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バルーン拡大術施行後5ヵ月間経過観察した

乳児大動脈縮窄複合の1例

（昭和59年11月21日受付）

（昭和60年1月22日受理）

　　　　　京都第1赤十字病院小児科

小田部栄助　　能勢　　修　　中院　秀和
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　初診2ヵ月，男児の心内膜床欠損，僧帽弁閉鎖不全（II度）を合併する大動脈縮窄複合の心不全を伴

う1乳児例に，生後3ヵ月GrUntzing　Renal　Angioplasty　Catheter（4F）を用いてBalloon　Dilation

Angioplasty（バルーン拡大術）を施行した．縮窄部の収縮期圧較差は35から6mmHgへ，平均圧較差は

6から3mmHgに低下し，縮窄部は2倍に拡大した．術後股動脈は触知可能となり，心不全症状は軽快し

た．

　術後5ヵ月間上下肢の血圧差は5～15mmHgであった．生後8ヵ月再検査施行，縮窄部の圧較差12

mmHg，縮窄部の拡大持続し，大動脈瘤形成や再狭窄を認めず，　Balloon　Dilation　Angioplastyが有効

であった乳児期大動脈縮窄複合の1経過観察例について報告した．

　　　　　　　　　　はじめに

　新生児，乳児期に有症状の大動脈縮窄複合（CoA

Complex）の予後は不良であり1），早期外科的手術が望

まれる．外科的治療の成績も最近向上がみられるが2｝，

手術後の再狭窄例の発症が問題となる2）一’4）．非開胸的，

非侵襲的に縮窄部をバルーンで拡大し狭窄部を解除す

るBalloon　Dilation　Angioplasty（BDA）が大動脈縮

窄症にも最近応用され5），動物実験6）7），臨床的報告8）～1°）

がみられる．しかしBDAの経過観察例の報告は極め

て少ない8）～1°）．著者らは大動脈縮窄複合（心内膜床欠

損症と僧帽弁閉鎖不全合併例）の3ヵ月男子にBDA

を施行し，縮窄部の圧較差の著明な減少と拡大を認め，

術後5ヵ月後の再検査でもバルーン拡大術の有効性が

持続していた1乳児例を経験したので，文献的考察を

加えて報告する，

　症例：2ヵ月，男児．

　主訴：心雑音，哺乳力不良．

　家族歴：父親22歳，母親21歳，特記すべきことはな

別刷請求先：（〒605）京都市東山区本町15丁目

　　　　　749番地
　　　　　京都第1赤十字病院小児科　小田部栄助

い．

　現病歴：出生時体重2，355g，妊娠37週，生後1ヵ月

頃から哺乳力不良，生後55日目の健診にて心雑音を指

摘され，生後2ヵ月目に紹介され来院．加療と心精査

のため入院．

　入院時所見：体重3，800g，多呼吸（62／分），心拍数

140／分，整．聴診上第II音分裂，肺動脈領域に駆出性

収縮期雑音Levine　II度と胸骨左縁下部から心尖部に

収縮期雑音Levine　III度および拡張期ランブルを聴取

した．右季肋下で肝を2cm触知した．下肢に浮腫はな

く，病的反射は認めず，股動脈は触知不良で，収縮期

血圧はドプラー法で左上肢138mmHg，左下肢は80

mmHgであった．

　胸部X線写真：心拡大（CTR：0．67）と肺血管陰影

の増強，心電図所見：左軸偏位（QRS電気軸一20℃，

V1でrsR型，　Tv1は陰性，　V6はqRSの右室肥大所見を

示す（図1）．

　心断層心エコー図所見；右室腔の拡大と一次中隔欠

損を認めた．

　以上より大動脈縮窄（CoA）を伴う心内膜床欠損症

（ECD）と疑診し，右心カテーテル検査を施行した．
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図1　胸部X線写真と心電図

　カテーテル検査の結果（表1a，図2a）：主肺動脈

圧46／12（21）mmHg，心房位で左→右短絡を認め，　Qp／

Qs：3．67，左室造影でGoose　Neck　Signと僧帽弁閉

鎖不全（Mr）および限局性大動脈縮窄を確認した．

　ECD，　Mr＆CoAと診断し，ジギタリス剤，利尿剤

の投与と02投与にて経過観察したが，体重増加不良

（80g／1ヵ月），多呼吸，肝腫大の心不全症状が持続し

たので，生後3ヵ月（入院54日目）に左心系の後負荷

軽減のためCoA縮窄部解除目的で，バルーン拡大に

よる血管拡張療法：Balloon　Dilation　Angiplasty

（BDA）を施行した．なお施行前に両親の同意を得て

行った．

　方法：右大腿動脈を露出し，カテーテル挿入前に

Heparin　1．Omg／Kgを静注，　USCI社製GrUntzig

Renal　Angioplasty　Balloon　Dilation　Catheter，4F

表　1

a）2M b）8M

Site
Pressure
（mmHg）

Sat．

（％）

Pressure
（mmHg）

Sat．

（％）

RtPA

MPA
RV
RA
SVC
IVC

LA
LV

46／12（21）

48／0

　　　　（4）

　　　　（6）

110／7Edp

89

84

75

68

68

91

90

35／17（26）

52／15（32）

53／7Edp
　　　　（7）

　　　　（7）

96／10Edp

85

86

86

84

61

74

94

FA 76／45（56）

F．R＝3．67　S．R（L－R）＝73％

F．R＝2．78　SR（L－R）ニ64．1％
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a

2M

b C

8M
図　2

表　2

Pre 3M Post 8M

1）Aortic　Pressure

　　　　　proximal

　　　　　distal

104／53（76）

69／47（70）
→

90／50（72）

84／49（69）

88／60＊

76／45（56）

2）Systolic　Pressure
　　Gradient

3）Mean　Pressure
　　Gradient

35mmHg

6mmHg

→

→

6mmHg

3mmHg

12mmHg

4）CoA径（Angio．）

　　　　　A－P

　　　　　Lateral

2㎜
3mm

→

→

4mm
5mm

5．5mm

5．Omm

Balloon　Dilatin　Pressure

＃1：3atm×3（10sec）

＃2：　5　atm×4（10sec）

＊by　Doppler　Method

　　（left　arm）

（No．004368），拡張時バルーン径5mm，長さ17mmを

使用した．初回の左室造影にて限局性CoA　2mmであ

ることを確認，カテーテルを逆行性に挿入，バルーソ

拡大前にCoAの中枢側と末梢側の圧測定と大動脈造

影を施行，その後造影剤amidotrizoate　meglumine

injectionを2倍に希釈し，バルーンを拡大，初め3気

圧10秒を3回，次いで5気圧で10秒間4回バルーソを

拡大し拡大術を試みた．施行後，術前と同様に圧測定

と大動脈造影を行った．

　結果1（表2，図3）

　BDA施行前後の縮窄部における中枢側と末梢側の

血圧とアンギオ上の縮窄部径を表2に示す．BDAの

前と後で収縮期圧較差は35mmHgから6mmHgへ，平

均圧較差は6から3mmHgへ低下した．また縮窄部の大

動脈造影所見と圧引き抜き曲線を図3に示す．CoA径

は2mmから4mm（前後像）と約2倍に拡大した．臨床

的にも股動脈は触知可能となり，術後2週目に多呼吸

軽快し，肝腫大縮小，退院した．

　経過および結果2（図4，表1b，2，図2b，　c）

　心不全のコントロールのためジギタリス剤，利尿剤

の投与下，外来にて経過観察，上下肢の血圧をドプラー

法にて2週毎に測定した．

　末梢血圧の推移を図4に示すが，BDA施行前には

上下肢血圧差58mmHgが術後20mmHgと低下，股動

脈も触知可能となり，施行後1ヵ月から4ヵ月間には

上下肢血圧差5～15mmHg，軽度の多呼吸のみ持続，

肝腫大消失，哺乳力良好となり，体重も5，100g（生後

7ヵ月）と増加した．BDA施行5ヵ月後上肢血圧（喘

泣下）の上昇を認めたので，再カテを生後8ヵ月時に

施行した，

　第2回目のカテーテル検査所見および左室造影所見

（表lb，図2b，　c）：主肺動脈圧52／15（32）mmHg，

Qp／Qsは2．78，短絡率（左→右）64．1％，僧帽弁閉鎖

不全はII度，左室造影による大動脈造影所見では縮窄

部の狭窄の進行なく，軽度の大動脈縮窄と末梢側の拡

大を認めるのみで血圧も左上肢（ドプラー法）88／60

mmHg，右下肢（穿刺法）76／45（56）mmHg，上下肢

の血圧差約12mmHgとBDAの有効性が持続してい
た（表2）．

　なお右心カテーテルによる血行動態の変化（表1）

はFlow　Ratioの減少のみであったが，第1回目のカ

テーテルの値はBDA施行1ヵ月前の成績であり，2

回目のカテーテルの結果では左房圧や左室拡張末期圧

の上昇は認めなかった．
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図3　Balloon　Dilation　Angioplasty（BDA）
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図4　上下肢血圧の推移

　　　　　　　　　　考　　按

　カテーテルの先端にあるバルーンを膨らませて，非

外科的に狭窄血管を拡大させる血管拡張療法Balloon

Dilation　Angioplasty（BDA）は1964年にDotter＆

Judkins「i）らにより動脈硬化性閉塞性大腿動脈に用い

られて以来，GrUntzigらの研究により，最近では冠状

動脈，腎動脈の狭窄性病変でPercutaneous　Trans－

luminal　Angioplasty（PTC）として広く行われ良好な
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成績を得ている12）13）．

　先天性心疾患にも同様の方法が応用されて，末梢性

肺動脈狭窄14），肺動脈弁性狭窄ユ5），肺静脈狭窄16），大動

脈遮断症の動脈管の拡大17｝で報告され，また最近では

先天性大動脈弁狭窄症にもバルーン拡大症が試みられ

臨床治験の報告がある18）．

　一方大動脈縮窄症（CoA）の血管拡張療法は1979年

にSosら5）により左心低形成を伴うCoAに対して，剖

検時にBDAの有効例の報告後，1982年手術後の再狭

窄CoA症例への臨床治験報告19），動物実験6），摘出大

動脈縮窄部への試み7），から最近では一つの治療方法

として，Lock9）やFinley1°）らの多数例の報告がみられ

る．本邦では鈴木らの開胸時にCoAへのバルーン拡

大術の治験例2°），村上らの心内膜線維弾性症合併CoA

への治験21），藤木らのCoA　Complexへのバルーン拡

大術の報告22）がみられるが，BDA後の経過観察例は少

なく8｝9）1°），ECDを伴うCoAに対する報告は本報告例

が初めてである．

　CoAに対してBDAの適応として，1983年にLock9）

らは1）CoA　Complex，2）手術後の再狭窄CoA例，

3）CoAのLong　Segment例を挙げ，成功の指標とし

て拡大術直後の圧較差の減少のみでなく，1）狭窄部の

直径の30％以上の拡大，2）術後24時間の圧較差が50％

以上低下することを提示している．本症例も狭窄部は

約2倍に，圧較差も80％以上良好に低下し，股動脈も

触知可能となり，後負荷の軽減により臨床症状の著明

な改善がみられ，早期外科的侵襲を避けえた．

　BDAによる狭窄部の拡大の病理所見として，次の

可能性が実験的6），また剖検例7），および摘出縮窄部1°）

の病理所見から考えられる．Lockらの報告では6）7），内

膜，中膜および弾性線維の断裂と中膜に出血がみられ，

2ヵ月後には大動脈壁は正常化していたと云う．Fin－

leyら1°）の臨床例では術後3週後の摘出大動脈縮窄部

の病理所見から，弾性板の断裂と内膜，中膜の損傷，

線維性変化を挙げている．故にBDA施行例では，内膜

や中膜の損傷は必発と考えられ，線維性変化による大

動脈壁の慢性の脆弱化の出現が危惧される．術後の再

狭窄や大動脈瘤の形成の危険性があるが9）1°），本例の

経過観察では図2cに図示したように瘤形成や再狭窄ー

の進行は認めなかった．

　CoA例へのBDAの成績は初めの報告例8）と異な

り，最近の報告ではその成績は不良でLockら9）は

CoA　Complex　3例中3例とも不成功，　Finleyら1°｝は

4例中3例術後1～7日後股動脈触知不良になったと

日本小児循環器学会雑誌　第1巻　第1号

云う．反対に手術後の再狭窄CoA例では成績は良

好9）23），先天性のCoAに対してBDAの適応のない可

能性を示唆している9）．新生児期の縮窄部はその組織

の弾性的性質，癩痕化形成又はJuxta　ductal　regionの

れん縮などのInfantile　CoAの組織学的特徴を不成功

の原因と考察している9）1°）．しかし本例，Sperling8｝およ

び鈴木ら2°）の成功例の年齢が2ヵ月以上の乳児例であ

り，年齢的要因が関与していることが考慮される．た

とえBDA後再狭窄の症例でも一般状態の改善が得ら

れることがあり1°），非侵襲的本方法を試みるのも，CoA

Complexの治療の一つの方法と考えられる．本例では

5ヵ月間のBDAの有効性が持続していた．以上から

我ze　eX　Balloon　Dilation　Angioplastyの適応として，

1）1ヵ月以上の大動脈縮窄複合，2）手術後の再狭窄

CoA例を考える．

　Balloon　Dilation　Angioplastyの施行方法して，

我々はSperling8）の報告に基づいて行った．我々の経

験は浅く，彼等の報告ではバルーン拡大時間が10秒と

短く，その方法に準じたが結局は良好であった．一方

Lockら9）は動物実験，臨床的経験からバルーン径の大

きさは，拡大径が縮窄部の2．5倍まで，バルーン内圧は

5～8気圧，施行時間は30～40秒，またカテーテルの

挿入時，入れ換えにガイドワイヤーの使用を強調して

いる．

　BDA施行時の注意点として，術前に縮窄部の狭窄

の程度を知るために梼骨動脈や経静脈性に大動脈造影

を行い，バルーンカテーテルが通過する程度の狭窄で

あることを確認する．バルーン径は縮窄部位の3倍以

下で，CoA径の近位部より大きくては大動脈壁の破裂

の危険性がある6），Finleyら1°）の報告では施行直後の

拡大部の穿孔の予防のために，カテーテルの再通過は

さけるべきで，拡大術後の圧測定はバルーン拡大術時

のカテーテルの引き抜き時に施行し，大動脈造影は別

ルートからの造影を強調している，またPDA合併例

の新生児ではPDAの大動脈壁附着部位の壁の弱さの

ためカテーテルによる穿孔死亡例を報告している．

　年長児で施行6時間後迷走神経反射によるショック

死の報告もあり23），術中の外科チームの待期，術後

ICUでの24時間血圧モニター，不整脈の発生の有無の

厳重な監視，管理が必要である．

　BDAの利点として，1）カテーテル検査時に施行で

き，2）全身麻酔の必要性がなく，3）非開胸的，非侵

襲的で，不成功でも外科的手術へ移行できることが挙

げられる．
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　　なお冠状動脈や腎動脈の血管拡大術の際に，術前，

術後に抗凝固療法が行われているが12）13｝，我々は術中

にHeparinを使用したのみで，術前にAspirinの投与

は行わず，術後もKanら23）の報告と同様に抗凝固療法

は行わなかった，

　　以上BDA術後5ヵ月間有効であった1例を報告し

たが，バルーソ拡大術施行例の数年後の長期予後の観

察報告例は現在文献上なく，長期間の臨床的および血

管撮影による経時的経過観察が必要である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　と　め

　　生後3ヵ月の大動脈縮窄複合の心不全児にバルーン

拡大によるBalloon　Dilation　Angioplastyを施行し，

心不全の改善，5ヵ月後の再検査でもBDAの有効性

が持続していた1乳児例を報告した．

　　今後症例の積重ね，長期予後の観察によって，バルー

ソ拡大術の安全性，有用性，外科的治療との比較，症

例の適応の問題が確立されると思われる．

　　本論文の要旨は第20回日本小児循環器学会（昭和59年6

月 松山市）にて報告した，
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Five　Months’Follow－Up　of　an　Infant　with　Coarctation　Complex

　　　　　Successfully　Treated　by　Balloon　Dilation　Angioplasty

Eisuke　Otabe，　Osamu　Nose　and　Hidekazu　Nakanoin

Department　of　Pediatrics，　Kyoto　First　Red　Cross　Hospital

　　　Two　months　old　male　infant　with　a　murmur，　absent　femoral　pulses，　and　congestive　heart　failure

（CHF）was　referred　to　our　division　from　a　physician　on　July，　25，1983．

　　　Systolic　blood　pressure　was　138　mmHg　in　the　left　arm　and　801nmHg　in　the　left　leg　by　Doppler

method．

　　　Cardiac　catheterization　comfirmed　a　localized　coarctation　of　the　aorta　associated　with　endocardial

cushion　defect　and　mitral　regurgitation．

　　　In　spite　of　conventional　therapy，　failure　to　thrive　and　tachypnea　were　continuously　noted．

　　　At　3　months　of　age，　balloon　dilation　angioplasty（BDA）was　performed　from　right　femoral　artery

with　GrUntzig　renal　angioplastic　catheter（4F．　balloon　diameter　5　mm，　length　17　mm）．

　　　The　balloon　was　inflated　by　hand　over　10－seconds　with　half－strength　amidotrizoate　meglumine　injec－

tion　to　5　atm．　measured　with　use　of　a　gauge．　This　procedure　was　repeated　to　4　times　every　l　min．

　　　An　aortogram　soon　after　BDA　showed　a　2－fold　dilatation　of　the　coarcted　segment．　Systolic　gradient

across　the　narrowed　area　decreased　from　35　to　6　mmHg　with　mean　systolic　gradient　from　6　to　3　mmHg．

The　procedure　was　well　tolerated　and　femoral　pulses　became　palpable．

　　　His　pressure　difference　between　upper　and　lower　extremities　decreased　to　20　mmHg　without　any

CHF　sign　two　weeks　later，　He　was　discharged．

　　　At　follow－up　study，　systolic　pressure　difference　between　upPer　and　lower　extremities　remained　5－

15mmHg　and　body　weight　gain　was　relatively　good．

　　　Repeat　catheterization，　five　months　after　the　dilatation　showed　systolic　gradient　12　mmHg　across

the　coarcted　segment　of　aorta　without　forming　of　aortic　aneurysm　and／or　restenotic　coarctation．

　　　We　believe　that　balloon　dilation　angioplasty　is　an　effective　and　non－surgical　useful　method　for　in－

fants　with　coarctation　of　the　aorta．
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