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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　7例の肺動脈狭窄症（肺動脈弁狭窄5例，ファロー四微症術後1例および肺動脈分枝狭窄1例で，年

齢範囲は3ヵ月から11歳の男児2例，女児5例）に対してballoon　valvuloplastyおよびangioplastyを

行なった．肺動脈弁狭窄の5例では術前後で右室圧は61±12から37±11mmHgおよび圧較差は40±9か

ら術後14±5mmHg（p＜0．01）へと改善した．そのうち肺動脈弁輪径が20mm以上であった2例にはダ

ブルバルーソ法を用いた．術後に肺動脈弁閉鎖不全を1例に，大腿静脈の損傷を1例に認めた以外に大

きな合併症はなかった．ダブルバルーソ法を用いた2例では体血圧低下および徐脈の程度が軽度であっ

た．術前後に計測した両心室容積および駆出率は有意な変化はなかった．また，心電図では術後QTc時

間，QRS時間などが延長したが，術後24時間には全て術前値にもどり，一過性であった．ファロー四徴

症術後例では肺動脈弁狭窄に漏斗部狭窄を合併していたため有意な圧較差の減少はなかった．一方，両

大血管右室起始症例のBlalock・Taussig術後に出現した肺動脈分岐狭窄に対しては術前の狭窄部径4．5

mmから5．5mmへと拡張した．

　balloon　valvuloplastyおよびangioplastyは先天性の肺動脈狭窄症に対して有用な治療法であると思

われる．特に肺動脈弁狭窄症に対しては安全で外科治療に代る治療法として注目すべきである．しかし

10～20年以上の長期予後については現在のところ不明であり，検討を要する．

　　　　　　　　　はじめに

　近年，欧米ではカラードプラー心エコーの出現によ

り先天性心疾患の診断技術が向上し，従来診断的に行

われていた心臓カテーテル検査が次第に治療的な意味

合いをもつようになってきた．これはいわゆるinter－

ventional　catheterizationとよび，肺動脈弁狭窄（pul－

monary　valve　stenosis：PVS）や大動脈弁狭窄などに

対するballoon　valvuloplasty（BV），大動脈縮窄や肺

動脈分枝狭窄に対するballoon　angioplasty（BA），動

脈管開存に対するumbrellaカテーテルによる非開胸

的閉鎖術，金属コイルによるcoil　embolizationなどを
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含む1）一一8）．中でもBVおよびBAは技術的にもそれほ

ど難しくはなく，安全にできるため盛んに行われるよ

うになってきた．特にPVSでのBVの報告が最も多
い9）一’19）．しかし，本邦での報告は極めて少ない2°）一一23）．

　最近，筆者らは7例の肺動脈狭窄（うち1例は肺動

脈分枝狭窄に対するBA）にBVおよびBAを行ない

良好な結果を得た．孤立性のPVSの5例に対しては

BV前後に両心室容積および駆出率を測定し，　BVの

両心室の収縮期機能に及ぼす影響について，更にBV

後の心電図変化についても合せて検討したので文献的

な考察を加えて報告する．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は1988年1月から6月までに当院に入院精査

し，BVあるいはBAを行なった7例である．年齢範囲
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は3ヵ月から11歳の男児2例，女児5例である．その

うち女児5例は合併心奇形のない純型PVSである．

1例はファロー四徴症で2歳時に心室中隔欠損の閉鎖

および漏斗部心筋切除による右室流出路形成術を行

なっており，施行時には短絡量の少ない心室中隔欠損

が残存し，かつPVSおよび漏斗部狭窄を合併してい

た（症例6）．この症例には弁狭窄および漏斗部狭窄に

対してballoon　dilatationを試みた．残りの1例（症例

7）は肺動脈低形成を合併した両大血管右室起始症の

Blalock－Taussig短絡術の後出現した肺動脈分枝狭窄

に対してBAを行なった．全例，　BV，　BAの方法およ

び安全性については母親あるいは父親に十分説明した

後に承諾を得た．

　balloon　valvuloplastyおよびballoon　angioplasty

の方法

　BV中の麻酔に関しては通常の心臓カテーテル検査

時とは異なり，絶対安静が必要と考え，検査30分前に

硫酸アトロピン0．01～0．02mg／kgを筋注した後，

Ketamine　5mg／kgを筋注した．更にBVを行なう直

前にKetamine　1～2mg／kgを追加静注した．

　心臓カテーテル検査は右鼠径部から大伏在静脈を

カットダウンし，通常の方法で圧および酸素飽和度の

測定を行った．PVSの場合は術前に右室造影を正側面

にて行い，肺動脈弁および右室の形態を観察した．ま

た術後にも同様に右室造影を行ない術後の弁形態や右

室の機能などを観察した．バルーソカテーテル（Medi－

tech社およびMansfield　Scientific社，　USA）大伏在

静脈より挿入するのが不可能の時は，更に大腿静脈を

カットダウンし挿入した．最初に先穴の圧測定用バ

ルーンカテーテルを左肺動脈の末梢に挿入し，ガイド

ワイヤーを留置してから抜去した．次にそのガイドワ

イヤーを用いてバルーンカテーテルを肺動脈弁輪まで

挿入した．バルーンには76％ウログラフィンと生理食

塩水を1二3の割合で混合し注入した．BVはバルー

ンのinflation－deflation　cycleを10秒以内に止めるよ

うにして，透視下でバルーンの中央にできるくびれ

（waist）の消失をめやすに行なった（図1）．うち2例

は術中，透視に加えて心エコーで同時に観察した．ま

た最初の2例を除いて他の症例では，気圧計を用いて

4～5気圧に保つようにした．BAを行なった肺動脈

分枝狭窄の症例では，径5mmのバルーンをもった5F

の腎動脈形成術用のバルーソカテーテルを用いて試み

た．BVあるいはBA後に再度圧測定および造影を行

いその効果判定を行なった．術後はカットダウンした
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図1　症例2のballoon　pulmonary　valvuloplasty．肺

　動脈弁輪部と思われる部位に一致してバルーンのほ

　ぼ中央にくびれ（waist）がみられる．

図2　右室造影による弁輪径の計測．原則として側面

　像を用いて矢印に示すhinge　point間を計測する．

　矢印はバルサルバ洞を含まない弁の付着部間の距離

　を表す．

静脈を6－0プロリン縫合糸にて巾着縫合した．

　使用したバルーンカテーテルのバルーンサイズの決

定は術前に行う心エコーおよび右室造影から弁輪径を

計測し，それと同サイズから140％大のバルーン径を

もったものを選んだ．心エコーでは短軸にて右室流出

路が描出できる部位で，肺動脈弁の付着部（hinge

point）間を計測し，『また術前に行なう右室造影側面像

をビデオテープから同様に弁輪径を計測した．肺動脈

分枝狭窄の場合は肺動脈造影により狭窄部径を計測

し，その120～130％大のバルーン径をもったバルーン

カテーテルを選んだ（図2）．

　ダブルバルーンを用いる時は図2に示す様に，弁輪

径から弁輪の周囲および断面積を計算しそれとほぼ同
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じサイズのカテーテルの組合せを選んだ（図3）．

　心室容積及び駆出率の計測法

　PVS　5例に術前後の両心室容積および駆出率を計

測した．最初に右室造影から右室拡張末期および収縮

末期をトレースし，その後左心系に灌流し鮮明に造影

された左室を拡張末期および収縮末期をトレースし

た．左室容積はarea－length　method，右室容積は

Simpson’s　ruleを用い計測した．得られた心室容積値

は術前後で増加率（後／前×100）％として表した．

　術中および術後の心電図変化

　PVS　5例についてはBV中に四肢（1，　II，　III）と

バルーン径をR1，　R2　mmとした時，

面積≒9（R12＋R22）＋Z（R1＋R・）・mm・

周囲長≒き（R1＋・・）＋2（R12＋R22）mm

同サイズのバルーンを用いた時はRl＝R2として

面積≒（Z乙＋14）R2　mm2

　円周長≒（π＋2）Rmm

図3　ダブルバルーン法を用いる時のバルーン径と弁

　輪面積および円周の長さとの関係

日本小児循環器学会雑誌　第4巻　第3号

V5誘導および術後L12および24時間に12誘導心電図

を記録した．それぞれについてPQ，　QRS，　QTc（＝

corrected　QT）時間，　Rvl＋Sv5／Sv1＋Rv5比，　V1の

T波の高さ，V1とV5のR／S比およびQRS軸などに

ついて検討した．

　BV前後の圧，左右心室容積および駆出率の変化に

ついての差の検定についてはpaired　t検定を用い，心

電図変化については分散分析法を用いて比較した．p

（危険率）は0．05以下を有意とした．

　　　　　　　　　　成　　績

　（1）肺動脈弁狭窄に対するballoon　valvuloplasty

　症例1～5の合併奇形のないPVSでは，術前の右

室圧および右室肺動脈圧較差はそれぞれ61±12

mmHgおよび40±9mmHgから術後は37±11mmHg
および14±5mmHg（p〈0．01）と減少した．また肺動

脈圧は21±6mmHgから23±7mmHgへと増加傾向に

あった（表1）．特に圧較差の減少は術前の圧較差が大

きいもの程著明であった．右室造影での肺動脈弁形態

は，術前では5例とも典型的な肺動脈弁のドーミング

を認めたが，術後には5例中2例はドーミングの程度

が軽快した．症例4および5はダプルバルーソ法を使

用し，同様に圧較差の減少を認めた（図4）．症例2は

心エコーにより二尖弁であることが確認されていた

が，術前圧較差55mmHgから術後10mmHgへと減少
し，有効であった．

　合併症については1例に術後のドプラー心エコーに

て軽度の肺動脈弁閉鎖不全を，1例に大腿静脈損傷を

認めた．大腿静脈の損傷はバルーンカテーテルの挿入

および抜去に伴う静脈の裂開による出血であり，6－0プ

表1　balloon　pulmonary　valvuloplastyをおこなった肺動脈弁狭窄例の圧およびバルーン径

症例
年齢，

　性
RV圧

（mmHg）
PA圧

（mmHg）
圧較差

（mmHg）
心係数

L／min／m2
弁輪径
（mm）

バルーン径
径／長さ PRの有無

1 10 前 52 15 37 5．44 17 18／3

女 後 35 25 10 4．14 一

2 3 前 75 20 55 5．30 15 18／3

女 後 22 12 10 4．40 十

3 8 前 47 17 30 4．16 17 20／3

女 後 37 22 15
一 一

4 7 前 60 24 36 5．05 23 15／3＋10／3

女 後 54 32 22 4．59 一

5 11 前 70 30 40 4．33 26 15／3＋18／3

女 後 38 26 12 3．50 一

平均 前 61±12 21±6 ＊40±9 ＊ 4．86±0．58

後 37±11 23±7 14±5 4．16±0．48

＊前vs後p＜O．Ol　BVに用いたカテーテルのサイズは全例9Fである．
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表2　balloon　pulmonary　valvuloplasty施行前後の心電図変化

術　前 術　中 術後1時間 24時間 48時間

PQ時間（sec） 0．13±0．02 0．13±0．01 0．13±0．01 0．12±0．02 0．12±0．02

QRS時間（sec） 0．07±0．01 ＊0．10±0．02 0．07±0．01 0．07±0．01 0．07±0．01

QTc時間（sec） 0．40±0．02 申0．43±0．03 ＊0．44±0．03 0．42±0，02 0．42±0．03

R／S比（V1） 0．50±0．26 一 0．62±0．17 0．53±0．22 0．57±0．26

R／S比（V5） 3．7±1．9 2．6±1．3 4．6±3．1 6．3±5．4 4’5±4．1

RV1十SV5 0．41±0，2 0．42±0．1
SV　1十RV5

0．38±0．1 一
＊0．46±0．1

T波高（V1）（mV） 4．0±12 一
3．3±1．0 3．4±L3 ＊2．6±0．6

QRS軸（°） 85±6．5 一 88±11．6 83±9．1 83±8．4

＊vs術前値はp＜0．05
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図4　症例5のダブル・ミルーン法．同様にwaistが認

　められる．
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ロリン血管縫合糸にて縫合し止血した．術中には全例

低血圧，徐脈が出現したがいずれも一過性であった．

しかしダブルバルーンを用いた症例の血圧低下および

徐脈の程度は軽度であった．そのうち1例に術中2本

のバルーンカテーテルのうち1本が破裂したが全身状

態には変化なかった．その他の症例のバルーンカテー

テル破裂はなかった．

　心室容積および駆出率について

　術後の左室および右室拡張末期容積の増加率はそれ

ぞれ98±17％，102±20％であり，術前後で有意な変化

はなかった．同様に左室駆出率は術前後で74．5±3．9％

から73．7±7．7％，右室駆出率は65．5±6．1％から

66．3±4．6％へと変化したが，いずれも有意な変化では

なかった．すなわちBVは心室の収縮期機能には大き

な影響を及ぼさないと思われる．

　心電図変化について

　PQ時間，　V1とV5のR／S比，　QRS電気軸などは有

意な変化を示さなかったが，表2に示すようにQRS

］
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図5　症例7のballoon　pulmonaly　angioplasty．術

　前にBTシャントの近位部の狭窄がみられる．狭窄

　部径は4．5mmから5．5mmへと拡張した，

4

時間はBV中に，　QTc時間はBV中および術後1時間

で延長した．RV1＋SV5／SV1＋RV5は術後1時間で有

意に増加した．また，V1のT波高は術後48時間で有意

に低下した．QRS時間，　QTc時間の延長およびRV1＋

SV5／SV1＋RV5の増加は一過性であった．
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　（2）ファロー四徴症の術後例に対するballoon　dila・

tation

　症例6は弁および漏斗部狭窄の両方に対して行なっ

た．術前の右室，漏斗部および肺動脈収縮期圧はそれ

ぞれ43，25および15mmHgであった．また肺動脈弁輪

径は14mm，および漏斗部狭窄径13mmで，バルーン径

15mmの・ミルーンカテーテルを用いた．術後にドプ

ラー心エコーで測定した圧較差は40mmHg以上とほ

とんど変化していなかった．また術後の右室造影でも

明らかな変化はなく無効と判定した．

　（3）末梢性肺動脈狭窄に対するballoon　angioplas－

ty

　症例7は両大血管右室起始症に肺動脈低形成を合併

した症例である．新生児期に右側Blalock－Taussig短

絡術を施行し，生後3ヵ月時の肺動脈造影にて肺動脈

本幹とBT吻合部との間に中等度の狭窄を認めたた

め本法を行なった．術前の狭窄部径は4．5mmで，・ミ

ルーン径5mmの腎動脈狭窄拡張用のバルーンカテー

テルを用い，4気圧で2回試みた．術後の狭窄部径は

5．5mmと拡張した（図5）．

　　　　　　　　　　考　　案

　肺動脈狭窄について

　本症に対する最初のBV成功例は，1982年にKanら

により報告された9）．それ以後欧米では多数の報告が

ある10）～19｝24）25）．それらによるとほとんどの例で圧較差

の著明な減少を認め，1～2年のフォローアップ期間

ではその圧較差は持続していた．Walllo｝らによれぽ33

例の本症にBVを行ない，　BV直後では圧較差85±35

mmHgから27±15mmHgへと減少し，さらに5ヵ月

から16ヵ月後の圧較差は23±12mmHgであったと報

告した．また，本邦では現在のところ横地2°），梅沢21）お

よび簡22）らの報告があり，いずれも圧較差40～100

mmHgから10－40mmHg　eRの減少を認めており，

その有効性についてはほぼ一致している．筆者らの症

例は従来の報告と比較すると術前の圧較差が軽い症例

が多かったが，全例心電図変化があり，また心エコー

でも肺動脈弁のドーミング形成や弁尖の肥厚などの形

態変化を認めたためBVを行ない，有効であった．　BV

の適応については筆者らの考えとしては圧較差30

mmHg以上又は右室圧50mmHg以上としている．従

来外科的手術が必要ないとされている圧較差30～50

mmHgの軽症PVSであっても心電図変化や心エ
コーでの肺動脈弁の形態異常，心筋肥厚などを認めた

場合には，本法の安全性は高いため，行なうべきと考
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えている．一方，最近では新生児の重症PVSに対し

BVを行ない有効であったとの報告24）25）やチアノーゼ

の強い乳児期のファロー四徴症に症状の改善を目的に

BVを行なったとの報告26）がある．しかしこれらの症

例に対するBVの適応は症例の集積を待って検討す

べきと考える．

　BVによる圧較差減少の病理学的機序はバルーンに

よる肺動脈弁輪の拡大による弁交連部の亀裂分離，弁

自体の裂開あるいは弁付着部の剥離などによると考え

られている1°）．従って弁自体に強い損傷がある場合に

は術後に肺動脈弁閉鎖不全を生じる可能性が高い．

　使用すべきバルーンサイズは本法の成否を決定する

ので慎重に選択すべきである．筆者らの方法はまず術

前に行なった心エコーおよび右室造影より弁輪径（肺

動脈弁の付着部間の距離＝hinge　point）を正確に計測

する．次に右室流出路の損傷を最小限に止めるため，

最初に弁輪径と同サイズのバルーンカテーテルを用い

て試みる．もしバルーンのwaistが見られず，また圧

較差の減少を認めない場合は弁輪径の約130～140％の

バルーンサイズに代えて再度試みるようにしている．

筆者らの症例でも明らかなwaistが見られた場合には

圧較差の改善が著しかった．Ringら18）によれぽ150％

以上の大きいサイズのバルーンを用いた場合は右室流

出路の心内膜に広範な出血を生じると報告している．

したがって弁輪径の100～130％程度のバルーンサイズ

が適当と思われる．また症例4と5は弁輪径がそれぞ

れ23，26mmであったためダブルバルーンを用いた．

ダブルバルーソのサイズは図3に示す計算式から決定

したが，その際にも弁輪径の正確な計測が必要である．

　BVの合併症については肺動脈弁閉鎖不全，一過性

の徐脈や体血圧低下，心室性期外収縮，QT延長27）およ

びaccelerated　idioventricular　rhythm等の不整脈の

出現，カテーテルによる血管損傷あるいは痙李などが

報告されているがいずれも重篤なものはない9）一’25）．現

在までの報告ではBV後に肺動脈閉鎖不全の生じる

頻度は20％以下である9）一’25）．著者らの症例では術後に

行なったドプラー心エコーで確認し得た肺動脈弁閉鎖

不全は1例に認めたのみであった．また左右心室容積

測定では術後に心室末期容積の上昇や駆出率の低下は

認めず，また心電図変化もQTcやQRS時間の延長な

どを一過性に認めたのみであり，BVは心室機能には

大きな影響を及ぼさないと思われる．しかし大きめの

サイズのバルーンカテーテルを使用した症例では，前

述した右室流出路の損傷が起こっている可能性がある
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ので，今後は右室造影上の局所壁運動異常やホルター

心電図の変化なども合せて詳細に検討すべきであろ

う18）．また今回の検討ではFick法により求めた心係

数はBV後に有意に減少していたが，過去の報告では

ほとんどの例で有意な変化をみない様であり，熱希釈

法などの正確な測定法を用いて検討する必要があるか

と思われる．

　ダブルバルーソを用いた症例4および5は徐脈や体

血圧低下の程度が軽い様に思われた．これはバルーン

間の隙間からの血流によって体血圧が保たれていた可

能性が考えられる．最近，Saurez　de　lezoら28）は肺動

脈弁狭窄のBV中に左室造影を行ない，卵円孔開存が

あると左室容積および左室圧の低下が少ないと報告し

た．従って術前の心エコーにより卵円孔の有無を確認

し，完全に閉鎖している症例にはダプルバルーソを用

いることにより体血圧低下，不整脈などの出現を防ぐ

ことができるかと思われる．

　末梢性肺動脈狭窄および弁下部狭窄について

　末梢性の肺動脈分岐狭窄に対するBAの報告は少

ない．Boston小児病院のDr．　Lockらは情熱的に本症

に対するBAの研究を行ない，彼の成書の中でその手

技について詳しく述べている1｝．彼らは新生児のヒツ

ジ9匹を用いて肺動脈分枝狭窄を作製し，BAを行な

い狭窄部の病理組織および自然歴について検討し

た29）．それによると全例圧較差は減少し，その病理所見

は内膜から中膜にかけて赤血球の集積を伴う多数の直

線状の亀裂を認めた．しかし2ヵ月後には内膜の亀裂

は完全に回復していた．実際の臨床例での検討は少な

いが，Ringら3°）は24例の本症に延べ52回行ない26回

（50％）は成功し，残りの50％は不成功であったと報告

した．また不成功の因子として不適当なバルーン径，

2歳以上の症例あるいは孤立性の肺動脈分枝狭窄など

を挙げている．その中の1例は肺動脈破裂のため出血

し死亡している．Rocchiniら31）も13例の本症に対して

BAを行ない5例は成功，7例は不成功であったと報

告し，以前に施行したBlalock－TaussigやWater・

stone短絡手術により出現した狭窄は有効ではない事

を強調した．いずれの報告もその有効性についてはま

だ不満足な結果であるように思われる．筆者らの症例

ではBlalock・Taussig手術後の狭窄であったがほぼ

満足した結果が得られた．従来の報告では狭窄部の3

ないし4倍径のバルーンを使用しているが動脈破裂や

動脈瘤などの発生の危険性を考えると小さめのバルー

ンを用い，内膜および中膜の損傷が完全に修復される
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と考えられる6～12ヵ月後に再度BAを行なうのが

安全であるかと思う．漏斗部狭窄の様な筋性の肥厚に

よる狭窄に対しては本法は悲観的であるようである．

一過性に拡張してもまたすぐに元に戻ってしまうとの

報告がある1）．従って肺動脈および大動脈弁下狭窄の

ような筋性狭窄に対しては現在のところその適応はな

いと思われる．

　　　　　　　　　　ま　と　め

　欧米ではPVSに対するBVは外科手術に代る方法

として既に広く受け入れられている．しかし本邦では

いまだ十分に検討されていない．今回の検討から術前

の心エコーおよび右室造影により正確に弁輪径を計測

し，適切な・ミルーソ径を選択すれぽ大きな合併症なく

安全に施行できると思われる．しかし10～20年以上の

長期予後については現在のところ不明である．また肺

動脈分枝狭窄や漏斗部狭窄などについてもさらに検討

を要する．
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Percutaneous　Balloon　Valvuloplasty　and　Angioplasty　for
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　　　　　　　　　　Masazumi　Iwahara，　Keijiro　Yabuta　and　Atsushi　Tanaka＊
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　　　Percutaneous　balloon　valvuloplasty（BV）was　performed　in　5　consecutive　patients　with　congenital

pulmoanry　valve　stenosis（PVS）with　no　associated　cardiac　defects　and　in　a　patient　with　post　operative

tetralogy　of　Fallot．　Percutaneous　balloon　angioplasty（BA）was　also　pe㎡ormed　in　a　patient　with

peripheral　pulmonary　arterial　stenosis　which　developed　following　Blalock－Taussig　shunt　procedure．

The　patients　were　3　months　to　l　l　years　old（male　2，　female　5）」n　5　patients　with　isolated　PVS，　right

ventricular　pressure　decreased　from　61±12　to　37±11　mmHg　and　peak　systolic　pressure　gradient

from　40±9to　14±5mmHg（p＜0．01＞．　Mild　pulmonary　regurgitation　was　noted　in　l　patient　and

femoral　vein　was　compromised　in　l　patient．　Double　balloon　technique　was　used　in　2　patients　with　PVS，

whose　annulus　size　were　more　than　20　mm．　In　addition，　the％changes　of　right　and　left　ventricular

volumes　and　ejection　fraction　were　not　significant　after　BV．　Electrocardiographic　measurements　after

BV　showed　transient　prolongations　of　corrected　QT　and　QRS　intervals．　In　patient　with　tetralogy　of

Fallot，　the　pressure　gradient　remained　unchange　despite　the　adequate　size　of　balloon　diameter　was

used．　Peripheral　pumonary　arterial　stenosis　was　successfully　dilated　from　4．5　to　5．5　mm　in　diameter．

　　　These　results　suggest　that　BV　and　BA　can　be　effective　for　congenital　pulmonary　stenosis　instead

of　surgical　treatment．　However，　the　long・term　prognosis　over　10　to　20　years　remains　unknown．
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