Congenital And Structural Heart Disease Case Report Vol.06

Congenital And Structural Heart Disease Case Report Vol.06

バルーンアシストによる FF Ⅱ 16.5mm の留置成功

留置手技と経過
9Fr Medikit long sheath を用いて通常留置を行った。し
かし、PQ 時間の延長を認めたことから、心房中隔への
接触を減らそうとデバイスの位置をずらした。その後 PQ
時間は短縮したが、続いて接合部調律となったため、デ

バイスを回収。3 分後に正常洞調律に復帰したため再留
置した。今度は PQ 時間延長せず、10 分後 release。術
後翌日、再度 PQ 時間 200ms に延長したため、プレドニ
ソロンを内服、PQ 時間は短縮した。
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術前経胸壁心エコー計測

未就学児の下縁の短い大きな ASD の閉鎖に FF Ⅱは有用である。四腔像での最大心房中隔長よりも少し小さめの左房ディスクを有
すデバイスを用いることで、房室ブロックを起こすことなく閉鎖しえる。

※本レポートは執筆者の経験に基づく見解を取り上げたものであり、全ての症例に当てはまるものではございません。
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未就学児の下縁欠損の大きな ASD に対する、当科での Occlutech Figulla Flex Ⅱ ASD Occluder（以下
「 Figulla Flex Ⅱ 」という。
）を用いた閉鎖術について概説する。

３歳０か月、女児。生後６か月に心雑音で受診。以後フォロー中、ASD は徐々に大きくなり、体重増
加不良。
身長：95cm 体重：13.6kg 外来エコーでの ASD はほぼ正円（20.7 x 19.5 x 20.0mm）
。
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も、結局は大動脈に接触することになるので、大動脈縁欠損例と同様に扱うことが必要になる。こうした、

患者背景

える。こうした時、Figulla Flex Ⅱは waist が柔らかいので、心房中隔の形態に合わせて広がることで周辺組織への圧迫が減ると考
える。なお、現在は房室ブロックのリスクを考えて、心房中隔長と同じか小さめの左房ディスクを有するデバイスを選択している。
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未就学児の ASD で治療対象になるのは体重増加不良例であり、欠損孔は体格に比してかなり大きいこと
が多い。当科では、2 ～ 3 歳の患者の治療例も増加し、1 歳で体重 7.7kg の患者の治療経験を有す。未
就学児の場合、現状の心房中隔欠損閉鎖デバイスの 7 ～ 7.5mm の左房ディスクと 5 ～ 5.5mm の右房
ディスクは大きすぎるともいわれる。実際、欠損孔に合わせてデバイスを選択すると、最終的に留置し
たデバイスは、心房中隔全長に渡って存在することが多い。したがって、たとえ大動脈縁が十分存在して

CASE 1

2 歳、体重 10.7kg のお子さんで、19.1 x 12.4mm と極端な楕円形、下縁の短い大きな ASD である。楕円であろうとなかろうと長軸
径より小さいデバイスは選択しにくいが、幼児にとって 7.5mm の左房ディスクと 5.5mm の右房ディスクは大きく、結局は留置した
デバイスが心房中隔長すべてを占めるかたちになる。逆に、90 度以上の広い範囲の後下縁欠損でなければ脱落はしにくいともい
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デバイスの選択

心腔内エコー所見

24mm のサイジングバルーンでは下大静脈が閉塞
され、極端な低血圧となるためサイジングを断念。
ICE での計測最大径：24mm
心房中隔長：40.7mm

最大径 24mm
Short post rim
Short lower rim
rim がないところもあり

患者背景
２歳 1 か月、女児。生後 4 か月に心雑音で受診。以後フォロー中、ASD は小さくならず体重増加不良。
身長：84.4cm 体重：10.7kg 外来エコーでの ASD は 17.1 x 10.8 x 16.7mm。

以上より FF Ⅱ 27mm（左房ディスク長 42mm）を
選択。

留置手技と経過

CASE 2

術前経胸壁心エコー計測

Masura テクニック＋バルーンアシストによる FF Ⅱ 27mm の留置成功

12Fr Occlutech delivery sheath を用いて通常留置
を行った。左房ディスクを開いた段階で Cobra 形状
となりデバイスを回収、balloon assist が確実と判

断した。心腔内エコーの入っていた対側 sheath を
10Fr short sheath に変更し、ガイドワイヤーを左上
肺静脈へ挿入。サイジングバルーンを心房中隔で

拡張した。Masura テクニックと同様に、左房ディス
クを左上肺静脈に入れた状態で右房ディスクを右房
内で展開。サイジングバルーンを徐々に小さくし、
両心房ディスクが心房中隔に align して留置される
ことを確認した。
留置後の心腔内エコーによる下縁の確認

経食道心エコー図所見

経食道心エコー所見
留置後の経胸壁心エコー
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デバイスの選択
コメント
3 歳、体重 13㎏のお子さんで、ASD 最大径は 20mm を超え、しかも後下縁の短い challenge case である。房室ブロックのリスク
は高まるが、脱落のリスクを減らすため、心房中隔長を少し超える左房ディスクを有する 27mm の FF Ⅱを留置した。Balloon assist
テクニックによる留置はディスクを心房中隔に正対させるので、
こういった rim 欠損例では、rim を確実に挟むことができ有用である。

下縁が短く、縦に長い楕円形の欠損孔。19.1 x 12.4mm ( 正円とすると直径 15mm)。最大欠損孔径に合わせてデバイスを選択すると、
大きすぎて留置が困難であるとともに、房室ブロックのリスクが高くなるので、心房中隔長を基準にデバイスサイズを決める。四腔
像での心房中隔長が 31mm であったため、FF Ⅱ 16.5mm ( 左房ディスク長 31.5mm) を選択した。

