野　高史2）家村　素史1）

　　　　　　堤隆博1）森超夫2）赤木禎治1）

　　　　　　加藤　裕久1）

　川崎病冠動脈狭窄例に対するcoronary　interven－

tionにおいて従来のバルーンによるpercutaneous

transluminal　coronary　angioplasty（PTCA）に加え，

stent　implantation，　percutaneous　transluminal　coro一
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nary　rotational　ablation（PTCRA）など，選択しう

るdeviceの範囲が拡大してきている．本研究の目的

は，1）川崎病冠動脈狭窄例に対するstent植え込み術

の有効性の検討，および2）川崎病児のcoronary　in－

tervenntionの際のdevice選択における血管内超音波

法（IVUS）の有用性を検討することである．対象は冠

動脈に狭窄病変を持つ9歳から24歳の（平均16．6歳）

の川崎病発症より8年以上（平均13．6年）経過した9

症例である．9例全例にcoronary　intervenntion前に

IVUSを施行し，石灰化の程度をeccentric（E）およ

びconcentric（C）に評価した．　PTCAおよびstent植

え込み術の前後のminimal　lumen　diameter（MLD）

を測定した．

　結果

　表に示すごとく偏在性の石灰化を持つ5例において

は充分な拡張が得られたが，全周性の厚いring状の石

灰化を持つPt．5では，不十分な拡張しか得られなかっ

た．また，IVUSで全周性の厚い石灰化を認める3例

（pt．7，8，9）は，　PTCRAを施行し2例（pt．7，8）

は2．5mmのbarを用いて充分な拡張を得たが，体格

が小さいpt．9は／．7mmのbarを使用したため充分な

拡張は得られなかった．

　結語：川崎病発症より長期間経過し狭窄部位に高度

の内膜肥厚と偏在性の石灰化を伴った冠動脈狭窄病変

Pt． 1 Pt． 2 Pt． 3 Pt．4

Age（yr） 13 17 16 17

Target vessel RCA LAD LAD RCA
Ischemic finding Yes Yes No No
Carcification E E E E
Reference （mm） 4．3 3．9 3．5 3．9

Balloon size（mm） 4 5 4 4

Pressure （atm） 14 16 13 18

Stent　implantation 十 十 十 十

pre　MLD（mm） 0．42 1．09 L14 1．38

post MLD（mm） 4．08 4．09 3．30 4．20

Pt．5 Pt．6 Pt．7 Pt．8 Pt．9

17 19 17 24 9

RCA RCA LAD LAD RCA
Yes Yes Yes Yes No
C E C C C

3．9 5．9 4．2 44 3．4

4 5．5 4 4
一

28 13 18 16 一

十 十 一 　 一

1．38 0．75 1．14 1．03 1．Ol

1．76 5．31 2．51 2．52 1．81
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に対するcatheter　interventionとしてstent　im－

plantationおよびPTCRAは有効な方法であり，

IVUSはdeviceの選択に有用であった．今後長期的な

観察が必要と考えられた．

　68．川崎病後の冠動脈狭窄を有する児における心筋

血瘤予備量比（FFRmyo）を用いた心筋虚血の検討

　　　　口本医科大学小児科

　　　　　　大久保隆志，小川　俊一，日野　佳昭

　　　　　　神保　　修，勝部　康弘，弦間優紀子

　　　　　　武智　信幸，倉持　雪穂，内木場庸子

　　　　　　福見　大地，山本　正生

　目的：冠動脈病変を有する川崎病既往児の予後を左

右する重要な因子の一つに，冠動脈狭窄性病変に起因

する心筋虚血の存在がある．特に，患児のQO．Lを考

えると無症候性心筋虚血を早期に診断し，更なる治療

に結びつけることが重要と考えられる．我々は，冠動

脈病変を有する川崎病既往児に対し，圧力センサー付

きガイドワイヤーを用いて冠動脈圧を測定，心筋予備

血流量比（FFRmyo）を算出し，心筋虚血の有無を推

定をした．

　対象：川崎病既往児13例，男児9例，女児4例，年

齢は1歳6カ月から14歳11カ月：平均6歳4カ月．ド

ブタミン負荷99mTc心筋シンチグラム・体表面心電

図・加算平均心電図を施行，心筋虚血の有無を推定し，

これより非虚血群10例・虚血群3例の2群に分類した．

　方法：冠動脈造影用カテーテルを冠動脈入口部に留

置，同時に施行した造影所見より狭窄部を同定し，そ

の狭窄遠位端に0．018インチラジメディカルシステム

ズ社製圧力センサー付きガイドワイヤーを留置した．

また右心房内にもカテーテルを挿入，冠動脈入口部平

均圧・狭窄部平均圧・右房平均圧を同時に測定した．

PijlSらの方法に準じ，塩酸パパベリンをガイディング

カテーテルより右冠動脈：0．2mg／kg（最大10mg），左

冠動脈：0．3mg／kg（最大12mg）の割合で注入，塩酸

パパベリン負荷前と負荷後に各部の平均圧を測定し

た．冠動脈入口部平均圧並びに狭窄遠位端平均圧をそ

れぞれ右房圧より引いた値の比を算出，負荷前値と最

大血管拡張時の値であるFFRmyoの比較検討を行っ
た．

　結果：冠動脈入口部平均圧並びに狭窄遠位部平均圧

をそれぞれ右房圧より引いた値の比は，塩酸パパベリ

ン負荷前にて非虚血群0．95±O．02，虚血群0．74＋0．02

であり，塩酸パパベリン負荷後の値である心筋予備血

流量比は非虚血群O．90±0．02，虚血群0．63±O．10で
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あった．負荷前及び負荷後ともに虚血群にて有意な低

値（p＜O．05）を示したが，負荷後値（FFRmyo）の方

が，より有意な低下を認めた（p＜0．001）．また狭窄群

3例中の2症例に対しPTCAを施行，　PTCA前後で

のFFRmyoを比較検討した．造影上PTCAは2例と

も有効であり，FFRmyo値はPTCA後に上昇，非虚血

群における負荷後値とほぼ同等となった．また，後日

施行した虚血推定の為のドブタミン負荷諸検査におい

ても全て陰性化を認め，心筋虚血が改善したことが示

唆された．

　考案：FFRmyoの検討は，心筋虚血の有無の推定に

有効であり，虚血群に於けるその値は0．63＋O．10と成

人例にての報告（0．70～0．75）とほぼ一致を認めた．

さらに，PTCA前後に施行することにより，PTCAの

効果判定にも有効であると思われた．

　69．rotablator治療（PTCRA）を含む経皮経管的

冠動脈形成術（PTCA）を行った原因不明の小児期多発

性冠動脈狭窄の1例

　　　　小倉記念病院小児科，同　循環器科’），益田赤

　　　　十字病院小児科2），島根医科大学小児科3）

　　　　　岸田　憲二，木村　　剛1），延吉　正清1）

　　　　　揖野　恭久2），羽根田紀幸3）

　（抄録未提出）

　70．balloon　aortic　valvuloplasty（BAV）に続き

closed　valvotomyを行ったcritical　ASの1例

　　　　大阪市立総合医療センター小児循環器内科

　　　　　　　　　　　　江原　英治，郡山　　健

　　　　　　　　　　　　杉本　久和，村上　洋介

　　　　同　小児心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　渋川　貴規，明渡　　寛

　　　　　　　　　　　　西垣　恭一，宮本　勝彦

　症例は生後0日の男児．在胎40週4日，出生体重

3，632g．出生直後より，心雑音，多呼吸出現し，生後

6時間にICU入院となった．全身やや蒼白で，2RISに

2／6度の収縮期駆出性雑音を聴取．心エコーで左室は拡

大し，LVEFは0．28と低下していた．大動脈弁は肥厚

とdomingを認め，大動脈弁輪径は5．3mmであった．

ドプラによる大動脈弁での圧較差は80mmHgであっ

た．以上よりcritical　ASと診断した．動脈管が閉鎖傾

向にあったため，PGEIを開始，人工呼吸管理とし，生

後2日にBAVを実施した．全身麻酔下に右内i頸動脈

よりアプローチした．BAV前の左室収縮期圧は112

mmHg，拡張末期圧は20mmHg，大動脈収縮期圧は53

mmHgであった．造影での大動脈弁輪径は6．4mmで
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あった．BAVは径4mmのバルーンで開始，続いて径

5mmのバルーンを使用しwaistが消失した．拡張中，

PDAを介して血圧は維持され不整脈の出現もなかっ

た．BAV後，左室収縮期圧は98mmHg，拡張末期圧は

151nmHgに低下した．しかし心エコーにて軽度ARが

出現したため，この時点で終了した．終了直後に心タ

ンポナーデを起こしたが，心嚢穿刺と洗浄ドレナージ

で対処しえた．ICU帰室後，　PGE／を中止したが，　PDA

の閉鎖とともに尿量低下，アシドーシスの進行を認め，

生後3口に径5mmのブジーでclosed　valvotornyを

行った．術後尿量の増加，アシドーシスの改善が得ら

れ，PGE1を中止，生後19日にはカテコラミンも中止で

きた．入院時著明に低下していたLVEFはclosed

valvotorny後には0．49と改善，生後1カ月には正常化

した．しかし，その後左室肥大が徐々に進行し，生後

3カ月には圧較差は再び70mmHgと上昇し，再度

BAVも検討していましたが，生後4カ月に敗血症の

ため死亡した．

　結語：PDAを十分開存させることによりcritical

ASのBAVを安全に実施できた．バルーンサイズの

決定には十分な検討を要する．

　71．出生前に重症大動脈弁狭窄症・胎児水腫と診断

し，計画的に娩出・バルーン大動脈弁形成術を行った

1例

　　　　慶雁義塾大学医学部小児科1），同　産婦人科2）

　　　　　　福島　裕之’）小島　好文1）石原　　淳1）

　　　　　　徳村　光昭1）前田　　潤1）上田　秀明1）

　　　　　　田中　守2）宮越　敬2）

　胎児エコーにより重症大動脈弁狭窄症（cAS），僧帽

弁閉鎖不全症，心内膜線維弾性症，胎児水腫と診断し，

計画的に娩出・バルーン大動脈弁形成術（BAV）を施

行し得た1例を経験した．cASの治療方針を立てる上

で貴重な症例と思われ報告する．

　症例：妊娠31週に上記と診断，胎児肺の成熟を待ち

妊娠33週に帝切により娩出（出生体重2，300g）．直ちに

人工サーファクタント投与，高頻度振動換気，胸水ド

レナージ，ドブタミン・lipoPGE1投与を行いBAvを

開始．右総頸動脈からシースを介しSub－4カテーテル

（バルーン径4．Omm，エコーによる大動脈弁輪径4．l

mm）を挿入，上行大動脈でテスト造影後カテーテルを

左室内に進めた．BAVを2回行い，100％酸素吸入下

の上肢SpO2は70％から100％に上昇，循環動態は改善

したと考えBAVを終了．BAV後，左室機能は改善（短

縮率5．3％→17．0％）し，浮腫・胸水も軽減した．しか
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し左室機能は正常化せず，大動脈弁閉鎖不全（AR）が

徐々に進行（BAV直後1度，日齢5日2度，15日3

度）．日齢24日にlipoPGE1投与にもかかわらず動脈管

が閉鎖した頃より両心不全を呈し，日齢27日に死亡し

た．

　考察：本症例の経験から，最重症critical　ASの

BAVによる救命には，①不可逆的な左室機能不全を

回避しうる娩出時期，②ASの改善効果が期待でき，か

っARの発生を最小限にとどめるバルーン径の選択

が重要と考える．第1点の娩出時期について，我々は

呼吸窮迫症候群や頭蓋内出血のリスクが低くなると考

えられる33週を選択した．しかし，BAVによりASは

解除できたにもかかわらず，左室機能は正常化せず，

妊娠33週の時点で不可逆的な左室機能不全が生じてい

たことが示唆される．過去に，妊娠28週に1，080gで出

生したcritica1　ASに対しBAVを行い，救命し得た症

例の報告があることから，本症例についても，より早

期に胎児診断し，不可逆的な左室機能不全が生じる前

にBAVを行えば救命できた可能性があると考える．

第2点のバルーン径について，我々は一般に推奨され

ているバルーン径の弁輪径に対する比が0．9という値

を目安とし，4．Ommを選択した．しかし，　BAV後に

ARを生じる結果となり，　ARは左室機能の改善を妨

げる一因となったと思われる．従って，左室機能が低

下しているcritical　ASに対してBAVを行う際は，

BAVに伴う侵襲が大きくなる可能性はあるが，小さ

いバルーン径のものから段階的に拡張を行い，ARを

最小限に止めることが，予後の改善につながる可能性

があると考える．

　72．左室容積の小さい大動脈弁狭窄症の1例

　　　　東京女子医科大学日本心臓血圧研究所循環器

　　　　小児科

　　　　　　山村　英司，朴　　仁三，飛田　公理

　　　　　　中西　敏雄，門間　和夫

　症例は日齢2に経皮的大動脈弁拡大術（BVP）を施

行した大動脈弁狭窄症の女児例である．レントゲン上

心胸比は50％，BVP施行前の心エコーで左室拡張末期

径は14mmと小さく（正常値16～20mm），心血管造影

でも左室拡張末期容積は正常値の38％であった．7．8

mlnの大動脈弁に対して7mm経のバルーン（90％）を

用いてBVPを施行した．施行後，心血管造影での左室

容積は正常値の49％であった．心エコー法によるその

後の追跡で退院までの二週間の経過で左室拡張末期径

は201nm前後と正常域に達した．
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　乳児期に経験した重症大動脈弁狭窄症7例のうち，

本症と高度の心機能低下を示した1例を除く5例の平

均左室容積は正常値の105％（75～158％）であった．

本症例はBVP前に小さい左室を有していたが，　BVP

は問題なく施行可能であり術後経過は順調である．

　73．新生児期・乳児期の大動脈弁狭窄に対するバ

ルーン拡張術とその留意点

　　　　兵庫県立こども病院循環器科

　　　　　　　　　　　　城戸佐知子，山元　康敏

　　　　　　　　　　　　黒江　兼司，鄭　　輝男

　当院で平成6年から9年の間に施行した新生児期・

乳児期の大動脈弁狭窄（AS）に対するバルーン大動脈

弁形成術（BAV）症例7例についてまとめた．

　症例：①新生児期4例：BAV施行時の日齢は6

～ 13日，体重は1，856g～2，810g．全例で合併心奇形が

あり，大動脈縮索複合（いずれもmuscular　VSD，経

過中に自然閉鎖または縮小傾向）が2例，大動脈弓離

断1例，低形成左室（52％normal）1例であった．死

亡が2例，／例はBAV当日に大動脈離断に対する根

治術および左室流出路拡大を行い，さらに4カ月後に

大動脈弁交連切開を追加したが，7カ月後に突然死し

た．他の1例は術後9日目の脳室内出血と敗血症によ

る死亡であった．また，後者においては術後LVapex

に仮性瘤を生じていた．使用したバルーンサイズは弁

輪径に対して70～100％（以後バルーンサイズは大動脈

弁輪径に対する％で表示），1例を除いて23～35

mmHgの圧較差の改善が得られた．死亡した例を含め

脳室内出血を来した例は2例であった．②乳児期3

例：月齢は3～6カ月，体重は4，928g～6，715g．全例

生存．合併心奇形は大動脈縮索複合（muscular　VSDで

自然閉鎖）1例．使用したバルーンは85～95％，いず

れも術前後で圧較差は20mmHg以上の改善があった．

合併症として1例に左片（不全）麻痺を認めたが，経

過観察中に改善した．

　バルーンサイズと効果・AR：全例を90％以上のバ

ルーンを用いた4症例と90％以下の3症例に分ける

と，90％以上では術後のLV－Ao圧較差は10mmHg前

後と効果は確実であったが，ARはSellers分類でいず

れも術前0から術後1～2度になった．3～12カ月後

のエコーによる経過観察でARの増悪はない．一方バ

ルーンサイズ90％以下では術後20～40mmHgの圧較

差を残したが，中には遠隔期に改善を認めたものも

あった．バルーンサイズ70％の使用例では，4カ月後

に交連切開を追加した．ARを生じたものはなかった．
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　結語：①AS単独例，大動脈縮索複合合併例では比

較的成績が安定しているが，低形成左室その他の多発

奇形を伴う場合には，適応そのものが問題となること

がある．②BAV後には，特に新生児期の場合総頸動脈

を使用するために生じると思われる脳室内出血など神

経学的後遺症が起こりうる．このため適応を含め，家

族への注意深い説明が必要である．③ARの回避のた

めには85％程度のバルーンサイズが妥当であり，効果

は症例によるが中期的に改善する場合もあり，適当な

サイズと考えられた．効果の乏しい場合には，経過観

察の後に改めてBAVを追加するか，手術を考慮すべ

きであろう．

　74．経皮的腎動脈拡張術が著効した末梢性腎血管性

高血圧の1例

　　　　大牟田市立総合病院小児科，同　循環器内科＊

　　　　　　豊田　　温，橋野かの子，古賀　洋安

　　　　　　草場　　健＊，新谷　　理＊，吉山　秀樹＊

　　　　　　松山　公明＊

　背景・目的：腎血管性高血圧（RVH）に対して，1980

年頃から小児に対しても，経皮的腎動脈拡張術

（PTRA）が行われており，良好な成績を収めている．

今回，小児のRVH症例に対し，　PTRAが著効し，そ

の治療効果判定とRVHの原因検索に血管内エコー

（IVUS）の併用が有用であったので報告する．

　症例：9歳，男児．頭痛，嘔気を主訴に受診，血圧

は160／120mmHgであった．腹部エコー，三次元CTス

キャン，レノグラム，レノシンチグラフィーでは形態

学的機能的左右差を認めなかった．しかし高レニン活

性を呈し，カプトプリル負荷テストは陽性であった．

腎動脈造影で右末梢腎動脈に造影遅延を伴う99％狭

窄，及び同側腎静脈の高レニン活性を認め，未梢性腎

血管性高血圧と診断した．

　ACE阻害剤と利尿剤で治療後，　PTRAを行った．径

燕

磯
t凌葦

c　籏

一 曝
　　　爆！

ぷぼ（融

図imagings　of　IVUS　after　PTRA
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1．5・2mmのPTCAバルーンカテーテルで拡張した．

造影遅延は消失したが，残存狭窄の判定が困難のため，

IVUSにて観察した．狭窄近位部の中膜は肥厚し，狭窄

部の内膜は肥厚，内腔は2．3×1．9mmに拡張されてい

た．狭窄の中枢側と末梢側の内腔は保たれており，動

脈硬化の所見は認められなかった（図）．これらの所見

から本症例の原疾患は繊維筋異形成と考えられた．

PTRA後6カ月になるが，合併症もなく，服薬なしで

血圧120～110／80～70mmHgで良好に経過している．

　まとめ：繊維筋異形成が原因と考えられた小児の

RVH症例を経験した．治療はPTRAが有効であっ

た．更に，PTRA時にIVUSを併用することで治療効

果の判定と病理組織診断が推察可能であった．

　75．急激な高血圧の進行を来たしPTRAにより軽

快した腎血管性高血圧の1例

　　　　京都大学小児科

　　　　　　　　　　　　米村　俊哉，野崎　浩二

　　　　　　　　　　　　吉林　宗夫，古庄　巻史

　症例は16歳女性．小学生時より冠動脈痩としてfol－

lowしていた．定期受診の際，高血圧（150～170／

90～100mmHg）を認めた．無症状であったが高血圧が

続くため降圧剤内服を開始し精査目的にて入院した．

　入院後も高血圧が持続し，入院6日目に急激な血圧

上昇（200／120mmHg）とともに激しい頭痛と嘔気をき

たし高血圧性脳症と診断した．グリセオール，降圧剤

静注等にて軽快した．血漿レニン活1生の高値を認め，

カプトプリル投与により著明な上昇を認めた．腹部造

影CTにて左腎の血流低下と萎縮が疑われた．レノグ

ラムでは左腎でのpeakの遅延，平坦化を認め右腎は

正常パターンであった．以上カプトプリル負荷，腹部

造影CT，レノグラムの所見より左腎動脈の狭窄を疑

い腎血管造影を行った．

　腎動脈造影では左腎動脈に2カ所の狭窄（95，90％）

と右腎動脈の壁不整を認めた．左腎動脈狭窄による腎

血管性高血圧と診断し，狭窄部に対して4mm径，2cm

長のシンメトリー⑧カテーテルを用いPTRAを行っ

た．一旦血圧は低下したがその後徐々に上昇し降圧剤

内服を再開した．PTRAから7日後のレノグラムで

は，左腎は排泄相は改善したが，血管相，分泌相の鈍

化，平底化を認めた．右腎は正常パターンであった．

　2カ月後，2回目の腎動脈造影を施行した．左腎動

脈狭窄は50％以下に改善していたが右腎動脈は前回の

造影で壁不整を認めていた部位に75％狭窄を認めた．

右腎動脈の狭窄部位に対してPTRAを施行し狭窄は
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解除された．PTRA後血圧は110～120／60～80mmHg

に安定した．7日後のレノグラムでは左腎はほぼ正常

パターンに改善し，右腎も正常パターンであった．

PTRA後降圧剤を中止してfollowしているが血圧上

昇はみられていない．2回目のPTRAから4カ月後

のレノグラムでは両腎とも正常パターンであった．

　腎血管性高血圧は急激な進行をきたすことがあり注

意を要する．またPTRAは積極的に試みるべき治療

法と考えた．

　76．PTA施行後，腎動脈分枝の一過性血栓形成を合

併した小児腎血管性高血圧の1例

　　　　日本大学医学部小児科1），同　放射線科2），東

　　　　京共済病院小児科3）

　　　　　　三沢　正弘1）佐藤　良行1）唐澤　賢祐1）

　　　　　　能登　信孝1）住友　直方’）岡田　知雄1｝

　　　　　　氷見　和久2）金　　英哲3）

　経皮的血管形成術（以下，PTAと略す）により高血

圧は軽快したが，腎動脈分枝の一過性の血栓形成を合

併した腎血管性高血圧の一症例を経験したので報告す

る．

　症例は，9歳の女児で，母親の人間ドック受診時に

偶然血圧を測定し，高血圧を指摘されて当科に紹介入

院となった．5歳頃よりしばしば頭痛を認めるも自然

に軽快していたため放置されていた．

　入院時現症では，血圧は右ヒ肢で収縮期圧192

mmHg，拡張期圧ll8mrnHgと高血圧を認め，上下肢

差・左右差・体動による変化はなかった．

　入院時の安静臥位採血での血漿レニン活性は97pg／

mlと高値を示し，血中アルドステロン濃度は210pg／

mlで軽度上昇を認めた．

　入院病日7に施行した腹部大動脈造影では，矢印で

示したように，左腎動脈起始部直後に径約lmmの狭窄

部位を認めた（図1）．

　血管造影前に施行した左腎静脈の血漿レニン活性は

290pg／mlで，右腎静脈96pg／ml・末梢側下大静脈120

pg／1n1よりも明らかに高値を示した．

　以上より，腎血管性高血圧と診断し，降圧剤を併用

し，入院病日30にPTAを施行した．

　ヘパリン30単位／kgを投与後，腹部大動脈造影で狭

窄部位を確認し，7Frの内胸動脈用Mighty　Maxガイ

ディングカテーテルを留置した．O．　14Hightorq　floppy

IIガイドワイヤー下に直径2mm，次いで2．5mmの5Fr

symmetry　PTCAバルーンカテーテルを挿入し，徐々

に加圧してそれぞれ10気圧で30秒間，6気圧で30秒間

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第5号

　　　　図1　腹部大動脈造影（PTA前）

左腎動脈起始部直後に狭窄部位（矢印）を認める．（狭

窄部位径＝1．Omm，非狭窄部位径＝2．3mm）

紗
瓢・

　　　図2　PTA後の選択的左腎動脈造影
狭窄部位の軽度拡張を認めた（矢印）が，ガイドワイ

ヤーを留置した上極にむかう左腎動脈分枝が造影され

ず，腎動脈分枝の血栓形成による塞栓が疑われた（白

矢印）．

拡張した．

　図2に示したように狭窄部は，PTA後に軽度拡張

し，収縮期圧140mmHg，拡張期圧80mmHgと血圧は

低下した．しかし，ガイドワイヤーを留置した上極に

向かう左腎動脈分枝が造影されず，血栓形成による塞

栓が考えられたため，ウロキナーゼ6万単位を3回，

ヘパリン1，000単位を追加投与した．その後，造影によ
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、

メ
図3　PTA後の選択的左腎動脈造影（ウロキナーゼ

　18万単位投与後）造影により左腎動脈の再疎通を確

　認した．

り左腎動脈の再疎通を確認した（図3）．

　小児の腎血管性高血圧の原因は，中膜病変を主とす

る線維筋性異形成が最も多いとされている．中膜の断

裂が血管拡張機序であるPTAは，腎血管性高血圧治

療に有効で，治療成績も比較的良好とされている．本

症例もPTAにより高血圧は軽快したが，抗凝固剤投

与量不足が原因と考えられる腎動脈分枝の一過性血栓

形成を合併し，多量の血栓溶解剤投与を必要とした．

腎梗塞を予防し，安全なPTAの施行のために，術前の

充分な抗凝固療法が必要と考えられた．PTAは，小児

期の腎血管性高血圧に対し，有効な治療と考えられる

が，合併症予防のため，術前からの充分な抗凝固療法

が必要と思われた．

　77．両側自家腎移植後に経皮的血管形成術を施行し

たMiddle　Aortic　Syndromeの1男児例

　　　　新潟大学小児科1），国立循環器病センター2｝，

　　　　よいこの小児科さとう3）

　　　　　　佐藤　誠一1）桑原　　厚1）矢崎　　諭1）

　　　　　　廣川　　徹1）竹内　菊博1）福島　英樹D

　　　　　　内山　　聖1）鈴木　　博2）遠藤　彦聖2）

　　　　　　塚野　真也2）佐藤　　勇3）

　middle　aortic　syndrome（先天的に腹部Aoが狭小

化し，分岐する各動脈が起始部で狭窄する疾患：以下

MAS）により両側腎動脈が狭窄し，腎血管性高血圧を

呈した1男児例を経験したので，7年にわたる経過と

治療について報告する．
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　症例は，1990年6月19日に3，450g，　Apgar　9点で出

生した．11カ月時（91／5／20）にタバコ誤飲で近医を受

診し，初めて高血圧（170／90mmHg）を指摘された．

1歳2カ月（91／8／9）に施行した血管造影で，両側腎

動脈狭窄・腹腔動脈閉鎖・上腸間膜動脈狭窄・腹部下

行大動脈の狭小化の所見を認め，MASと診断した．Ca

拮抗剤・ACE阻害剤等で血圧コントロールは不良で，

経皮的腎動脈形成術（PTRA）はカテーテルの挿入が

不可能であった．DMSA・DTPAから左腎機能低下を

疑い左側自家腎移植の適応と判断した．1歳7カ月

（92／1／27）で左側自家腎移植（左側内腸骨動脈に端々

吻合）を施行した．術後3カ月の腎血流ドプラで血流

低下を疑い，術後5カ月（92／6／26）のDMSAで移植

腎の著しいuptake低下を認め，左腎動脈縫合部位の

再狭窄を疑い，術後5カ月（92／7／21）2歳1カ月で左

腎動脈縫合部位にPTRAを施行した．術後は血圧

150／90mmHg前後で経過し，腎血流ドプラ・DMSA・

DTPA等で経過観察した．5歳11カ月（96／6／18）の

DTPAで右腎の排泄遅延を認め，また腎血管造影（96／

6／21）の右腎動脈形態から右側自家腎移植の適応と判

断した．6歳1カ月（96／7／30）に右側自家腎移植（右

側総腸骨動脈に端側吻合）を施行した．術後は降圧剤

を中止し，血圧120／60mrnHg前後で経過した．術後3

カ月頃から血圧の再上昇（170／1001nmHg）を認め，ま

た腎血流ドプラから右腎動脈吻合部での再狭窄を疑っ

た．術後5カ月（96／12／3）に右腎動脈縫合部の再狭窄

部に対してPTRAを施行した．その後の血圧は120／

60mmHg前後で経過し，　PTRA後6カ月（97／6／24）

での血管造影で再狭窄は認めず，分腎レニン活性値も

正常範囲内であった．その後は血圧良好で経過してい

る．

　身体が成長し骨盤腔内が十分大きくならないと，両

側腎を収納できない点，また両側を内腸骨動脈に端々

吻合すると将来インポテンツに陥る危険がある点か

ら，両側を乳幼児期早期に移植することは困難であっ

た．本症例の右側自家腎移植は，収納スペースと血管

吻合の2点をクリアし，右腎のuptakeは保たれてい

たことから，移植時期はほぼ妥当であったと考える．

また，両側の移植腎は骨盤腔の前方に位置し，腹部へ

の外部の圧力で容易に損傷しやすいと考えられる．日

常生活は十分な注意と制限が必要で，その制限がスト

レスとなる可能性も考え，慎重に経過観察を続けてい

く予定である．

　78．高耐圧小血管拡張力テーテルを使用したBla一
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10ck－Taussig短絡血管の狭窄・閉塞に対するバルーン

拡大術

　　　　富山医科薬科大学小児科

　　　　　　上勢敬一郎，津幡　眞一，橋本　郁夫

　　　　　　浜道　裕二，市田　蕗子，宮脇　利男

　　　　社会保険高岡病院　　　　　　宮崎あゆみ

　　　　金沢大学小児科　　　　　　　西尾　夏人

　2例の狭窄したBlalock－Taussig短絡血管に対し

経皮的バルーン拡大術を行い，良好な結果が得られた

ので報告する．

　症例1：4歳4カ月女児，ファロー四徴症，肺動脈

閉鎖，心房中隔欠損で，生後1カ月にて右Original　BT

shunt，8カ月にて左Modified　BT　shuntを施行．経

過観察中，チアノーゼの増強，運動機能の低下を認め

心臓カテーテル検査を施行し，右Original　BTシャン

トは肺動脈側吻合部で1．9mmと狭窄，左modified

BTシャントは完全閉塞を認めた．右orig－BTは
O　．　035　Argon　guide　wireにて容易に左肺動脈まで挿入

固定でき，8mm　Ultrathinカテーテルを用いて数回10

気圧までバルーンを拡張させてPTAを施行し，最終

的には肺動脈側吻合部は，6．8mmまで拡張した．左

Mod－BTシャントは完全に閉塞しており，　PTAの約

2週間前にtPAにて血栓溶解療法を施行し，わずかに

シャントの再開通をみたものの，今回PTA時には再

度完全閉塞をきたしていた．Balloon－on－the－wireにて

拡大を試みたがシャント血管に進めることができず，

0．018High　torque　floppyでガイドワイヤーが通過し

たため右肺動脈へ固定し，まずHopkington社製6mm

（2cm）Tyshak　catheterを用い6気圧にてバルーンを

拡張したが，肺動脈側へ滑り落ち完全な拡張が得られ

ず，次に5mm（2cm）小血管拡張用高耐圧バルーン（DS）

を10気圧にて拡張したところ，充分にシャント血管の

拡張が得られた．バルーン拡張術後のシャントの径は

最小径3．1mm，肺動脈側吻合部で6．3mmまで拡張し

た．

　症例2：5歳男児．ファロー四徴，冠動脈左室痩，

4歳10カ月時に左mod－BTシャント施行．シャント後

の経過観察中にふたたびチアノーゼの増強を認めたた

め心臓カテーテル検査施行し，シャント血管の中央部

で約1．8mmと狭窄を来していました．5mm　Tyshak

を使用したところバルーンが固定できず，4mm（4cm）

DSを10気圧にて拡張し，ウエストの消失を認め，狭窄

部は3．lmmまで拡張することができた．

　結語：完全閉塞を来した人工血管においても，局所
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的に血栓溶解療法を併用する事で，バルーン拡大術を

行うことが可能であった．

　79．術後1カ月以内の救命的緊急バルーン血管形成

術

　　　　埼玉医科大学心臓病センター小児科1），心臓

　　　　血管外科2）

　　　　　　竹田津未生1）小池　一行1）小林　俊樹1）

　　　　　　小林　　順’）小竹　文秋1）朝野　晴彦2）

　　　　　　許俊鋭2）常本実2｝尾本良三2）

　術後の血管狭窄性病変に対するバルーン血管形成術

（以下，BDA）は時に再手術の危険を回避でき有用な方

法だが，血管破裂の危険性から術後急性期に行われる

ことは少ない．術後1カ月以内の救命的緊急BDAを

7例に行ったのでその効果，合併症につき報告する．

対象は術後1カ月以内に救命的緊急BDAを行った7

例（年齢；1．2～17．3カ月，体重；2．7～9．Okg，基礎疾

患；ファロー四徴2例，ファロー四徴兼肺動脈閉鎖2

例，純型肺動脈閉鎖2例，両大血管右室起始1例）．右

古典的BT　shuntを1例に，　BT　shunt変法を5例に，

両方向性Glennを1例に施行した．ファロー四徴に

BT　shunt変法を行った2例では，術後shunt血流の

低下により無酸素発作のコントロールが付かず，純型

肺動脈閉鎖の1例では既に行われていた左BT　shunt

に両方向性Glelmを追加したが右肺動脈Glenn吻

合部の狭窄により肺血流の左右差が生じ，高度の左肺

浮腫のため抜管不能な状態であった．残る4例は低酸

素血症が持続していた．このため緊急BDAを術後4

～25日に施行した．右古典的BT　shunt後例では

shuntの肺動脈側の狭窄に対し3．5mm，　BT　shunt変

法後例ではいずれもshuntの鎖骨下動脈側の狭窄に対

し人工血管径と同サイズのバルーンを大腿動脈から，

両方向性Glenn術後例では8mmのバルーンを内径静

脈から狭窄部である右肺動脈一Glenn吻合部に進め

BDAを行った．狭窄部径は7例中5例で拡大，酸素飽

和度は右BT　shunt変法後の1症例をのぞく全例で上

昇した．酸素飽和度の上昇が見られなかった1例は20

日後対側の古典的BT　shuntを施行，残る6例は3

～ 16カ月後に再度血管造影を施行し，2例で再度

BDAを施行，4例では再狭窄は見られなかった．血管

破裂等の合併症をきたした例はない．術後急性期では，

血管狭窄の機序が血栓の付着や吻合部のalignment

不良が主と考えられ，血管拡張術に選択するバルーン

サイズは前後の血管径や人工血管径を越えないこと，

バルーン注入圧をあげすぎないことなどに充分な注意
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をはらえば，BDAは術後早期であっても児の状態が

血管狭窄のために緊急的である場合，試みうる手段と

考える．

　80．左心低形成症候群Norwood術後患者フォロー

アップにおけるinterventionの有用性

　　　　千葉県こども病院循環器科・心臓血管外科

　　　　　　岡嶋　良知，鈴木　一広，藤原　　直

　　　　　　松尾　浩三，打田　俊司，森島　克昌

　　　　　　石田　　徹，青墳　裕之

　左心低形成症候群Norwood手術（N手術）後の4

例の内2例hemi－Fontan手術（h－F手術），2例TCPC

を終了した．経過観察中，4例中3例に施行したinter－

ventionを総括し，報告する．

　症例1．MA，　AA

　日齢5にvan　Praagh手術，7カ月時N手術施行．

3歳6カ月時心カテで左右肺への側副血管の発達を認

めた．4歳9カ月時心カテでBTに対し，バルーン血

管形成（BAP）施行．

　5歳TCPC施行．5歳7カ月から蛋白漏出性胃腸症

（PLE）発症．5歳8カ月，心カテでmPA（9），　PVR

1．27，RVEDV　117％N，　EF　66．2％，房室弁逆流を認

めず．コイルにより左右肺の側副血管計8本に15のコ

イルを用いて塞栓．6歳4カ月時に左房中隔開窓術．

しかしPLE持続するため，現在ステロイド投与にて

経過観察中．

　症例2．MA，　AA

　日齢7にN手術．パッチ閉鎖した主肺動脈部に狭窄

を生じ，左肺動脈血流が低下していることが判明．4

カ月時カテ．逆行性，順行性でもBTへのカテ挿入で

きず，右頸動脈からBAPを行った．左右肺動脈の圧較

差は5から2に減少，狭窄部も1．9mmから4．1mmに

拡大．同時に下行大動脈移行部に狭窄（CoA）があり，

順行性にBAP施行．

　8カ月時に肺轡血を来たし，心エコーにてASDの

狭小化が確認されたため緊急カテ．左房圧は41mmHg

と著しい上昇あり．ブレードカテ及び14mmバルーン

により，ASD拡大．左房圧は10mmHgに改善．1歳2

カ月時h－F術および肺動脈形成施行後，呼吸器から離

脱可能となり，外来フォロー中．

　症例3．MA，　AS，　VSD

　1カ月時にN手術．術後14日目に抜管．3カ月時に

血圧上下肢差（約20mmHg）出現，4カ月時，上肢150

mmHg下肢80mmHgのため，緊急カテ，　CoAを順行

性にBAP施行．　BAP後圧較差48から25と血圧差が残
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存したが，上肢血圧は100mmHg前後に改善．6カ月時

にh－F術および残存する狭窄に対して大動脈弓形成

術を行い，良好な結果を得た．

　結論：N手術後の問題点としてASDの狭小化，肺

動脈分岐部狭窄，BT血管の狭窄，　CoA，側副血管の発

生などを経験した．

　これらの問題に対しては従来からのintervention

手技を適切に用いることで十分に対応可能であった．

　hF及びTCPC待機中にinterventionを適切に使用

し，血行動態の改善を得ることが重要と考えられた．

　81．バルーン拡大術が著効した未手術大動脈縮窄の

1乳児例

　　　　静岡県立こども病院循環器科

　　　　　　黒嵜　健一，金　　成海，岩島　　覚

　　　　　　田中　靖彦，斎藤　彰博

　未手術の大動脈縮窄に対するバルーン血管形成術

は，その適応，方法，効果および合併症などについて

議論のあるところである．今回，重度の僧帽弁逆流を

伴う未手術の大動脈縮窄の1乳児例にバルーン拡大術

を施行し，著明な効果を得たので報告する．

　症例：生後2カ月時に心雑音を指摘され，3カ月時

に当科を紹介された女児．大腿動脈拍動は微弱で，上

下肢血圧差は33mmHg．心エコーでは大動脈縮窄（推

定圧差60mmHg），僧帽弁逸脱，僧帽弁逆流（重度）と

診断された．生後4カ月時に心臓カテーテル検査を施

行した．大動脈縮窄部位は径1．7mmで（横隔膜部大動

脈径6．Omm），圧差は52mmHg，側副血行が認められ

た．僧帽弁逆流はSellers　3度で，左室拡張末期容積は

218％of　normalであった．バルーン血管形成術の適

応と判断し，引き続きバルーン拡大術を施行した．バ

ルーン径4mm，6mmのホプキントンカテーテルを用

い段階的に拡張した．縮窄部は軽度の亀裂を伴い径4．3

mmに拡大され，圧差は13mmHgに減少した．側副血

行は減少し，僧帽弁逆流はSellers　2度となった．合併

症は認められず，上下肢血圧差は消失した．

　生後10カ月（術後6カ月）で術後心臓カテーテル検

査を施行した．縮窄部は径5．4mm（横隔膜部大動脈径

7．7mm）で圧差はなく，動脈瘤は認められなかった．

僧帽弁逆流はSellers　1度に軽快し，左室拡張末期容

積は131％of　norma1に縮小していた．

　考案：未手術大動脈縮窄の乳児に対するバルーン拡

大術は問題点も多いが，適応を明確にすることによっ

て外科手術に代わりうる安全で有効な治療法となりう

る．
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　82．乳児期早期のNative　aortic　coarctationに対

するBalloon　angioplasty

　　　　神奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　宮本朋幸，林　憲一

　　　　　　　　　　　　岩堀　　晃，康井　制洋

　未手術大動脈縮窄（Native　CoA）に対するBalloon

angioplasty（BAP）は広く行われるようになったが，

乳児期早期例に関してはその再狭窄率が高率であると

の報告が多い．我々は，大動脈縮窄複合を含む乳児期

早期のCoAに対しBAPを施行し現在のところ良好

な成績を得ているので報告する．

　対象：1995年以降，当施設で生後4カ月未満にBAP

が行われたNative　CoA　3例（男2，女1）．　BAP施

行時日齢は96，42，36で，全例心不全症状が認められ

た．合併心奇形は2例に認められ，症例2がPDA，症

例3はVSD，　PDAで特に強い心不全症状が認められ
た．

　BAP：血管造影側面像で，狭窄部径及び横隔膜部下

行大動脈径を計測し，下行大動脈とほぼ同じ径のバ

ルーンを選択した．全例でバルーンのウエストが消失

し，血管径の拡大及び圧較差の減少が得られた（表）．

症例3は心不全症状が著明に改善し，VSD閉鎖術を延

期する事が可能となった．

　術後経過：観察期間はそれぞれ18，13，8カ月であ

る．症例1は術後10カ月時に残存狭窄（狭窄径5．6mm，

圧較差11mmHg）に対する再BAPが行われ，その後経

過良好である．症例2は心エコー，MRIで経過観察中

であるが血圧の上下肢差は認められていない．症例3

は術後3カ月後にVSD閉鎖術のみ施行され，その後

も再狭窄は認められていない．経過中圧較差は3例と

も減少傾向が認められた．拡張部分の動脈瘤形成など

は認められていない．また，重篤な合併症も認められ

ていない．

　考察：我々の症例のバルーン径／下行大動脈比はす

べて1．0を超えており，かつ，バルーン径／縮窄部比は

2．50～4．67で（表），1997年に当研究会から報告された

全国アンケートによる平均値2．3と比較すると高値で

ある．現在のところ，再狭窄及び拡張部分の瘤状変化

などはなく，比較的大口径のバルーンが有効である可

能性が認められた．

　まとめ：乳児期早期のNative　CoAに関しては，効

果，合併症の頻度を考慮してバルーン径の限界値を再

検討する余地があると思われた．

　83．未手術の大動脈縮窄（native　CoA）に対する経

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第5号

症例 体重（9） BAP前後狭窄部径（mm）

1
　
　
2
　
　
り
O

5，200

3，400

3，470

1．5→6．5

2．7→5．9

2．4→3．5

BAP前後圧較差（mmHg） B／Sratio B／Dratio

35→16

36→11

17→8

4．67

2．96

2．50

1．32

1．05

1．25

B／Sratio：バルーン狭窄部径比，

B／Dratio：バルーン下行大動脈径比

皮的バルーン血管形成術

　　　　札幌医科大学医学部小児科，北海道立小児総

　　　　合保健センター循環器科＊

　　　　　　高室　基樹＊，富田　　英，東舘　義仁＊

　　　　　　布施　茂登，津田　哲哉＊，畠山　欣也

　　　　　　口下卓右，黒岩　由紀，千葉峻三

　はじめに：未手術の大動脈縮窄（CoA）に対し，本

邦では手術を第一選択としている施設が多いが，Rao

らは経皮的バルーン血管形成術（BA）の優位性を述べ

ている．今回我々は8例の未手術のCoAにのべ10回

のBAを施行した．

　対象・方法：対象は未手術のCoAの8例で，4例の

乳児群（生後10日～1カ月，体重1．5kg～4．3kg）と4

例の年長群（5歳～14歳，体重21kg～46kg）に分けた．

心合併病変は乳児群で，大動脈縮窄複合（心室中隔欠

損，動脈管開存）が1例，中等症の弁性大動脈狭窄と

小さな心室中隔欠損と細い動脈管開存を有するものが

1例，第5大動脈弓遺残と肺分画症を有するものが1

例である．年長群では右鎖骨下動脈狭窄が1例，動脈

管開存の術後で軽症の弁性大動脈狭窄が1例，大動脈

弁閉鎖不全が1例，小さな心房中隔欠損が1例である．

心外病変は大動脈縮窄複合が21トリソミーと血小板減

少を有し，心合併病変のない乳児群の1例がVATER

連合であった．

　バルーン径はdistal　transverse　arch（左総頸動脈と

鎖骨下動脈起始部の間の大動脈径）を基準とし，効果

に乏しい場合には更に太いバルーンで行ったが，横隔

膜位下行大動脈の径を越えないようにした．

　結果：乳児群でBA直後に圧較差が解消したのは

1例のみで，この例は10カ月の追跡で再狭窄はない．

1例は直後に40mmHgの狭窄があったが，徐々に減少

し1カ月後には15mmHgとなり，5カ月後のカテーテ

ル検査で圧較差は13mmHgであった．残りの2例は動
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脈管の自然閉鎖に伴って再狭窄が起こり，1カ月後に

再BAを行った．1例は再BA直後に圧較差が解消し

11カ月の追跡で再狭窄はない．1例は再BA直後の圧

較差は15mmHgまで減少したが，左室流出路狭窄の進

行が危倶されたため，15mmHgの圧較差も解消するた

め手術となった．年長群では3例でBA直後に圧較差

が解消し，1～48カ月の追跡で再狭窄もない．残る1

例は手術となった．

　BAの効果は乳児群では3例が根治的，1例が短期

的には有効だが手術を行ったためBA効果の長期予

後は不明，年長群では3例が根治的，1例が無効であっ

た．

　BAに際して重篤な合併症は起こらなかった．

　結論：年長群の未手術のCoAにBAは根治的効果

がある．乳児群では残存狭窄，再狭窄の頻度が高いが

BAと再BAの組合せで根治的効果が得られる．乳児

群ではBA後数週を経過して，残存狭窄が解消してい

く症例があった．

　84．大動脈縮窄・動脈管開存が合併した症例に対す

る経力テーテル的バルーン血管形成術とコイル塞栓術

　　　　自治医科大学小児科

　　　　Fang　qi　Gong，白石裕比湖，佐藤　有子

　　　　　　保科優，菊池豊，市橋光
　　　　　　倉松　俊弘，桃井真里子

　大動脈縮窄と動脈管開存が合併することはまれでは

ない．しかし，両疾患の合併例の経カテーテル治療の

報告は少ない．そこで，我々は第1回目に経カテーテ

ル的に大動脈縮窄を解除し，第2回目に経カテーテル

的に動脈管開存コイル塞栓術を施行した症例を報告し

た．

　症例：6歳男児，心雑音を主訴に来院した．体重18

kg，右上肢の血圧144／88mmHg．胸骨左縁上部に連続

性心雑音を聴取した．心電図検査では左室肥大を認め，

胸X線写真は正常でした．心エコー検査で大動脈縮窄

と動脈管開存を認めた．

　まず，引き抜き圧測定と大動脈造影にて診断を確認

した．次いで逆行性にバルーンカテーテル（12mm径）

を大動脈縮窄部に進め，3回拡張した．大動脈縮窄は

4．7mmから6．3mmに拡張し，収縮期圧較差は45

mmHgから24mmHgに改善した．初回は動脈管開存

には手を付けずに終了した．アスピリンを3月間経口

投与した後，再びカテーテル検査を実施した．大動脈

縮窄部の圧較差は14mmHgに改善していた．動脈管は

1mm径で開存しており，これをJackson　Detachable
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Table　l　Serial　hemodynamic　findings

Pressure Bofore After 3months
（mmHg） angioplasty angioplasty later

AAo［S／D（M）］ 144／83（ll3） 147／100（124） 96／58（75）

DAo［S／D（M）］ 99／85（92） 123／96（110） 82／60（72）

Peak　systolic
pressure　gradient

45 24 14

Minimum　diameter
of　COA［mm］

4．7 6．3 6．3

coil　1箇（5mm，3100ps）を用いて塞栓した．塞栓術

後の造影にて動脈管開存による残存短絡や左肺動脈狭

窄を認めなかった．

　考察：大動脈縮窄と動脈管開存が合併した患者に対

して，2つのカテーテル治療法が考えられる．

　1）1期的に大動脈縮窄形成と動脈管開存閉鎖を治

療する方法では，長所として経費が安いこと．第1の

短所として，大動脈縮窄の形成術後にコイル留置の目

的に，ガイドワイヤーを進めることで，大動脈穿孔の

危険があること．第2は，大動脈縮窄形成後に動脈管

開存の内径やQp／Qsが大きくなることが知られてい

る．このため，初回の大動脈造影で動脈管開存閉鎖に

適したコイルを決定することは困難である．

　2）2期的に，まず大動脈縮窄を形成し，時期をずら

して動脈管開存を閉鎖する方法では，長所としては第

1に大動脈縮窄形成3カ月後には動脈瘤を形成してい

なければ，大動脈壁も硬く，コイル留置が安全である．

第2は，大動脈縮窄形成後に動脈管開存の内径は大き

くなるが，数カ月後では，動脈管開存の内径が安定し

てくる．この時の造影で適した動脈管開存コイルを選

択することができる．第3の長所として，心カテと造

影を繰返すことで縮窄の圧評価と瘤形成の有無を確認

できる．もし再狭窄が生じていれば，再バルーン形成

も可能である．短所は経費と再入院などの不便さであ

る．

　まとめ：大動脈縮窄と動脈管開存を合併した症例に

おいて，動脈管開存の内径は縮窄のバルーン形成後に

大きくなることも知られており，期間をあけての2期

的なカテーテル治療は安全で効果的な方法である．

　85．大動脈縮窄症に対する大動脈形成術術後にバ

ルーン血管拡張術（BAP）を行い瘤を形成した1症例

　　　　京都府立医科大学小児疾患研究施設内科

　　　　　　佐藤　　恒，坂田　耕一，問山健太郎

　　　　　　白石　　公，神谷　康隆，糸井　利幸

　　　　　　浜岡　建城，尾内善四郎
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　　　　同　第2外科

　　　　　　山岸　正明，圓本　剛司，和田　行雄

　　　　福岡こども病院新生児科　　　岩尾　初雄

　症例：14歳，女児．大動脈縮窄，心室中隔欠損．生

後1週に大動脈形成術（パッチ拡大術），肺動脈絞拒術

を，1歳時に心室中隔欠損閉鎖術を受けた．その後，

大動脈の術後狭窄が進行してきたため，11歳時にバ

ルーン血管拡張術（BAP）が行われ，改善が認められ

た（PG60→18mmHg）．しかしその後，圧較差が再び

増大してきたため，14歳時に再BAP目的にて当科入

院となった．

　検査及び入院後経過：大動脈狭窄部の圧差は30

mmHg（最狭部10mm）であったが狭窄部に有茎の動脈

瘤（8×5mm，頸部3×5mm長）を認めたため，再BAP

を断念した．

　今回の動脈瘤の成因及び性状の評価のため，以下の

検討を行った．

　1．11歳時血管造影：BAP前には動脈瘤は認めず．

BAP後極めて小さな瘤状の変化が認められていた．

　2．3DCT（内視法）：表面平滑で，動脈組織と境界不

明瞭な有茎の動脈瘤の所見を認めた．

　3．MRI：瘤周囲紙織と瘤とのintensityは変わら

ず，瘤周囲との強い癒着が疑われた．

　以上のことより3年間の問に瘤が大きくなったと考

えられた．3．の所見より瘤破裂の可能性は少ないと考

えられたが，瘤破裂，あるいは血栓形成の危険性を完

全に回避するため，同部の人工血管置換術を行った．

　手術時所見：周囲組織と強い癒着をともなった，有

茎の動脈瘤を切除した．内壁は血栓を認めず，内膜に

きれいに覆われた組織で，patchとの位置関係ははっ

きりしなかった．

　病理組織：瘤の部分は3層構造を認める真性動脈瘤

の病理診断を得た．しかし，中膜の弾性線維はわずか

しか認めず，平滑筋細胞も疎で，代わって膠原線維の

増生と硝子化を認めた．大動脈，瘤との移行部，瘤部

分の中膜の構造は，瘤部分に移行するほど，ほぼ連続

的に弾性線維が疎になっていた．

　まとめ：1．BAP後に動脈瘤を認めた1症例を経験

した．

　2．一般的に，BAP後の動脈瘤は組織学的に仮性動

脈瘤を示すといわれており，本症例が真性動脈瘤を示

していたことは，極めて稀であると考えられた．動脈

瘤の成因については現在検討中である．

　3．本症例は，UCGによる病変部の評価が困難で

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第5号

あったため，MRI，3D－CTを施行し，瘤の形状を描出

し得たが，BAP後の症例については，これらの検査が

非常に有用と考えた．

　86．CoAにたいするPTA後に血便の出現をみた

1例

　　　　倉敷中央病院小児科

　　　　　　中田　庸平，大西　博之，丸子　俊成

　　　　　　馬場　　清，田中　陸男

　症例：月齢2の女児．VSD，　CoA，　PHにて入院．

　経過：上記にて1カ月時入院．入院後カテーテル検

査でCoAはAP＝51，CoA部の径は1．3mmであった．

この際，径3．5mmのバルーンで13～15気圧2回PTA

を行いaP＝15，　CoA部の径2．8mmと改善を得た．し

かし術後3週ほどで足背動脈の触知が不良となり，心

エコーでも再狭窄が疑われたため再びPTA施行し

た．この際，CoA部圧較差は35でCoA部の径は2．7

mmであった．径4mmのバルーンで13～15気圧2回

PTAを行いAP＝20，　CoA部の径4mmと改善を得た．

カテーテル後，足背動脈はよく触知できるようになっ

た．翌朝より腹部の膨満が認められ，血便が生じた．

血液検査ではCRP　10．6mg／dl，　WBC　25，100／μ1と強

い炎症所見を認めた．便培養，血液培養では病的有意

菌の発育はなかった．翌日には血便は消失，2日後に

は腹部膨満も改善した．CRP，　WBCも徐々に改善し1

週目にはCRPは陰［生となった．

　考案：VSD，　CoAにたいしカテーテル検査及び治療

を行いイレウス，血便をみた例を呈示した．カテーテ

ル検査及び治療との時間的関係，細菌培養で病的有意

菌が発育しなかったことより，それによる阻血性腸炎

が生じた可能性があると考えた．今後，新生児，疾患

の種類，カテーテル検査及び治療による副作用として

阻血性腸炎も念頭に置かねばならないことが示唆され

た．

　87．ファロー四徴術後の残存Blalock短絡に対す

るコイル塞栓術の1経験一Jackson　PDA　detachable

coi1の選択は是か非か一

　　　　都立清瀬小児病院循環器科

　　　　　　佐藤　正昭，村井　孝安，笠井　秀明＊

　　　　　　高橋　悦郎，内藤　　敦

　　　　　　　　　　　（＊現　笠井小児クリニック）

　　　　北里大学医学部放射線科　　　堀池　重治

　緒言：ファロー四徴術後に残存した左Blalock変

法短絡に対し，Jackson　PDAデタッチャブルコイルを

用いてコイル塞栓術を行ったが，コイルの脱着に難渋
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した症例を経験したので報告する．

　症例：患児は4歳女児．生後14日に当科受診し，ファ

ロー四徴と診断し，4カ月時に左Blalock変法短絡手

術を受けた．2歳6カ月時に心内修復術を行い，この

時にBlalock短絡と思われる箇所はweckで閉鎖し

えたと考えられた．1年後に術後心カテーテル検査を

行い，短絡血管の残存が証明されたので，4mm　3巻の

PDAデタッチャブルコイルを用いてコイル塞栓術を

試みた．右大腿動脈に5Fシースを挿入し，大動脈，左

鎖骨下動脈経由で短絡（人工血管）内に5Fコブラ型カ

テーテルを留置した．デタッチャブルコイルが3巻出

たところでデタッチしようとしたところ，連結部のス

クリューまでトルクが伝わらずデタッチ不可能な為，

デタッチャブルコイルを用いてのコイル塞栓術を断念

した．

　コイルを回収するため，デタッチしようとして回転

させた分だけ逆回転させトルクを解除できたと考え，

ワイヤーを引いてコイルをカテーテル内に回収し終え

た時，不意にワイヤー先端が回転してコイルがデタッ

チされた状態に陥った．そこでカテーテルを十分に短

絡内に前進させ，．035“ガイドワイヤーでコイルを短絡

内に放出し固定することができた．その後の造影で短

絡の閉鎖とコイルが肺動脈へ突出していないことを確

認した．

　考按：（左大動脈弓で）左Blalock変法短絡のコイ

ルによる閉鎖を行う場合には大腿動脈からのアプロー

チでは，ルート（カテーテル）の屈曲は左鎖骨下動脈

から短絡血管への接合部で直角に近くなる．コイルを

デタッチする際にはその角度や人工血管の剛性などが

原因でワイヤーを回転できず，その結果先端にトルク

を十分に伝えられなくなりコイルをデタッチできな

かったり，逆に回収時にはトルクの解除が不十分にな

り意図せぬところで突然デタッチして難渋することが

ある．また，コイルの選択として，（現状ではPDA用

の）デタッチャブルコイルを用いるか通常のコイルを

用いるかであるが，我々は，放出したコイルが肺動脈

へ流出することを危惧し，人工血管内で固定が不安定

であれば回収が可能なデタッチャブルコイルを選択し

た．本症例のように，ルートの屈曲が強い例では，簡

単にデタッチできるコイルを考案するか，年長児では

腕からアプローチするかして，十分に注意して行う必

要がある．

　88．チアノーゼ性先天性心疾患における体肺側副血

行路のcoil　embolization

725　　（133）

　　　　徳島大学医学部小児科

　　　　　　早淵　康信，松岡　　優，久保　雅宏

　　　　　　新居　正基，真鍋　哲也，森　　一博

　　　　　　黒田　泰弘

　目的：肺血流減少を来たし，チアノーゼを呈する先

天性心疾患における体肺側副血行路の発達と側副血行

路に対するcoil　embolizationの有用性を検討する．

　対象および方法：対象は，体肺側副血行路にcoil

embolizationを施行したフォンタン術前症例6例，

ファロー四徴症根治術前症例16例である（年齢1～5

歳）．開心術時，心肺停止下に左房内に還流する血流量

を大動脈へ送血流量で除した値（％CR：％cardiac

return　ratio）を測定し，体肺側副血行血流量とした．

coil　embolization前後の造影，術後経過およびPA

indexとの関係などを検討した．

　結果：開心術時に計測した％CRは，8．3～38．5％

（17±8％）であった．PA　indexと体肺側副血行路血流

量との間には有意な相関は認められなかった．また，

側副血行路は，B－T　shunt施行側肺上葉に発達する傾

向があると考えられた．coil　embolizationを施行した

にもかかわらず，充分血流の遮断が得られず，再度の

施行を要する症例もあった．

　考察：多大な体肺側副血行路の存在は，フォンタン

手術の適応を狭める．また，術後心不全の原因ともな

るため，術前に可能な限り，coil　embolizationを施行

することが望ましい．

　今回，我々は術前カテーテル検査において，可及的

に体肺側副血行路に対し，coil　embolizationを施行す

るように心がけたにも拘わらず，％CRは，肺動脈造影

などから予想した以上に高値であった．また，PA

indexと体肺側副血行路血流量との間には有意な相関

はなく，SpO2の経過からもその発達は予想し難いと思

われた．チアノーゼ性先天性心疾患では，体肺側副血

行路の発達を念頭に置き，経過観察し，カテーテル施

行時には可能な限り体肺側副血行路の存在を検討し，

coil　embolizationを行うようことを心がける必要が

あると考えた．

　89．体肺側副血管に対しCoil塞栓術を施行した

Scimitar症候群の1例

　　　　久留米大学小児科

　　　　　　家村　素史，山川　留美，堤　　隆博

　　　　　　橋野かの子，石井　正浩，赤木　禎治

　　　　　　加藤　裕久

　乳児期に発見されるScimitar症候群は，種々の心奇
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形を合併し，根治術までの肺高血圧のコントロールが

その予後を決定する．今回，当科で経験したScimitar

症候群に合併する横隔膜下大動脈より右下肺野に還流

する側副血行路にCoil塞栓術を施行した症例を報告

する．

　症例：4カ月女児39週2，438gにて出生，4カ月健診

にて体重増加不良，心雑音指摘され当科紹介．来院時，

身長61cm（SD），体重は5．7kg（－1．2SD），呼吸数

は60回／分，陥没呼吸著明．聴診上第2肋間胸骨左縁に

Levine　3／6の収縮期雑音を認めた．来院時胸写では

CTRは60％と心陰影の拡大及び，肺血管陰影の増強，

心電図上，右軸偏位，右室肥大，心エコーにて著明な

右心系の拡大，直径6rnmの心房中隔欠損，右肺静脈は

下大静脈と肝静脈合流部付近に還流しており，このた

めScimitar症候群を疑い，5カ月時に心臓カテーテル

施行した．

　肺静脈造影にて右の上下の肺静脈は下大静脈と肝静

脈の吻合部付近に還流しており，肺動脈造影では右肺

動脈の早期の分岐を認め造影上，右下肺野に還流する

肺動脈は認めなかった．大動脈造影にて横隔膜下大動

脈より右下肺野に還流する6mmと4mmの側副血管を

認め，この側副血管に対してGiantruco　coil　5mm　5

100pを3本，3mm　5100pを3本を用いてコイル塞栓術

を施行した．コイル塞栓術後の大動脈造影にて造影上，

側副血管は完全閉塞しており，胸写ではCTRは55％

と心拡大の改善，肺血管陰影の減少を認めた．Coli塞

栓術前後の圧dataでは大動脈圧は106／53　m＝76から

121／71m＝90と上昇し，右室圧（86／13→58／5）主肺動

脈圧（85／30m＝76→57／14　m－31）は低下し肺高血圧

の改善を認めた．また，肺体血流比も3．8から2．2と著

明に改善した．患児はCoil塞栓術後，2日間の発熱を

認め，WBC　23000，　CRP　12．4と上昇したが，徐々に

多呼吸，陥没呼吸の臨床症状が軽快し，体重が7．Ikgへ

と増加認め，現在，外来にて経過観察中である．

　結論：Scimitar症候群に合併する体肺側副血行路

は乳児期早期に進行する肺高血圧，心不全の主要な原

因となり，この体肺側副血行路をCoil塞栓する事によ

り，乳児期の臨床症状を改善させ，外科的肺葉切除を

回避することが可能である．

　90．側副血管に対するコイル塞栓術での炎症反応

　　　　社会保険中京病院小児循環器科’），トヨタ記

　　　　念病院小児科2），協立病院小児科3），愛知県衛

　　　　生部4）

　　　　　　松島　正氣1）小川　貴之1）後藤　雅彦1｝

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第5号

　　　　　　奥村　直哉2｝小野佐代子3）長嶋　正實4）

　チアノーゼ性心疾患の側副血管へのコイル塞栓術が

有用であり，多数例に対して行うようになってから，

塞栓術後に発熱，胸痛・背部痛などの炎症反応を呈す

るものがめだってきた．この要因につき検討した．

　側副血管を有するチアノーゼ性心疾患37例の76本，

78回の施行例を対象とした．単心室（11），三尖弁閉鎖

（10），ファロー四徴症（7），完全大血管転位症（5）

が多く，フォンタン手術（20）などの手術前に行うこ

とが多かった．使用コイルとしてはGianturco　coil

171個で2mm　lcm（33），3mrn　2cm（87），4mm　3cm

（35），5mm　5cm（5）を多く使用した．その他Tornado

coilを19個使用した．発熱は18例にみられ，胸痛・背部

痛は12例に見られた．3～4日続くことが多かったが

7～8日続く例もあった．

　38℃以上の発熱もしくは37．5℃以上の発熱で胸痛・

背部痛のあるものを炎症反応陽性群；（＋）群としその

他の陰1生群；（一）群との問で検討した．使用コイル数

は1～22個で（一）群2．4±1．2個，（＋）群7．25±4．7

個と有意差を認めた．コイル最大径（3．5±0．85vs

3．3±O．85），対象となる血管数（1．7±0．7vs　2．2±0．9）

には差は認められなかった．使用したコイル総全長は

1～36cmで（一）群6．2＋3．5，（十）群15．5±10．2cm

と有意差を認めた．

　塞栓術から手術までの期間としては7日（11例）と

14日（9例）が多かったが炎症反応が遷延し7日後に

設定した手術を延ばさざるを得なかった例もあった．

　炎症反応は使用したコイル数及びコイルの総全長に

関係すると思われた．多数のコイルを使用することが

予想される場合，コイル塞栓術は手術の10日から2週

間前に設定することが適当であると思われた．

　91．右室流出路閉塞を意図したコイル閉鎖術と高度

溶血

　　　　埼玉医科大学心臓病センター小児心臓科，同

心臓血管外科＊

　　　　　　小竹　文秋，小林　俊樹，竹田津未生

　　　　　　小林　　順，小池　一行，朝野　晴彦＊

　　　　　　許俊鋭＊，常本實＊，尾本良三＊

　（抄録未提出）

　92．反復する喀血の原因と考えられた気管支動脈側

副血行に対するNBCAを用いての塞栓の経験

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　山田　　修，越後　茂之，神谷　哲郎

　　　　同　放射線科　　　　　　　　木村　晃二
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　　　　同　脳血管外科　　　　　　　中原　一郎

　背景：体肺動脈側副血行路に対する塞栓術の目的は

血流量の低下であり微少な血管は通常は放置しても構

わない．しかしサイズとしては微少な血管であっても

灌流量が多い場合，あるいは出血などの病変の責任血

管である場合は塞栓を必要とする．液体塞栓材料の一

っであるヒストアクリル（NBCA）はn一ブチル基を

持ったcyanoacrylateでありアニオン重合して硬化

する．硬化する前には十分な流動性を持っているので

コイルを留置できない微少な血管に対しても留置でき

塞栓が可能である．NBCAは医療用接着剤として使用

されまた脳血管外科領域では動脈瘤の塞栓等にすでに

1，000例以上の使用が報告されているが体肺動脈側副

血行に対しての報告例はない．

　対象：無脾症候群，低形成左室を伴う共通房室弁口，

肺動脈閉鎖の5歳女児であり1歳11カ月に心房内グラ

フトを使用したフォンタン手術を受けている術後2年

半頃から咳鰍発熱を繰り返すようになり，しばしば喀

疾中に血液の混入が認められた．胸部単純X線では右

中下肺野同一部位に反復する異常陰影を認められた．

慢性気道感染症は否定的であり，心エコー，MRI，電

子ビームCTでは喀血の原因となるような異常血管や

肺静脈閉塞などは見られなかった．DSAでは気管支動

脈を介する肺への2本の但幅1血行が認められ，灌流部

位が反復する異常陰影の部位に一致することからこれ

らからの気道内への出血が気道感染の契機となってい

る可能性が考えられた．最初コイルによる塞栓を試み

たが，起始部近くの狭窄のためカテーテルをその遠位

部に進めることが不可能であったのでNBCAによる

塞栓を試みた．

　方法：成形した多目的カテーテルを親カテーテルと

し先端が気管支動脈開口部から外れないように固定し

た．Trackerカテーテルを子カテーテルとしてその中

を前進させ気管支動脈に十分に模入させた．注入され

た造影剤が動脈内に留まることから交通する血管から

の洗い流しがないことを確認した．等量のリピオドー

ルと混合したNBCAをカテーテル内に充填し，5％

グルコース溶液でフラッシュして塞栓を行った．

　結果：NBCAは側副血行路内に留まり，肺動静脈へ

の流出はなかった．また側副血行の残存も見られな

かった．現在塞栓術後6カ月を経過しているが喀血は

その後見られていない．ただ胸部X線上，4カ月頃か

ら塞栓陰影がやや薄くなってきている．

　結語：コイル塞栓が不可能な血管に対して，NBCA

による塞栓は有用であると思われる．

Presented by Medical*Online


	0669-0670
	0669
	0670

	0671
	0671

	0672-0674
	0672
	0673
	0674

	0675-0676
	0675
	0676

	0677-0678
	0677
	0678

	0679-0680
	0679
	0680

	0681-0682
	0681
	0682

	0683-0684
	0683
	0684

	0685-0686
	0685
	0686

	0687-0688
	0687
	0688

	0689-0690
	0689
	0690

	0691-0692
	0691
	0692

	0693-0694
	0693
	0694

	0695-0696
	0695
	0696

	0697-0698
	0697
	0698

	0699-0700
	0699
	0700

	0701-0702
	0701
	0702

	0703-0704
	0703
	0704

	0705-0706
	0705
	0706

	0707-0708
	0707
	0708

	0709-0711
	0709
	0710
	0711

	0712-0713
	0712
	0713

	0714-0715
	0714
	0715

	0716-0717
	0716
	0717

	0718-0719
	0718
	0719

	0720-0721
	0720
	0721

	0722-0723
	0722
	0723

	0724-0725
	0724
	0725

	0726-0727
	0726
	0727




