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Balloon　Pulmonary　Valvuloplastyによる

右室流出路および肺動脈弁の形態変化
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Balloon　Pulmonary　Valvuloplasty（BPV）を34例の先天性肺動脈弁狭窄に対し行った．33例に有効

な治療法であった．異形成弁の1例は無効であった．Balloon径は肺動脈弁輪径より20～50％増のものを

使用した．

　BPV前に右室肺動脈圧較差が，とくに100mmHg以上の症例ではBPVが関与したと考えられる二次

的な右室流出路狭窄がBPV直後にBPV前よりも増強して認めたが，それはBPV　1年後にはBPV前

よりも改善を認めた．断層心エコー図でBPVによる二次的右室流出路狭窄はBPV後1～3ヵ月に消退

した．右室中隔壁の限局性心筋肥厚をBPV前から認めた2例は，1年後の断層心エコー図および右室造

影側面像でも認めた．

　断層心エコー図および右室造影側面像でBPV前に肺動脈弁のドーム形成を認めた症例はBPV後に

ドーム形成は消退した．断層心エコー図で肺動脈弁交連部の分離を1例に弁の裂開を2例に認めた，

BPV後に心房中隔欠損の根治手術をした1例では肺動脈弁の裂開を認めた．　BPVは開胸手術による弁

形成術と同等の効果が期待できる．BPV直後に二次的な右室流出路狭窄が出現しようと長期のフォロー

アップ・スタディでは問題にはならない．しかしながら，右室中隔に限局性心筋肥厚を認める年長児で

は，長期的なフォローアップが必要であろう．

　　　　　　　　　はじめに

　先天性肺動脈弁狭窄に対する経皮的Balloon　Pul・

monary　Valvuloplasty（以下BPVと略す）は，1982

年，Kanが臨床報告をして以来1），その有用性と安全性

が多くの施設で認められ1）‘“17），広く治療法として浸透

しつつある．

　我々は今までに34例の肺動脈弁狭窄にBPVを試み

33例に有意の右室圧の低下を認めた，さらに経過を追

うことに右室圧低下が改善し長期的にもその有用性が
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確認された．しかし，一一部の症例でBPV直後に右室肺

動脈圧較差は改善するが，駆出性収縮期雑音が増強し

たり，右室造影で一過性に右室流出路の狭窄が増強す

る症例が観察された．そのため，今回，我々はBPVが

もたらす右室流出路の形態変化と肺動脈弁の形態変化

について，断層・ドプラ心エコー図および心臓カテー

テル検査・右室造影所見から観察し，それが臨床的に

どの様な意義を持つのかについて検討した．

　　　　　　　　対象および方法

　1984年6月から過去4年7ヵ月の間に34例の肺脈動

脈弁狭窄にBPVを施行した．　BPV施行により右室肺

動脈圧較差の改善を認めた33例とBPVが有効でな
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かった異形成弁の1例の計34例を対象とした．BPVが

有効であった33例の内訳は，BPV前の右室肺動脈圧較

差が100mmHg以上が7例，99～50mmHgが17例，

49～23mmHgが9例である．フォローアップ期間は

BPV施行後4年以上が2例，3年から4年未満が6

例，2年から3年未満が6例，1年から2年未満が10

例，1年未満が7例であった．2例はBPV後2年以降

のフォローアップが中断した．

　断層心エコー図により肺動脈弁の形態と右室流出路

の形態変化を観察した．右室長軸断面で肺動脈弁の肥

厚の有無・ドーム形成の有無と程度，弁輪径の計測，

主肺動脈のpost－stenotic　dilatationの有無を観察し

た．また同部位に探触子を置き，ビームを少し右室心

尖部方向に向けると右室流出路が画像の中央に描出さ

れる，その断面で右室流出路心内膜の収縮期最小径

（A）を測定後，Aを基準として同部位の拡張期最大径

（B）を測定し，B／Aを右室流出路の狭窄度（Infun・

dibular　ratio）を算出した．肺動脈弁短軸断面は，右

室長軸が抽出される部位より探触子を1または2肋間

頭側に位置させビームを左外側に軽度振り抽出を試み

た．パルスドプラ心エコー図で，サンプルボリュウム

を肺動脈内に置いて得られる最高流速から簡易ベル

ヌーイ法を用いて右室肺動脈圧較差を算定した．同時

203－（3）

に，サンプルボリュウムを肺動脈内から右室流出路・

右室流入路に沿って移動させて肺動脈弁逆流の程度を

も観察した．カラードプラ心エコー図による肺動脈弁

逆流の程度も観察した．使用した心エコー機器はアロ

カ社製でカラードプラ機能を有するSSD870とhigh

pulse　repetition　frequency　Doppler機能を有する

SSD730を使用した．使用した探触子は，断層心エコー

図およびカラードプラ心エコー図には5MHz，パルス

ドプラ心エコー図には2MHzである．

　BPV前後およびBPV　1年後の右室造影側面像で

右室流出路形態評価を行った．右室造影側面像で右室

流出路の収縮最小内径（A）を測定後に同部位の拡張期

最大内径（B）を測定し，断層心エコー図同様にInfun・

dibular　ratioを算出し検討した．造影時に心室性期外

収縮が出現した症例においては，Infundibular　ratioの

測定は不能とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．右室肺動脈圧較差の推移

　BPVが有効であった33例のBPV前の右室肺動脈

圧較差は70．3±31．2mmHgからBPV直後には
28．7±16．3mmHg（p〈0．0001）と有意な低下を認め

た．パルスドプラ心エコー図から求めた右室肺動脈圧

較差と心臓カテーテルで測定した収縮期右室肺動脈圧

PA－RVSPG

mmH9

t50
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lnitial　　　immediately　　l　year　after　immediate［y　　2　years　after　3　years　after　4years　after
　　　　after　BPV　　　　　　　BPV　　　　after　2nd．BPV　　　　　BPV　　　　　　　BPV　　　　　　　　BPV

　　　　　　　　　　　図1　右室肺動脈圧較差の推移

全例BPV直後PA・RVSPGは低下した．　PA－RVSPGはBPV直後よりBPV　l年後
にはさらに改善する．BPVが有効であれぽ再狭窄は認めない．★の3例は，肺動脈弁

輪径より径の小さいバルーンを使用したため2度BPVを施行した．しかし2度目の

BPVは弁輪径より大きいバルーソを使用し，以後の経過は良好である．全ての症例で，

全ての時期にパルスドップラ心エコー図を記録した．ここに示す圧較差はBPV前，直

後と後1年目の一部は心カテーテルでの評価を示す．他の圧較差の推移はパルスドプ

ラー心エコー図で評価した．

PA－RVSPG；pulmonary　artery・right　ventricular　systolic　pressure　gradient
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較差には非常に良い相関が得られることより18），BPV

後の右室肺動脈圧較差の推移はパルスドプラ心エコー

図で行った．BPV　1年後の経過観察のできた26例の右

室肺動脈圧較差は，BPV前71．9±29．4mmHgから

日本小児循環器学会雑誌　第5巻　第2号

BPV直後には30．3±17．5mmHg（p＜0．001）と有意に

低トし，さらにBPV後1年目には19．0±8．5mmHg

と，圧較差はさらに低下していた．

　BpVが有効であった症例は，　BPV後パルスドプラ
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左L段：2尖弁の交連部分離を認めた．右上段

左下段；2尖弁の前尖中央部に裂開を認めた．右下段：心房中隔欠損合併例の術中所

見を示す．2尖弁の前尖中央部の裂開を認めた．

図2　肺動脈弁の形態変化

　　　　　　　；2尖弁の前尖中央部に裂開を認めた．
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　　　図3　異形成弁の断層心エコー図（左図），術中所見（右図）である．

本症例は術前，右室肺動脈圧較差は82mmHg存在したが，断層心エコー図では主肺動

脈のpost－stenotic　dilatationは認めず弁輪径は11mmと狭小化を示していた．また

ド・一ム形成は認めなかった．術中所見，肺動脈弁はmyxomatousを示した．

RV；right　ventricule　PA；pulmonary　artery
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心エコー図で圧較差を経時的に計測したが再狭窄を示

す症例はなかった（図1）．

　II．肺動脈弁の形態変化

　断層心エコー図，右室長軸断面でBPV前に肺動脈

弁のドーム形成を認めた症例は，BPV後にドーム形成

は消退し肺動脈弁の可動件が改善された．断層心エ

コー 図による肺動脈弁横断面の形態評価は3例で可能

であった．二尖弁の弁交連部分離を1例，二尖弁の前

尖中央部の裂開を2例に描出できた（図2）．

　心房中隔欠損合併例で，最初にBPVを施行し1カ

月後に開心術による心房中隔欠損閉鎖術を施行した1

例がある．その症例で，術中に肺動脈弁を観察すると

BPVによる二尖弁の前尖中央部に裂開を認めた（図
2）．

　BPVが不成功に終わり，開胸手術で術中に異形成弁

と確診できた1例がある．その症例の断層心エコー図

の特徴として，①肺動脈弁の可動性が乏しく，②弁の

肥厚が均一でなく，③弁輪径が狭小化していて，④主

肺動脈のpost－stenotic　dilatationを認めなかった（図

3）．

　右室造影側面像による弁形態評価は，断層心エコー

図同様にBPV直後にはドーム形成は消退し，弁の・∫

動性も良好となった．異形成弁も断層心エコー図と同

様に弁の可動性に乏しく，弁の肥厚は均一でなく，弁

輪径の狭・」・化，主肺動脈のpost－stenotic　dilatationを

Systole

Diastole

Balloon　Pulmonafy　Valvuloplasty
　　　　　　　　T．Oni2uka　861855

Before Immediately　after　l　year　after

図4　左図はBPV前・中央はBPV直後・右図はBPV
　1年後の右室造影側面像である．

　上段は収縮期，卜段は拡張期である．Infundibular

　ratioはBPV前には10．0でありBPV直後には
　14．0と増強したが，1年後には2．63と著明に改善し

　た．右室中隔壁の限局性肥厚を，BPV前・直後およ

　び1年後にも認めた．

＃871079
Diastole

Systole

BefOfe Immediately　after lyear　after

図5　左図はBPV前・中央はBPV直後・右図はBPV　1年後の右室造影側面像であ

　る．上段は拡張期，下段は収縮期である．Infundibular　ratioはBPV前には2．17で

　あったが，BPV直後には6．25と著明に増加し，1年後には2．05と改善を認めた．右

　室中隔壁の限局性肥厚を，BPV前・直後および1年後にも認めた．
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認めなかった．

　III．右室流出路形態変化

　1．右室造影側面像による検討

　BPV前・直後および1年後に右室造影でlnfun・

dibular　ratioが評価可能であった症例は9例である．
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　　　　図6　図4と同症例の圧曲線である

上段はBPV前，中央はBPV直後の，下段はBPV　1

年後の圧曲線を示す．BPV前には右室圧は140／14

mmHg，左室圧は95／9mmHgであり，右室収縮期圧は

著明な高値を示した．右室拡張期圧も14mmHgと高値

であった．BPV直後には右室圧は105／15mmHgに改

善した．しかし，BPV直後の肺動脈右室引き抜き圧曲

線では右室流出路狭窄の圧所見を示した．BPV　1年後

には右室圧は60／20mmHgと収縮期圧の改善を認めた

が，拡張期圧は20mmHgと高値であった．また，　BPV

直後と同様に引き抜き圧曲線で右室流出路狭窄所見を

示した．

RV；right　ventricule，　LV；left　ventricule，　AO；

aorta，　PA；pulmonary　artery，　RVOT；right
ventriCular　OUtflOw　traCt
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そのInfundibular　ratioの経時的変化はBPV前で

3．5±2．5，BPV直後で4．2±3．9，　BPV　1年後は1．7±

0．3であった．paired　t検定を行うとBPV前と1年

後，BPV直後と1年後でともに低下の傾向を示した．
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　　　　　　　図7　図5と同症例の圧曲線である．

上段はBPV前，中央はBPV直後の，下段はBPV　1

年後の圧曲線を示す．右室圧はBPV前には120／6
mmHg，　BPV直後で80／3mmHgに改善し，　BPV　1年

後では52／8mmHgとさらに改善した．しかし，BPV直

後および1年後の肺動脈右室引き抜き曲線は右室流出

路狭窄所見を示していた．

RV；right　ventricule，　LV；left　ventricule，　AO；

aorta，　PA；pulmonary　artery，　RVOT；right

VentriCUIar　outflOw　traCt
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　BPV前に右室肺動脈圧較差が100mmHg以上存在

した症例は4例ある．うち2例はBPV直後でInfun－

dibular　ratioが著明に増加したが，　BPV　1年後には

著明な改善を示した．図4の症例ではInfundibular

ratioは，10．00から14．00，14．00から2．63に変化し，

図5の症例では2．17から6．25，6．25から2．05に変化し

た．それらの2例はBPV前の圧較差は129mmHg，102

mmHgであり，　BPV直後には圧較差が89mmHg，62

mmHgと残存していたがBPV　1年後には共に20

mmHgと著明に圧較差は改善した．しかし，その2例

はBPV前より右室中隔壁に限局した筋性肥厚を認め

た．2例の年齢は6歳と7歳であった．その2例は

Changes　in　Ififundibular　Ratio　　　　　　　　＃861855

　　（Diastolic／Systolic　Endocardial　Dimehsion）

fore　B

DIASTOLIC　DIMENSION

　　l3mm
INFUNDIBULAR　RATIO　65

ths　Afte

DIASTOLIC　DIMENSION

　　15mm
INFUNDIBULAR　RATIO　3D

SYSTOLIC　DIMENSION

　　2mm

ths　Af

DIASTOLIC　DIMENSION

　　18mrn
INFUNDIBULAR　RATIO　l6

SYSTOLIC　DIMENSION

　　5mrn

SYSTOLIC　DIMENSION

　　lO　mm

図8　図4と同症例の断層心エコー図による経時的

　Infundibular　ratioの変化を示す．上段はBPV前，

　中央はBPV　3ヵ月後，下段はBPV　6ヵ月後の所見

　である．

　Infundibular　ratioは6，5から3．0，1．8に経過を追う

　ごとに改善した．

207－（7）

BPV　1年後の右室造影側面像でも限局性肥厚は残存

し，BPV　1年後の肺動脈から右室への引き抜き曲線で

も右室流出路狭窄所見は残存していた（図6，7）．ま

た，そのうちの1例はBPV前より右室拡張期圧が14

mmHgで，　BPV直後でも15mmHg，　BPV　1年後にお

いても20mmHgと高値を認めた（図6）．

　2．断層心エコー図による検討

　BPV前，およびBPV後1日目・1ヵ月時・3ヵ月

時に断層心エコー図でInfundibular　ratioを測定し

た．BPVよりBPV後1日目では4例中3例が，　Infun・

dibular　ratioの増加を認めた．　Infundibular　ratioが

DIASTOLE SYSTOLE

before　BPV，　Inf．　fatio（1．7）

2days　after　BPV，　Inf．　fatio（2．3）

　　3months　after　BPV，　Inf．　ratio（L2）

図9　図5と同症例の断層心エコー図による経時的
　Infundibular　ratioの変化を示す．上段はBPV前，

　中央はBPV　2日後，下段はBPV　3ヵ月後の所見で
　ある．

　Infundibular　ratioは，　BPV前は1．7であったが

　BPV　2日目には2．3と増加した．しかし3ヵ月後に

　は1．2とBPV前よりも改善した，　BPV　2日後の心

　エコー図では右室心内膜のエコー輝度の増強が認め

　られた．

　Inf．　ratio；infundibular　ratio
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増加した3例中3例ともBPV後1ヵ月後にはInfun－

dibular　ratioは減少し，3ヵ月時にはBPV前よりも

さらに減少していた（図8，9）．BPV後2日目の右室

心内膜下のエコー輝度はBPV前よりも増強していた
（図9）．

　右室造影側面像で，右室中隔壁の限局性肥厚を認め

た2例は，BPV前の断層心エコー図，右室長軸断面・

四腔断面で異常筋層が描出されていた．その異常筋層

はBPV　1年後にも認められた（図10）．

　3．心雑音の変化

　駆出性収縮期雑音に関しては，大部分の症例でBPV

直後Levine　3／6以上からLevine　2／6以下へと減弱を

日本小児循環器学会雑誌　第5巻　第2号

認めたが，BPV前に右室中隔壁に限局性筋性肥厚を認

めた2例では，BPV直後にLevine　4／6以上に増強し

た．その2例はBPV直後に一時的に駆出性収縮期雑

音が増強はしたが，雑音の最大振幅が収縮末期から中

期あるいは早期に変化し，また経過を追うごとに

Levine　3／6または2／6へと減弱を認めた．また音色は柔

らかになった（図10，11）．

　肺動脈弁閉鎖不全による拡張早期雑音は，BPV後に

約30％の出現を認めるが1年以上のフォローアップで

進行・悪化を示す症例はなかった．BPV後のパルスド

プラー心エコー図による肺動脈弁閉鎖不全の頻度は

90％であったが，その程度は全例軽く進行・悪化を示

　　BEFORE　BPV　　　　　　　　　lDAY　AFTER　BPV　　　　　　l　YEAR　AFTER　BPV

図10　図4と同症例の右室中隔壁の断層心エコー図による経時的変化を示す．

　左図はBPV前，中央はBPV　1日後，右図はBPV　1年後の所見である，　BPV前か

　ら認められる右室中隔壁の限局性肥厚（＜）がBPV　1年後にも認められた．

　RV；rigth　ventricule，　PA；pulmonary　artery，　LV；left　ventricule

861855
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　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　D臼MAF’「ER

　　　　　　　　　　図11　図4と同症例の心音図である．

左図はBPV前，中央はBPV　1日後，右図はBPV　3ヵ月後の所見である．　BPV直後

に駆出性収縮期雑音は増強した．雑音の最大振幅は収縮末期から収縮早期に変化した，

BPV　3ヵ月後には駆出性収縮期雑音は減弱し，その音色は柔らかくなった．
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　　　図12　図5と同症例の心音図である，

上左図はBPV前の所見であり，上中央はBPV直後の

所見である．BPV直後に駆出性収縮期雑音は増強して

いる．経過を追うごとにその収縮期雑音は減弱し，音

色も柔らかくなった．

すものはなかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　先天性肺動脈弁狭窄に対するBPVの臨床効果とし

て，まず第一に右室肺動脈圧較差の改善があげられる．

その効果の第一の因子は，BPVによる弁形態変化にあ

ると考える．ーまた，経過を追うごとに圧較差が改善す

るのは右室流出路の二次的筋性肥厚の改善が関与する

ものと考える．

　我々の方法17ト19）による純型肺動脈弁狭窄の弁形態

変化は，Wallら2°）がBPV後の肺動脈弁の形態変化

を，1）Commissural　splitting，2）Cusp　tearing，3）

Cusp　avulsionの3つのタイプに分類しており，我々

の例では1），2）と同様な所見が得られた．すなわち弁

交連部の分離を1例，弁裂開を3例に認めた．BPVは

純型肺動脈弁狭窄の弁に対し，開胸手術と同等もしく

はそれに近い形態変化が望めると判断できる．BPVの

合併症としてBPV直後に約30％の症例で肺動脈弁閉

鎖不全による軽度の拡張早期雑音を認めるが，進行・
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悪化を示した症例はなく，ドプラ心エコー図所見でも

1年以上のフォローアップで進行・悪化を示す症例は

なかった19）．その程度は正常小児で認める肺動脈弁逆

流シグナルのドプラ心エコー図所見と類似していた．

この様な軽度で持続の短い，しかも低圧な右室への弁

逆流の出現は左心系における弁逆流に比べると臨床上

問題にならない．すなわち，BPVがもたらす肺動脈弁

の形態変化は，開胸手術による肺動脈弁切開術と同様

な臨床効果が期待できると予測される．

　異形成弁は術中所見から判断してもBPVの期待は

難しいと思う．BPVを施行する以前に弁の形態診断が

大切である．すなわち，断層心エコー図上，肺動脈弁

の可能性が悪く平均衡な肥厚を示し，主肺動脈の

post－stenotic　dilatationを認めない例や肺動脈弁輪径

の狭小化を認める例は異形成弁である可能性があり適

応を慎重に考慮すべきである．異形成弁に対してBPV

が有効であったとの報告もあるが21），多くの施設で

BPVは無効と報告している1）一“4｝現在，異形成弁に対す

るBPVの適応は原則として除外すべきであろう．

　PBV直後に，　BPV前よりも右室流出路狭窄の進行

を認める症例があることは，いくつかの施設から報告

されている5）一一9）22）．BPV前に右室肺動脈圧較差が100

mmHg以上の6例全てが，　BPV直後に右室流出路狭

窄の進行とInfundibular　ratioの増加を認めた．その

内のフォローアップ心カテが出来た4例全てで右室流

出路狭窄が改善しInfundibular　ratioは減少を認め

た．それら4例ともBPV直後で圧較差は40mmHg以

上残存していたが1年後には20mmHg以下へと著明

な改善を認めた．二次的右室流出路筋性肥厚はBPV

前の圧較差が大であるほど著明な傾向にあった．また

右室流出路狭窄の増強因子は，圧較差の問題だけでは

ないと考える．なぜならば，肺動脈弁輪より30％増し

のバルーンを使用すると右室流出路，心内膜下，心筋

内の出血性変化が生じる事は，すでに羊において指摘

されている23）．我々が経験した症例においても，BPV

後1ないし2日目では右室心内膜下のエコー輝度が

BPV前に比べて増強している事から，　BPVにより心

内膜下の出血性変化が出現するものと考える．以上の

ことから推測するに，出血の差が二次的右室流出路狭

窄の出現に関与するかもしれない．その他に，重症例

ではファロー四徴の無酸素発作の一成因と同様な意味

で，バルーンによる右室流出路血行遮断という刺激が

右室流出路の筋肉内交感神経受容体を刺激し交感神経

緊張が生じ，内因性カテコールアミン増加が右室流出
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路狭窄を増強させる可能性は考えられるが，実証はさ

れていない．また，大動脈弁狭窄に対するballoon　aor・

tic　valvuloplastyによる左室流出路狭窄が出現したと

いう報告は未だみあたらない．我々も数例の小児の大

動脈弁狭窄に対するballoon　aortic　valvuloplastyを

行っているが左室流出路狭窄の出現を認めていない．

そのことは，急激な弁狭窄の解除による後負荷の改善

がもたらす流出路への影響は，右心系と左心系とは異

にするものがあると考える．それは，低圧である肺動

脈と右室心筋，体循環を司る大動脈と左室心筋との関

連の違いではないかと推測する．

　二次的筋性肥厚の改善の時期は，Rocchiniら6）らは

3～4ヵ月と述べているが我々の断層心エコー図によ

る観察でもBPV後1ヵ月から3ヵ月というBPV後
比較的早期に改善を認めるようである．またβプロッ

カーの投与はBPVによる二次的右室流出路狭窄の進

行をくい止めたり，改善の効果に期待がもてるとの報

告がある9）24）．しかし，βプロッカーがBPV前後に必

要とした症例は，我々は経験していない．しかし，重

症な肺動脈弁狭窄で長期に著明な右室圧が存在した症

例では，BPV　1年後でも右室拡張期圧が高値に残存す

る症例がある．そのような症例は，右室心筋肥厚に伴

う拡張障害を考慮してβプロッカーの投与が望まし

いのかもしれない．また，右室収縮期圧が左室収縮期

圧を著明に上回るような症例では8），βプロッカーの

投与が必要となるかもしれない．

　長期におよぶ著明な右室圧上昇が存在した2例は，

BPV前から観察されていた右室中隔の限局性筋性肥

厚がBPV　1年後でも改善を認、めなかった．そのこと

から推測するに，BPV前に著明な高値の右室圧を長期

的に存在させることは，右室の心筋肥厚を生じさせ，

それが右室収縮期圧の低下後も拡張障害として残存す

る可能性があり，長期的にみて臨床上問題を投げかけ

る恐れがある．そこでドプラ心エコー図で圧較差が100

mmHg以上存在するような重症例は，右室心筋肥厚の

出現する以前に，積極的にBPVを施行すべきと考え
る．
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　　　Balloon　pulmonary　valvuloplasty（BPV）was　attempted　in　34　patients　with　congenital　pulmonary

valve　stenosis．　It　was　effective　and　was　done　sagely　in　33　patients，　however　it　was　not　effective　in　a

patient　with　dysplastic　pulmonary　valve．

　　　We　used　the　balloon　which　was　20－50％larger　in　diameter　than　pulmonary　valve　anulus．

　　　In　the　patients　with　whose　transvalvular　gradient　were　above　100　mmHg，　it　demonstrated　that

the　functional　obstruction　in　the　right　ventricular　outflow　tract　progressed　at　immediately　after　BPV，

however　it　subsequently　improved　at　one　year　after　BPV．　At　one　or　three　months　after　BPV，　two－

dimensional　echocardiography　demonstrated　that　the　obstruction　in　the　right　ventricular　outflow

tract　had　diminished．　In　two　cases，　the　local　right　ventricular　septal　hypertrophy　with　sever

pulmonary　valve　stenosis　had　been　recognized　by　two－dimensional　echocardiography　and　right

ventriculography，　and　it　persisted　at　one　year　after　BPV．

　　　Two－dimensional　echocardiography　and　angiocardiography　showed　the　doming　pulmonary　valves

with　pulmonary　valve　stenosis，　which　was　diminished　by　BPV．　Pulmonary　valve　morphology　was

observed　in　3　patients　after　BPV　by　two－dimensional　echocardiography．　ln　one　patient，partial　relief　of

pulmonary　valve　stenosis　was　recognized　by　commissural　splitting　and　in　other　two　by　tear　of　cusp

tissue．　Operative　inspection　of　pulmonary　valve　was　made　in　one　patient　who　was　underwent　elective

surgery　for　repair　atrial　septal　defect　which　was　associated　with　pulmonary　valve　stenosis．　It

demonstrated　partial　relief　of　pulmonary　valve　stenosis　by　tear　of　cusp　tissue．
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