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　1．新生児重症肺動脈弁狭窄に対する経皮的肺動脈

弁形成術の1例

　　　　新潟市民病院新生児医療センター

　　　　　　　　　　　　坂野　忠司，山崎　　明

　出生直後より全身チアノーゼを呈した重症肺動脈弁

狭窄（critical　PS）の症例に対し，生後4日にBalloon

pulmonary　valvuloplasty（BPV）を行い良好な結果

を得たので報告する．

　症例は生後1日の女児で呼吸促迫，心雑音，チアノー

ゼを主訴に紹介され入院となる，入院時のPO229．2

mmHgとhypoxiaを認め，胸部X・P上，　CTR　58％で

肺血管陰影は減少していた．以上より先天性心疾患を

疑い心エコーを行いcritical　PS，　PDA，　PFO，　TR

slightと診断した．人工呼吸器による呼吸管理，リポプ

ロスタグランディンEユ，カテコラミンによる治療を行

いPO230～40mmHgとやや改善した．その後，生後

4日に心臓カテーテル検査およびBPVを行った．右

大腿静脈に6Fシースを留置し5F　Berman　wedge

catheterで心内圧測定を行った．　BPV前では右室収

縮期圧125mmHg，左室収縮期圧75mmHgと右室圧が

左室圧を越える値であった．主肺動脈へのカテーテル

挿入は困難であったため右室造影を先に行った．その

結果，肺動脈弁輪経5．7mmで弁口部はpin　hole型で

あった（図左）．5F　Berman　wedge　catheterに止血弁

つきアダグターを接続し，随時，造影剤の手押し注入

が行えるようにした．主肺動脈へのカテーテル挿入に

難渋したが，最終的にACS社製ハイトルクフロッ

ピー0．018インチガイドワイヤーを先行させることに

より主肺動脈，動脈管，下行大動脈へと挿入できた，

拡大は段階的拡張法で行い，最初にACS社製ピン

カートンPTCA用3mm・ミルーンカテーテルを用い6

気圧，5秒間拡張し，その後Meditech社製7mmバ

ルーソカテーテルを用い4気圧，5秒間拡張した．

BPV後右室，肺動脈収縮期圧較差は32mmHgで右室

収縮期圧は85mmHgに低下した．またBPV前後で

PO2は47．OmmHgより164．6mmHgに上昇した（人工

呼吸器装着下）．BPV後の右室造影像では右室より肺

動脈への良好な造影剤の流出が認められた（図右）．

BPV施行後3日目に人工呼吸器より離脱し，翌日より

経口哺乳を開始したが哺乳力は良好で，生後20日に退

院した．

　まとめ

　1．critical　PSの新生児症例に対し生後4日に

BPVを行い良好な結果を得た．

　2．術中，カテーテルの肺動脈弁口部通過に難渋した

が止血弁つきアダプターの使用，ハイトルクフロッ

ピー0．018インチガイドワイヤーの使用，段階的拡張法

の選択などの工夫により重篤な合併症はなかった．

　3．critical　PSに対するBPVは外科治療に先立ち

試みてよい治療法と考えるが，その際，TRの程度，　PS

の部位が弁性のみか等を術前，非侵襲的に十分評価す

る必要があると考えた．

　2．Critical　PSに対するBalloon　Valvuloplasty

の経験

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　赤木美智男，石澤　　瞭，小池　一行
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　症例：平成2年5月28日生まれの女児で，在胎39週，

3，652gで出生．生下時よりチアノーゼを認め，日齢1

に心疾患を疑われて当院に入院した．UCG等にて

Critical　PS＋TS＋右室低形成と診断，　PGEIの点滴静

注にてチアノーゼは改善した．日齢58に施行した心カ

テでは，右室圧88／6，左室圧65／5と右室圧はsuper・

systemic，　LewisらによるRV　indexは4．7cmで，本

児の横隔膜レベルでの下行大動脈径約5mmに対する

正常値（6．6～ll．6）を下回っていた．右室造影では，

小さな右室，細長い右室流出路，ドーム状の肺動脈弁

およびジェットが認められた，

　この所見をもとに，右室圧の減圧およびチアノーゼ

の改善を目的として，日齢86にBPVを施行した．

　全身麻酔下に，左右の大腿静脈を穿刺して5Fのシー

スを挿入し，まず，右室造影像にあわせて流出路を向

くように，あらかじめS字状に曲げたカテーテルを挿

入した．この中を0．035インチのテルモラジフォーカス

ガイドワイヤーを通し，容易に左肺動脈に達すること

ができた．exchange用のガイドワイヤーに交換する

のに手間取ったが，最終的に目的のガイドワイヤーを

左肺動脈まで進めることができた．バルーンカテは

Meditech社製Ultra　Thinのバルーン径6mm（弁輪径

の1．5倍）のものを用い，肺動脈弁によるウエストが消

失するまで拡大した．術直後の動脈血酸素飽和度は有

意の上昇を認めず，右室圧も著変なかったが，造影上，

弁の可動性の改善とジェットの幅の拡大を認めたの

で，有効と考えて終了した．術中著明な血圧低下や除

脈等は認めなかったが，後日両側大腿静脈の閉塞が判

明した．

　その後もチアノーゼは改善せず，むしろガイドワイ

ヤー等で動脈管を刺激したためか，チアノーゼの増強

を認めたので，翌日左側BT　shuntを施行し，以後の

経過は良好であった，

　術後3ヵ月，日齢189に行った心カテでは，右室圧は

65／11（左室の86％），RV　indexは6．6にいずれも改善

していた（下降大動脈径はほとんど変化なし）．右室造

影所見では，流出路に限局性の狭窄が生じており，現

在ではこの部分が狭窄の主因と思われる．

　考察：新生児・乳児のCritical　PSに対するBPVで

は，カテーテルを肺動脈まで進めることができないた

めに不成功に終わる場合がしぼしぼあり，外科手術と

の優劣を論ずる場合にBPVの問題点といえる．肺動

脈弁を通過するためのテクニックとして今回我々が用
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いたのは，Reyらの論文に記載されている方法である

が，原著には具体的な方法が詳しく書かれていないの

で，今回具体例として発表した．図にみるような形態

の右室でも容易に肺動脈に到達できたので，本法は

BPVの成功率の向上に有力であると考える．本症例

は，今後外科的に右室流出路狭窄を解除し，右室の発

育を期待したい．

　　　　　　　　　　文　献

　Lewin　A．B．　et　al．：Circulation　67（6）：1318，

1983．

　3．井上バルーンを用いたBrock術後の遺残肺動

脈弁狭窄に対するBalloon　Valvuloplasty　2例

　　　　札幌医科大学小児科

　　　　　　長田　伸夫，鎌崎　穂高，日下　卓右

　　　　　　沢田陽子，富田英
　先天性肺動脈弁狭窄に対するバルーソを用いた弁形

成術Balloon　pulmonary　valvuloplasty（以下BPVと

略す）は，最近その効果，安全性の確立により多くの

施設で行われており，その報告も多い．今回我々は，

乳児期にclosed　Brock手術を施行したが肺動脈弁狭

窄が遺残した2症例に対し井上バルーンを用いて

BPVを行い良好な結果を得たので報告する．

　症例1：1歳，男児，体重6．5kg．生後1日目より

Cyanosis，　Tachypneaを認め，道立小児センターにて

Ebstein奇形，肺動脈閉鎖の診断をうけた．生後80日目

にCyanosis増強しBrock手術をうけた．術後心エ

コーにて遺残肺動脈弁狭窄と診断した．

　症例2：1歳2ヵ月，男児，体重10kg．生直後より

口唇，爪床にCyanosisを認めたが，放置していた．2

ヵ月時より授乳量の低下，Cyanosisの増強がみられ当

科を受診，純型肺動脈閉鎖と診断した．生後85日目に

Brock手術を施行した．術後心エコーにて遺残肺動脈

弁狭窄と診断した．

　方法：症例1は弁輪径10mmで8Fバルーン径13

mm，症例2は弁輪径11mmで7F・ミルーン径14mmの

井上バルーンを用いて弁形成術を行った．

　結果：肺動脈右室引き抜き圧較差は症例1では56

mmgから8mmHgに症例2では50mmHgから22
mmHgに減少した．

　考案：今回，我々は肺動脈閉鎖にて乳児期にBrock

手術を施行したが肺動脈弁狭窄が残存した2症例に対

してBPVを行い有効な結果を得た．2症例とも肺動

脈弁は膜様で，右室はtripartateで容量も比較的保た

れていた．このような症例を選べぽBPVは，肺動脈閉
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表　BPV前後の圧データ

Case　1 Case　2

Before After Before After

　　　　RV

　　　　PA

PA－RV

Pullback　PG

66／－10

6／4m＝4

　　56

25／－2

8／4m＝4

　　　8

　　65／0

14／8m＝9

　　　50

　　　41／5

19／11m＝12

　　　　22

鎖の症例にも充分応用しうる方法であると考えられ

た．今回，我々は井上バルーンを用いて弁形成術を施

行した．井上バルーンの次のような特徴は小児におい

てBPVを行う際に大きな利点になるものと考えられ

た．

　1）バルーン形状が造影剤の充填量により変化する

ため狭窄部位への固定が容易である．

　2）弁口からの滑脱がなく確実に弁形成がおこなわ

れる．

　3）バルーンの膨張，収縮が従来のものに比べ速く弁

口閉鎖時間が短くより安全である．

　4）バルーン径がlow　pro丘leである．

　4．DORV，　PSで術後残存したPSに経皮的肺動

脈弁形成術を施行した1例

　　　　三菱京都病院小児循環器科

　　　　　　　　　　　　天満　真二，上田　　忠

　肺動脈狭窄（以下PS）に対して，バルーンカテーテ

ルで弁形成術を行うことは，ひろく行われる様になっ

た．今回，両大血管右室起始症（以下DORV）の術後

例の遺残PSに対して，井上バルーンで弁形成術を行

う経験を得たので報告する．

　症例は19歳の男性で，家族歴に特記すべきことはな

い．出生体重は2，170gで，10歳以降てんかんで抗1茎李

剤服薬中であり，19歳時に痔疾で手術を受けたほかは，

個人歴に特記することはない．7ヵ月時にくる病の疑

いで近医より紹介され，某国立病院でDORVと診断

され，1歳7ヵ月時に，手術を某大学病院で受けてい

るが，詳細は不明である．19歳時，数十メートルで歩

行不能となり，階段の昇降が不能，通学が不能など

ADLが低下し，近医で多血症を指摘され，精査加療目

的で入院となった．

　弁形成術前の心電図で，著明な右房肥大を認め，心

エコー 図で心室中隔欠損（以下VSD）における両方向

性シャントを認めた．ドップラー法でPSは，約100

mmHgと推定された．

　弁形成術を行う際，VSDにあてられたバッチのた

め，カテーテルが大動脈の方向へ向かいやすく，肺動

脈の方向へ向いても，弁をこえられなかった．パーマ

ンの先穴，スワンガンツ，クールナンドを用いたが不

可能で，ジャドキンスの右冠動脈用カテーテルを肺動

脈弁下に置き，ガイドワイヤーのみを肺動脈内へ挿入

することができた．そのワイヤーをもとに，カテーテ

ルとワイヤーの入れ替えを行い，井上バルーンによる

弁形成術を行った．術前にあった肺動脈弁での約15

mmHgの圧較差はほぼ消失したが，約90mmHgの弁

下狭窄は軽快しなかった．術後肺動脈圧は上昇し（平

均で10→18mmHg），右室／大動脈圧比は低下した

（図）．動脈血酸素分圧は，術前に30mmHg強であった

が，術後は40mmHgに上昇した．

　術後1ヵ月および3ヵ月のドップラー法によるPS

の推定は，やや低下の傾向を認めた．術前70弱であっ

たヘマトクリット値は，術後1ヵ月に60以下に低下し

たが，3ヵ月時には，再び術前近くの値まで上昇した．

術後3ヵ月時の心エコーで，VSDでのシャントは左

一右のみとなっていた．

　以上のように，弁形成術前後で，術後3ヵ月までは

検査所見上著明な改善は得られていない．しかし自覚

的には，術前不能であった階段の昇降や通学が可能に

なるなど著明に改善し，四肢末梢の冷感やチアノーゼ

も軽快した．これは，PSの軽快が軽度であったにもか
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かわらず，肺動脈血流がかなり増加したためと考えら

れた．今後弁下狭窄が長期にわたって徐々に改善する

かどうかは不明であるが，症状の軽快という点で弁形

成術そのものは成功であったと考えられる．従って，

長期間放置され強度の弁下狭窄を伴ったPSに対して

も，バルーンカテーテルによる弁形成を試みるべきと

考えられた．

　5．右室流出路拡大術後の残存肺動脈狭窄に対する

balloon　angioplasty

　　　　北九州中央病院小児科

　　　　　　　　　　　　鈴木　和重，橋野かの子

　近年，狭窄性疾患に対し拡張用バルーンカテーテル

（DC）を用いた治療が盛んに行われている．今回，我々

は右室流出路拡大術（RCRVOT）を必要とした．　TOF

の2例とVSD＆PSの1例に残存肺動脈狭窄（RPS）

を認めたためballoon　angioplasty（BA）を施行した．

症例1（TOF）は，4歳時に弁付きパッチを用い血行

再建術を施行した．1年後の心カテにて，圧較差（AP）

57mmHgのRPSを弁上部に認めた．狭窄径は7mmゆ

え，DC／15－3／8／100を選択し，心カテと同時にSingle

Balloon法でBAを施行した．　DCが十分に狭窄部を

通過しなかったために，1週間後再度DC／8－3／8／100を

2本用いDouble　Balloon法を施行した．　APは24

mmHgに改善し，狭窄径は9mmと1．3に拡大した．症

例2（TOF）は，2歳時に弁上部拡大もRCRVOTを
加えた血行再建術を施行した．1年後の心臓カテにて，

AP52mmHgのRPSを認めた．狭窄部位は肺動脈分岐

部中枢側に認めた．狭窄径は5．8mmであった．　DC／8・

3／5／1002本用いて心カテと同日にBAを施行した．2

balloonsの周径は狭窄径の2．2倍であった．4Pは44

mmHgに軽度改善したが狭窄径は不変であった．症例

3（VSD＆PS），1歳時のAPは31mmHg，6歳時の

aPは56mmHgかつ大動脈弁逸脱を認め開胸手術を

施行した．VSD閉鎖術，右室内異常肉柱切断，パッチ

を用いたRCRVOTを行った．1年後の心カテでは肺

動脈と右室流出路の∠Pは110mmHg，肺動脈と右室

心尖部は74mmHgであった．右室流出路の狭窄径は7

mmと計測し，心カテと同日にDC／15・3／8／100を用い

BAを施行するも不充分で，　DC／15・3／5／100を併用し

Double　Balloon法を施行した．術後は心室内でのAP

は消退し，4Pは42mmHgと改善した．　retrospective

に狭窄径を計測し直すと4．5mmであり，　BA後は7．7

mmと1．7倍に拡張した．2balloonsの周径は狭窄径の

3．2倍で不充分，4．2倍必要であった．RCRVOT後に

RPSを認めたTOFの2例とVSD＆PSの1例に対
しBAの経験をしてみて，　BA前に狭窄部位の診断を

確実に行いDCの選択を充分に検討する必要性を痛感

した．RCRVOT後にRPSを認める症例には，狭窄部

の3～4倍以上の太さのDCを準備する必要がある．

Double　Balloon法は，　Single　Balloon法に比べ有用で

あった．

　6．右室流出路狭窄を生じた肺動脈弁狭窄に対して

のBalloon　Valvuloplastyの経験

　　　　兵庫県立こども病院循環器科

　　　　　　鄭　輝男，許　永龍，三戸　壽

　症例は7歳の女子で生下時より心雑音指摘され3カ

表

Case　1 Case　2 Case　3
TOF　pos・ope TOF　pos－ope VSD＆PS　pos－ope

Operation　method （Reconstruction　of　RVOT）

Monocusp PA　trunk；auto－pericard， RVOT；Gore－Tex　patch
OutHow　patch RVOT；Gore－Tex　patch

Area　of　narrowing

Supuravalvular　PS l　　PA・・u・k RVOT
Diameter　of　the　lesion（㎜）

pre／post　7．0／9．0 5，8／5．8 4，5／7．7

Pressure郎adient（㎜Hg）

pre／post　57／24 52／44 110／42

Balloon

1）DC／15－3／9／100 1）DC／8－3／5／100 1）DC／15－3／9／100

DC／8－3／5／100

2）DC／8－3／8／100 2）DC／15－3／9／100＆
DC／8－3／8／100 DC／8－3／5／100
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表1　Balloon　valvuloplasty後の圧変化

Balloon　valvuloplasty

前 直　後 6ヵ月後

PA 24 26 23

RV　out 66 36

RV　apex 133 95 38

単位　mmHg
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的P弁形成を行ったTFの1例

　　　　慈恵医大小児科

　　　　　　　　　　　　野中　善治，的場　雅子

　　　　慈恵医大放射線科

　　　　　　　　　　　　栗栖　康寿，山田　哲久

　症例：塩○友○（昭和63年6月30日生れ）男児．糖

尿病母体より出生．生後2日齢に心雑音とチアノーゼ

を主訴に某院から紹介入院．2D　Echo所見：ASD，
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mmHgで等圧，造影所見：ごくわずかな順行性血流が
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　診断：T／F，ASD，　PDA，　severe　PS，チアノーゼ
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止し4ヵ月時退院とした．退院後Hb　14g／dl程度でチ
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表　心カテーテル検査圧所見

（mmHg）

6D 1Y5M 1Y7M 弁形成直後
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PA ND 15 13 28

LV 80 100 125 ND

AO 80 100 125 ND

LA 20 15 OD ND

RV・PA　PG 85 112 77
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術後，多血症は次第に改善．現在，2歳6ヵ月齢，体

重12．5kg，　Hb　16．2g／dlである．平成3年3月にICR

を予定．なお経過中，体重は3％ile以下であったが1

歳時よりキャッチアップが見られ10％ileへ．さらに弁

形成後，45％ileまで増加している．身長は出生時75％
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ileである．TFに対しては早期のICRが可能な今日，

姑息術の時期決定やICR術式の検討以前にこの症例

のようにP弁の狭窄が強い症例では積極的なBVPを

早期に試みICR前の右室負荷軽減と肺血管の形成促

進を念頭におくべきであろう．

　8．バルーン肺動脈弁形成術（BPV）後の心電図変

化一乳児期早期および幼児重症例の比較一

　　　　京都府立医科大学小児疾患研究施設内科部門

　　　　　　坂田　耕一，浜岡　建城，大持　　寛

　　　　　　福持　裕林　鐘声，尾内善四郎

　　　　埼玉県立小児医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小川　　潔

　　　　福井心臓血圧センター福井循環器病院小児科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　神谷　康隆

　対象：1）弁性肺動脈狭窄症，2）右室肺動脈圧較

差＞80mmHg，3）BPVが奏効したもの，4）6ヵ月以
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上の経過観察が行えたものの，以上の4条件を満たし

た乳児4例，幼児4例を対象とした．平均年齢は乳児

例2．9ヵ月，幼児例3歳3ヵ月，圧較差（mmHg）は各々

術前99±7．3，99±6．8，直後39±11．5，27±6．2，使用

したバルーンは乳児が全例村上式，幼児が1例村上式，

3例井上式であった．

　方法：術前および直後以降の心電図の，i）PQ時間，

ii）QRS時間および形態，　iii）QRS軸，　iv）ST・T変

化，v）不整脈について検討した．

　結果：i）PQ時間；両群とも術前後で変化はなかっ

た．ii）QRS時間；乳児例で術直後からの延長が認め

られ，長期にわたって持続していた（術後／術前QRS

幅比平均；直後1．32→6ヵ月後1．2）．幼児例ではとく

に有意な変動は認められなかった．形態上の変化は，

乳幼児例ともBPV直後にほとんどの症例で広範な伝

導障害を伴う右室心筋障害が認められ，時間経過とと

もに右脚ブロック（RBBB）に集約されて行くもの，

改善してゆくもの，などのパターンに分散していった

（図）．しかし右室内伝導障害の程度は，乳児例でより

顕著なものであった．iii）QRS軸；両群とも，時間経

過とともに右軸偏位（RAD）の改善が認められた．と

りわけ乳児例では術直後に一過性にRADの増強傾向

が認められたが，これは術直後の右室内伝導障害を反

映していたものと考えられた．iv）ST－T変化；両群

とも右室内伝導障害に伴う変化が主なものであった，

しかし乳児例の一部でV1－6のSTの著しい低下や，

dome　and　dart型のT波を示したものがあり，より強

い心筋障害の存在が考えられた．v）不整脈；PAC，
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PVCでとくに問題となるようなものは出現しなかっ
た．

　考察：術直後からの右室内伝導障害は，BPVによる

急激な一過性の右室圧上昇による伝導系を含む広範な

心筋障害の結果であると思われた．また障害の程度は

乳児例でより顕著で，RBBBとして残存したものも，

より程度の強いものであった．これは乳児例の方が右

室のコソプライアンスをはじめ予備能が低いことを示

唆させるものであると考えられた．

　9．Senning手術後，残存するaberrant　typeの

PDAに対して施行したRashkind法の経験

　　　　久留米大学第2外科，同　小児科＊

　　　　　　熊手　宗隆，田中　　攻，平野　顕夫

　　　　　　押領司篤茂，小須賀健一，大石　喜六

　　　　　　加藤　裕久＊

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　小池　一行，赤木美智男，石沢　　瞭

　　　　国立循環器病センター

　　　　　　越後　茂之，津田　悦子，神谷　哲朗

　Rashkind動脈管閉鎖システムは正常位置関係にあ

るPDAに対しては安全に且つ簡便に施行出来得る

が，ventricloarterial　discordanceであるTGAは

Sening術後にはatrioventricular　discodanceも加わ

り，本法施行にあたっては少々技術的困難を伴う事と

なる．我々は32例の治験症例の内，Senning術後の1症

例に蛇行するaberrant　typeのPDAの残存を認め，本

法を用いて経静脈的に閉鎖に成功したので，手技的問

題点に若干の検討を加え報告した．

　症例は10歳男児，生後2日目にcyanosisとtachyp－

neaにて緊急入院，3生日でTGA　type　Iの診断を受

けBAS施行，10ヵ月にてSenning氏手術を受ける，術

後経過順調にて外来で経過観察となる．10歳時，運動

能力の低下と上室性不整脈を指摘され精査となる．入

院時身長134．4cm体重26．Okgと軽度の発育不全を認

め，cyanosis，　clubbingは認めない，’3LISに2／6の駆

出性収縮期雑音を聴取する．ECGでは洞調律NAD，

RVH，1°A－V　blockで，　EchoにてTR　3°を認めRVEF

は53％であった．通学等の日常生活は充分可能である

が，体育は見学，階段4階昇降で動悸，息切れを自覚

する．1989年8月30日に心内精査を行いPA　70／45

m＝56のpHと，　PDAの残存を指摘される．　Qp／Qs

2．86とかなりのshuntを認め，　PDAの関連が大きいも

のと考えられた．何とか経静脈的にPDA閉鎖をと考

えPorstomann法を検討したが，　RA－LV－PAの形態
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図1　Sening術後の血流方向とcatheterの向き Betore　2nd　Procedure 2Months　After　2nd　Procedure

より考え不可能と判断しRashkind法を試みる事にし

た．

　Rashkind法の利点は静脈側よりのone　side
approachで行える事であるが，　Senning術後のRA－

LV－PAの位置関係と血流方向ではBalloonを用いた

としても，なかなかPAへ挿入が難しい．この様な場

合我々は，Balloon　catheterの先端を進行方向に向

かって反時計にspiralに変形してaproachしている

（図1）．この変形でcatheter先端はLV内で血流に乗

り180°以上方向を変え容易にPAへ流入する．又，この

方法は経中隔的に順行性にBAVを行う時にも応用で

きる．

　本症例ではRashkind術後にはPA圧は54／16m＝

32，Qp／Qs　1．16と低下し，自覚症状も改善を示した．

又，本症のPDAはPDAと言うよりPDDTと言った
方が良いと考えられる蛇行する血管形であり，この様

な形態でも閉鎖可能である本法は，今後種々の形態の

A－V丘stulaや残存するB－T　shunt，　MAPCAなどの異

常血管の閉鎖にも応用出来る可能性があると考える．

　10．残存動脈管開存に対するRashkind　PDA
occlusion　systemによる再閉鎖術

　　　　国立循環器病セソター小児科

　　　　　　越後　茂之，布施　茂登，小笠　　浩

　　　　　　黒江　兼司，小野　安生，新垣　義夫

　　　　　　神谷　哲郎

　　　　同　放射線科　　　　　　　　木村　晃二

　はじめに：Rashkind　PDA　occlusion　systemによ

る動脈管閉鎖術（Rashkind閉鎖術）は，ポリウレタン

製のoccluder　device（occluder）を折り畳んだ状態で

経静脈的に動脈管へ挿入した後開傘させ閉鎖する非開

胸的動脈管閉鎖術である．したがって，大腿動脈を損

傷することなく動脈管の閉鎖が可能である．しかし，

Rashkind閉鎖術の問題点の一つに残存短絡がある．

今回，初回のRashkind閉鎖術後に多量の短絡が残存

した症例に対して，2回目の同法による閉鎖術を施行

した症例を報告する．

　症例：生直後から哺乳力ならびに体重増加不良に気

付かれた．1ヵ月検診にて心雑音を指摘され，動脈管

開存（PDA）と診断された．1歳3ヵ月の時，心臓カ

テーテル検査を施行し，診断は動脈管開存・肺高血圧

であり，左右短絡率75％，平均肺動脈圧47mmHg，動

脈管最・」・内径7．7mmでRashkind閉鎖術の適応があ

ると判断した．1歳7ヵ月でサイズの大きい直径17

mmのoccluderを使用して，　Rashkind閉鎖術を行っ

た．occluderは好位置で開傘し動脈管内に留置された

が，術直後の造影では大量の短絡が残存し，平均肺動

脈圧の低下も認められなかった．閉鎖術後も臨床症状

の改善がなく，カラーフローマッピングにて多量の短

絡がみられたため，初回の閉鎖術から6ヵ月後の2歳

2ヵ月で，2回目のRashkind閉鎖術を試みた．再閉鎖

術直前の短絡率は82％，平均肺動脈圧は63mmHgで

あった．また，残存動脈管には5．6mmの間隙が認めら

れたため（左図），初回と同じ直径17mmのoccluderを

選択して再度の閉鎖術を施行した．2個目のoccluder

の動脈管への挿入と開傘は容易であり，初回のoc－

cluderの動揺もみられず，これの上部に乗る形で安定

して動脈管に留置された．再閉鎖術直後の造影では残

存短絡は軽度になり，平均肺動脈圧は26mmHgへと著

明に減少した．臨床症状についても，呼吸困難ならび

に易感染性は認められなくなった．再閉鎖術2ヵ月後

の心臓カテーテル検査にて，短絡率は計算上13％とな

り，大動脈造影でも短絡はさらに減少して極く軽度と

なった（右図）．再閉鎖術9ヵ月後のカラーフローマッ

ピングでは，残存短絡は認められなくなった．

　考案：本症例では，2回目の閉鎖術時もoccluderの

残存間隙への挿入は容易であった．また，現在までの
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ところ17mmのoccluderを使用して再閉鎖術を施行

した報告はなく，occluder開傘時の強い衝撃による初

回のoccluderの動揺な移動が危惧されたが，これらの

発生はなかった．したがって，初回の閉鎖術後に大き

な短絡の残存がみられる症例に対する治療法として

は，現時点では侵襲の少ないRashkind閉鎖術が第1

選択となり，初回の閉鎖術から6ヵ月程度で可能にな

ると考える．

　11．小児用井上バルーンカテーテルを用いて治療し

た僧帽弁狭窄症の1例

　　　　東京女子医科大学心研循環器小児科

　　　　　　松本　康俊，中沢　　誠，里見　元義

　　　　　　中西　敏雄，門間　和夫

　はじめに：成人領域で広く行われる，経皮経静脈的

僧帽弁交連裂開術（以下PTHC）は，井上バルーンの

開発とともに広く本邦でも行われ，その有用性が認め

られている．一方，小児科領域では，成人の僧帽弁狭

窄症（以下MS）とはその成因が異なることが多く，

PTMCの対象となる症例は，非常に少ないと考えられ

る．今回我々は，慢性腎不全で血液透析を続けている

7歳女児のMSに対し，通常の井上バルーソよりも直

径の小さな井上バルーソを作成しPTMCを行ったの

で報告する．

　症例：症例は7歳10ヵ月の女児で，身長99．7cm，体

重は12．5kg．家族歴として，姉がPolycystic　kindney

に大動脈弁狭窄症を合併し，腎不全のために7歳時に

死亡している．患児は2歳6ヵ月時にPolycystic　kid－

neyの診断をうけ，2歳7ヵ月より腹膜透析，4歳より

血液透析に移行．この頃心雑音の指摘をうけ，当科で

MSの診断をうけ観察開始．6歳10ヵ月時，母親を

Donorとして腎移植手術をうけるも生着せず，1週間

に3回の血液透析を続けている．MSに関しては断層

エコーでfollowしていたが，起坐呼吸が次第に増悪す

るため，心臓カテーテル検査，PTMC目的で入院と

なった．

　方法ならびに結果：PTMC前の心カテデータなら

びに断層エコーの結果は表1のごとく，平均左房圧23

mmHg，左室の拡張末期圧4mmHg，僧帽弁部のpeak

veocityは3．3m／sec，体表面積で除した弁口面積は

0．81cm2／m2であった．本症例に対し，通常のPTMC

用井上バルーンよりも小さい，バルーン外径15mmの

井上バルーン（東レ社製IMS－15）を作成し，　PTMCを

施行した．プロッケンブロー法により左房内にワイ

ヤーを挿入し，井上バルーンを左房内にすすめ，スタ
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表心臓カテーテル検査

　　　　　圧（平均）　　02Sat

　RA　　　　　（2）　　　　　66

　RV　　　　　60／　（E7）　　　　65

mPA　　　　68／31（43）

　PAw　　　　（24）

　LA　　　　　（23）

　LV　　　　125／一（E4）

　Ao　　　124／70（92）

M弁弁輪径　　　　　18mm

peak　velocity　　　　　3．3

C．1．（1／min・m2）　　4．9

M弁弁口面積　　　　0．81

52／22（32）

　（15）

　（12）

90／一（E3）

2．5（m／s）

5．4

1．44（cm2／m2）

イレットワイヤーを用いて左室内へ挿入し，加圧した．

本症例では，弁輪径18mmに対し，バルーン外径13mm

よりPTMCを開始し，ドプラエコーで僧帽弁逆流の

増悪のないことを確認しつつ，直径14，15，16mmへ

と順次拡大した．表1右にPTMC術のデータを示す．

平均左房圧は12mmHg，　peak　velocityは2．5m／sec　tlこ

低下し，弁口面積もL44cm2／m2へと拡大した．

　考案：PTMCは，外科手術不可能な高齢者や腎不全

患者などに対して施行され効果をあげているが，外径

の小さな井上バルーソを作成することにより，小児に

対しても合併症をおこすことなく施行可能で，左房圧

の低下，臨床症状の改善が得られると考えられた．

　12．カテーテル先進困難例へのTip　Defiecting

Wire　Guideの使用

　　　　国立循環器病センター放診部

　　　　　　　　　　　　木村　晃二，高宮　　誠

　　　　同　小児科

　　　　　　中島　　徹，小野　安生，山田　　修

　　　　　　新垣　義夫，木幡　　達，鈴木　淳子

　　　　　　越後　茂之，高橋　長裕，神谷　哲郎

　心カテーテル検査にfloating　catheterが使用され

出してから複雑心奇形においても目的部位へのカテー

テルの挿入が容易になったが，カテーテルの挿入が困

難な症例に出会う事がある．この様な場合，以前より

J型，S型，蝸牛型等と創意工夫をこらしたステソレス

製ガイドワイヤーをカテーテル内に挿入して，カテー

テルを目的部位に進めていた．しかしながら，カテー

テル内挿入時や挿入中にガイドワイヤーのカープがあ

まくなったり，折角ある程度進めていたカテーテルが

引き戻されることが応々にしてある．また最近では

種々の新しいガイドワイヤーが使用できるようになっ
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てきたが，それでもカテーテルを目的部位に挿入でき

ない場合がある．我々は，約4年前よりCook社製

0．025”・100cm・先端5mm湾曲のTip　Deflecting　Wire

Guideを5F－balloon　angiographic　or　wedge　cath－

eterや5Fのポリエチレン製カテーテル等を併用して，

大血管転換症例での肺動脈へのカテーテルの挿入，両

大血管右室起始症例での経大動脈右室経由肺動脈への

カテーテルの挿入，下大静脈離断兼奇静脈連結症例で

の奇静脈から上大静脈へのカテーテルの挿入，肺静脈

へのカテーテルの挿入，血管塞栓術時の超選択的なカ

テーテルの挿入，また，動脈径の細い新生児・乳児に

おいて経静脈性右室経由で大動脈内に進めたカテーテ

ルを主要体肺側副血管MAPCAに挿入した選択的動

脈造影等に応用し，最小限のカテーテルの操作でこれ

らの検査の完結と検査時間の短縮に努めているので発

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第3号

表した．

　症例呈示：図1．心室中隔欠損，3ヵ月．

　卵円孔は開存しておらず心室中隔欠損孔経由で大動

脈にカテーテルを挿入する際に使用．上段は正面像，

下段は側面像である．左からDeflecting　Wireを5F・

balloon　angiographic　catheterの先端まで挿入した

状態，Wireを屈曲した状態，　Wireの位置を動かさず

にカテーテルのみを進めた状態，カテーテル先端が大

動脈内に挿入された状態である．

　図2．ファロー四徴・肺動脈閉鎖，1歳．

　経静脈右室経由で大動脈に進めた5Fポリエチレン

カテーテルにDeflecting　Wireを使用．左は正面像，右

は側面像で，先端．MAPCA内に挿入し造影したもの

で，左肺動脈起始部に狭窄が認められる．

　13．Atrial　Septostomyの新しい工夫

図　1

ご 　　　　ベ

ン ノ’

図　2
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　　　　名古屋第一赤十字病院小児医療センター

　　　　循環器科

　　　　　　羽田野為夫，中村　重男，小野佐代子

　Balloon　Atrioseptostomy（以下BAS）を含めた心

房中隔切開術は，大血管転換症での機会が減ったとは

言え，まだ一側房室弁閉鎖症等では姑息的救命手段と

して重要である．また，より小さな心疾患新生児を治

療の対象とする機会が増え，その際に心房中隔切開が

必要となる事態も予想される．私達も偶々そうした機

会に，通常のBASを試みるも不成功に終わった為，

BalloonやBladeの代りに“糸”を用いて心房中隔を

切開する方法を考案した．

　目的：1．より細い血管，Sheathに適応できる．2．

かたい心房中隔も裂開できる．3．使い易い．4．術中

合併症がより少ない．以上の条件を満たす方法の関発

を目的とした．

　方法：図に原理を示す．クールナンド等端孔カテー

テルの中に，つり糸を通し先端から出した糸を折り返

してproximalに結びつける．糸を引っ張ることで，カ

テーテル先端が屈曲し，「弦の張った弓」の形になる．

左房内でこの形を作って，左房への通常のBASの様

に，ひき抜く際に，糸の部分で卵円孔辺縁を切開しよ

うとするものである．カテーテル先端を卵円窩にひっ

かける為に，図中段の様に側孔カテーテルを，更に糸

の滑り易さを求めれぽ下段の方式が望ましいと考えら

れる．またカテーテルの手元には三方活栓をつけて中

に糸を通すと，活栓で糸の固定も可能となる．

　症例：3ヵ月女児．在胎34週5日，体重1，904gにて

出生，直ちに心雑音に気付かれ，三尖弁閉鎖症で，肺

動脈閉鎖と動脈管開存を伴っていると判明した．PGE

にて状態維持し，1ヵ月時体重2，466gで初回BASを

伸展時

端孔三芒≡∋

側孔9⊃

側孔≡モ∋⊃

屈曲時

拓

マ
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試みた．しかしカテーテル挿入できず断念した．3カ

月時体重3，784gで，本方式のカテーテルを用いて心房

中隔切開に再挑戦した．初回に切開の手応えを感じた

が，著明な圧変化認めず，BASも追加，容易に施行で

きた．本方式の切開で“切れ込み”ができたものと考

えた．

　考案：本法の臨床治験と併行して，実際に解音1」症例

の心房中隔でも切開を試してみたが成人の厚い中隔も

容易に切開できる印象であった．本法を従来のBal・

loonやBladeと比べてみると，元のカテーテルに合っ

たSheathが使える点，即ち，他法より細いSheathが

使用できる点，操作が簡単である点，機構が単純で

Bladeの様に技去困難とはならない点，またカテーテ

ルの強度と糸の細さの組み合せで，かたい心房中隔も

切開可能である点など，有利と考えられる．欠点とし

ては，確実に大きな切開，乃至決まった大きさの欠損

口を作製しようとすると困難と思われる．しかし今後

更に，剛性の強いカテーテル，細くて摩擦に強い糸を

用い，患児の左房，卵円孔の大きは，形態に合った形

状にして，使用していけぽ，確実性が向上し，更に，

低体重の病児に適応が広げられるものと思われる．

　14．経皮的バルーン拡張術前後での血中エンドセリ

ン濃度一血管内皮細胞障害の程度を予測できるか？一

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　西本　　啓，井埜　利博，薮田敬次郎

　エンドセリン（ET）は21個のアミノ酸からなるポリ

ペプチドであり，血管内皮細胞で産生され，強力な血

管収縮作用を持つと言われている．また，急性心筋梗

塞やPTCA後に血中ET濃度が上昇すると報告され

ており，血管内皮障害によりET産生が充進する可能

性が示唆される，そこで，今回私どもは経皮的バルー

ン拡張術（BD）に起因する血管内皮障害の程度を，血

中ET濃度が反映し得るか否かを検討した．

　対象および方法：対象は3群に分類し，①BD群二

BDを行った肺動脈弁狭窄（PVS）5例（conduit内生

体弁狭窄1例を含む），未手術の大動脈縮窄（CoA）2

例およびB・Tshunt狭窄2例の計9例（74±76ヵ月），

②心カテ群：心カテーテル検査を行った川崎病（心機

能正常）3例，軽症心室中隔欠損5例，軽症心房中隔

欠損2例および心室性頻拍1例の計11例（42±38カ

月），③Control群：健康小児10例（24±37ヵ月）とし

た．採血は，BD群および心カテ群では大腿静脈，肺動

脈および大動脈から行い，control群では肘静脈から

行った．採血時期はBD群ではBD直前（心カテ，血
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BDにおけるエソドセリソ（ET）の変動

管造影後）および直後，心カテ群では心カテ中で血管

造影前とした．ETの測定は採血後直ちに血漿分離し，

Silica・ODSで抽出後ペニンシュラ社製ET抗体を用

いてRIA法で測定し，採血部位ごとのET濃度，　BD

前後のET濃度の変動およびET濃度と大動脈圧との

関係などについて検討した．

　成績：1）静脈血中ET濃度は，　BD群2．08±O．97

pg／ml，心カテ群1．94±0．78pg／ml，　control群2．83±

1．16pg／mlで，3群間で差を認めなかった．2）採血部

位別のET濃度は大腿静脈2．00±0．84pg／ml，肺動脈

1．98±0．40pg／ml，大動脈1．98±0．70pg／mlで差を認

めなかった．3）大腿静脈のET濃度は．　BD前2．08±

0．97pg／mlからBD後2．85±1．77pg／ml（p＜0．05）に

全例で上昇した．4）PVSではBD後に，大腿静脈のみ

ならず肺動脈および大動脈においてもET濃度が上昇

した．5）CoAおよびB・T　shunt狭窄では，大動脈の

ET濃度はBD後に上昇しなかった．6）BD後のET

濃度の増加率に伴って，BD後の大動脈圧の増加率が

上昇する傾向を認めた（r＝O．792，p＜O．1）．

　まとめ：血中ETは，　BDによる局所の血管内皮障

害の程度を反映するとは思われず，むしろBDによる
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一過性の血圧低下によって末梢の血管内皮より産生が

元進する一種のストレスホルモンである可能性が示唆

された．

　15．（欠）

　16．術前経管塞栓術が有効であったMajor　Aor・

topulmonary　Collateral　Artery（MAPCA）を伴う

フアロー四徴症

　　　　富山医科薬科大学第1外科

　　　　　　村上　　新，浜中　英樹，阿部　吉伸

　　　　同　小児科

　　　　　　　　　　　　市田　蕗子，宮崎あゆみ

　　　　国立循環器病センター小児科　越後　茂之

　　　　同　放射線科　　　　　　　　木村　晃二

　最近我々はMAPCAを合併した肺動脈閉鎖症でな

いスァロー四徴症例を経験した．本例では術前steal

coilを用いた経管塞栓術を行い，開心根治術に臨んだ．

術中術後経過と合わせ考えると，本例に於ける塞栓術

は有効であったと考えられるので治療経過を中心に報

告した．

　症例：2歳10ヵ月，男児．主訴：心雑音，チアノー

ゼ，現病歴：昭和62年10月7日，在胎40週，正常分娩，

生下時体重3，080gで出生．生後心雑音及び晴泣時にチ

アノーゼが認められた．日齢15で当院小児て心エコー

検査施行し，ファロー四徴症と診断された．根治手術

を目的として，2歳6ヵ月時に心臓カテーテル検査が

施行された．

　入院後経過：心臓カテーテル検査では膜様部近傍型

心室中隔欠損を有するファロー四徴症と診断された．

開心根治術の適応と診断されたが，上位胸部下行大動

脈より右肺門部および上肺野へ分布する側副血管が認

められたため，平成2年7月25臥steal　coil（Occuding

Spring　Emboli，4cm　Long，3mm　Diameter，　COOK）

を用いた経管塞栓術を施行した．塞栓術後の大動脈造

影では塞栓された血管の更に中枢に新たに側副血管が

出現したがこれは放置した．術後38℃の熱発を3日間

認めたが特に合併症は見られず，塞栓術後19日で開心

根治術を施行した．大動脈遮断中の左房脱血量の大動

脈送血量に対する割合は24％と計測された．体外循環

からの離脱時左房圧18mmHgで体血圧を維持するこ

とが困難であったため急遽左第3肋間開胸を追加し肺

門部より側副血管の結紮を試みたが，著名な振せんが

触知されるものの血管の剥離は躊躇された．幸いこの

間に血圧の上昇が得られたため側副血管は放置し手術

を終了した．術翌朝血圧低下とこれにひきつづき急性
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腎不全をきたしたが回復し，術後7日目に抜管可能と

なった．平成2年9月26日，術後心臓カテーテル検査

を施行した．遺残短絡なく左室機能は正常であり，

RV／LV圧比＝0．4，右室一肺動脈間圧較差＝8mmHg

であった．大動脈造影では塞栓された血管は完全に閉

塞していたがその中枢の側副血管はひきつづき造影さ

れた．

　考案：本例に於ける側副血管はその形態よりむしろ

Major　bronchial　collateral　arteryと考えられた．い

ずれにしろこれらの側副血管を残して根治術に望む場

合，1）体外循環に際して，その分有効血流が減少する．

2）出血が多く術野の妨げとなる．3）放働ぽ術後心不

全の原因となる等の問題点を有するためできうる限り

術前に処理しておくことが重要である．その手段とし

て近年steal　coilを用いた経管塞栓術が注目を集めて

いる．本法では開胸結紮術に比べ侵襲性が少なく，合

併症の少ない点で優れており，本例に於いては術中術

後経過より患児救命上必要不可欠であったものと推察

される．Steal　coilでの遮断部位や塞栓術後開心根治

術までの期間など今後検討を要する点もあるものの非

常に有効な治療手段と考えられた．

　17．コイル塞栓術を行なった肺血流減少性心疾患の

3例

　　　　社会保険中京病院小児循環器科

　　　　　　松島　正気，奥村　直哉，石川　秀樹

　　　　名古屋大学小児科　　　　　　長嶋　正実

　重症の肺血流減少性心疾患の発達した，大動脈・肺

動脈間側副動脈に対しての経動脈的コイル塞栓術を3

例に行ったので報告する．

　症例1は三尖弁閉鎖Ibの6歳男児である．5歳時の

フォンタン手術を決めた心臓カテーテル検査で，下行

大動脈からの血流量の多い側副動脈を認めたため，手

術1週間前にコイル塞栓術を行った．径3mmの側副動

脈に径3mm長さ4cmのコイルを使用し，10分後に完

全閉塞が得られた．術野の確保は良好で，手術後の経

過も良好であった．

　症例2は完全大血管転位III型の9歳男児である．8

歳時心臓カテーテル検査を行い，9歳時ラステリー手

術を行った．肺静脈還流血多く，術野の確保は困難で

あった．術後20日頃より気道からの大量出血が始った

ため，出血の制御を目的にコイル塞栓術を行った．下

行大動脈からの径4mmの側副動脈には5mm×5cmの

コイルで，出血点に血流を送っている右頚動脈からの

径2．5mmの側副動脈には3mm×4cmのコイルを使用

した．前者は60分後，後者は10分後に血流減少がかえ

られた．出血量は減少し以後順調な経過をとった．

　症例3は心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖の7歳女児

である．4歳時に喀血を繰り返した既往があるため，

ラステリー手術1週間前に下行大動脈からの2本の側

副動脈にコイル塞栓術を行った．径2mmと1．8mmの

動脈に対しそれぞれ2mm×1cmのコイルを使用した．

前者は30分後，後者は10分後に完全閉塞が得られた．

手術後気道出血なく経過順調であった．

　3症例5本へのコイル塞栓術は合併症なく良好な結

果であった．2例ではSaO2の低下を見，手術直前に予

定すべき操作であると思われた．注意すべき合併症と

してはコイルの逸脱（大動脈側や肺動脈側へ），カテー

テルから血管への着脱困難，不完全閉塞による溶血な

どが考えられる．これを避けるためには，目的側副動

脈のできるだけ末梢まで誘導カテーテルを入れて行う

こと，血管の形態に注意し先細り型や屈曲型のものに

行う，血管径以上の径のコイルを使用することなどが

必要であると思われた．

　18．出生前診断し生後すぐに経皮的後大脳動脈塞栓

表

症　例 側副動脈径 使用コイル 誘導カテーテル 結果 合　併　症

Y．N． 　　3mm
（下行大動脈）

径　　3mm
長さ　4cm

6F多目的カテーテル
完全閉塞
　10分後

なし認㌧69．8

　　4mm
（下行大動脈）

径　　5mm
長さ　5cm

6F多目的カテーテル
血流減少
　60分後

なし

N．T．

　2．5mm
（右頚動脈）

径　　3mm
長さ　4cm

5Fジャトキンス
　カテーテル　JR3

血流減少
　10分後

なし

　　2mm
（下行大動脈）

径　　2mm
長さ　1cm

6F多目的カテーテル
完全閉塞
　30分後

H，R．

　1．8mm
（下行大動脈）

径　　2mm
長さ　1cm

6F多目的カテーテル
完全閉塞
　10分後
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術を行ったガレン脳動静脈奇形の1例

　　　　久留米大学小児科

　　　　　　豊田　　温，大原　延年，高木　純一

　　　　　　井上　　治，加藤　裕久

　　　　同産婦人科石松順嗣，吉村修
　　　　同　放射線科　　　　　　　　安倍　等思

　はじめに：新生児期に発症するガレソ脳動静脈奇形

は，特異な血行動態によりnon－structure　heart　dis・

easeの病態を呈し，極めて予後不良の稀な脳血管奇形

である．今日，産科領域では妊婦に対する超音波によ

る検診が普及し，胎内診断が試みられている．今回，

胎児の超音波検査による出生前診断により，早期診

断・早期治療が行えたガレン脳動静脈奇形を経験した

ので報告する．

　症例：妊娠中特に異常なく経過するも，在胎36週3

日に胎児エコーで，頭蓋内異常エコーに気づかれた．

カラードプラエコーで，脳内の直径約3cmの嚢胞様エ

コー 内に異常血流を認め，パルスドプラエコーで連続

性乱流を認めて，ガレン脳動静脈奇形と診断した．胎

児のMRIでも，頭蓋内に同様の嚢胞像を認めた．

　胎児心エコーでは，4腔断面にて総心径47mmと拡

大，特に右心系拡大が認められ，Mモードエコーにて

右室拡大，心嚢液貯溜を認め，胎児心不全が考えられ

た．更にパルスドプラ心エコーでは，ガレン脳動静脈

奇形に特徴的な血流シグナルと考えられる大動脈弓部

での頭部への引き込み血流が認められた．

　在胎38週4日，帝王切開分娩にて出生した．多呼吸，

頻脈，胸部X線写真CTR　O．58と心不全を呈した．軽

度の収縮期心雑音認めたが，頭部での血管雑音は聴取

できなかった．2生日，DSAにて左右の後大脳動脈が

主な輸入動脈であることを確認した後，2生日と8生

日，経皮的にトラッカーのマイクロカテーテルを椎骨

動脈経由で挿入し，2本の輸入動脈にヒラールミイク

Ptコイルにて塞栓術を施行した．

　経皮的後大脳動脈塞栓術を行った前後での上大静脈

および上行大動脈の血流動態をパルスドプラエコーで

評価した．塞栓術前後で，上大静脈血流量は上行大動

脈血流量に対して74．3％から53．0％と減少を認めた，

上行大動脈血流量は，6．541／minから4．811／minと

26．4％減少したのに対し，上大静脈血流量は4．861／

minから2．551／minと47．5％減少が認められた．

　塞栓術後，心不全は軽快し，33生日のMRIでは脳動

静脈奇形の著明な縮小が認められ，脳室拡大や虚血性

病変は認めなかった．現在，神経学的に特に問題なく，

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第3号

1歳になる．

　考察：本症例では胎児エコーおよびMRIによる出

生前診断により，出生前より各科でチームを組み，生

後早期にinterventionalに動脈塞栓術を行えたことが

良い結果に結びついたと考えられた．本症において早

期診断・早期治療を行うことが重要であり，また出生

前・出生後の診断およびMRIが有用であった．本症の

早期診断，特に出生前診断と各科のチームアプローチ

が，予後改善に重要と考えられた．しかし，本症例も

まだ経過が短く，長期予後については今後の経過観察

にて検討が必要である．

　19．Critical　ASに対するBalloon　valvuloplas－

ty，　open　valvotomy－2年後の評価を含めて一

　　　　国立療養所長良病院小児科　　矢嶋　茂裕

　　　　同　心臓血管外科　　　　　　広瀬　敏勝

　　　　兵庫県立こども病院心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口　眞弘

　症例は出生直後から重篤な心不全状態にあり，生後

30日balloon　valvuloplastyを施行された．臨床的には

著明な改善を認めたが，生後3ヵ月心室性期外収縮の

頻発と心電図での左室負荷の進行のため，直視下大動

脈弁切開術を行った（日小循誌，6：263－270，1990掲

載）．術後の経過はきわめて順調で今回2年後の再評価

を行った．

　左室大動脈圧較差は37mmHg，左室駆出率69．4％，

大動脈造影で大動脈弁閉鎖不全1度と良好な心機能を

示した．肺高血圧，僧帽弁閉鎖不全はなかった．

　将来的には大動脈弁置換術が必要になるであろう

が，新生児期のきわめて重篤な状態からみれば，本症

例の経過としては申し分ないと考える．balloon

valvuloplastyは，　critical　ASに対しては姑息術では

あるが，開心術の前にまず試みるべき治療法と思われ

る．

表　心臓カテーテル検査

（mmHg）

BV前 直後 2年後

RV 27／ 25／

PA 28／14 23／5（15）

LV 76／ 104／ 116／

Ao 35／26 63／52 79／49（63）

PG（LV・Ao） 41 41 37

20．経皮的バルン拡張術による救命しえた新生児
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Critical　ASの2例

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　小林　　順，小池　一行，赤木美智男

　　　　　　磯田　貴義，石沢　　瞭

　新生児大動脈弁狭窄症（以下critical　AS）の2例を

経験し，新生児期に経皮的バルーン拡張術にて救命し

えたので，その手技及び症例の経過についてここで報

告する．

　症例1は，生後12日目の女児で，主訴は多呼吸，哺

乳力低下，心雑音でCHDの疑いにて当院に紹介入院

となった．体重は2，806gで胸部レ線上CTR　65％，著

明な肺欝血像が見られるECGではV5V6のST低下．

心エコーでは大動脈弁尖の肥厚を伴うbicuspid　ASで

MS，　PDAなど他の合併心奇形は見られなかった．圧

較差は81mmHg，　AO弁輪径は7．2mm，　EF　36．8％，

SF　14．2％であった．生後14日で全身麻酔下にてバル

ン拡張術を施行した．エコーガイド下に逆行性に0．025

のguide　wireをLVに挿入，　guide　wireだけでも著明

な血圧低下が見られたが，直ちにexchange　guide

wireにかえ7mmのMedi－tech　Ultrathinバルーンカ

テーテルを挿入，用手的に2，3秒waistが消失する

までinflation後，抜去した．直後は血圧の低下，　AV

blockによる徐脈が見られ，心マッサージなど施行し

術前に回復するまでに5分を要した．術前後のAO造

影では術前のnegative　jetの消失，　PG　110mmHgか

ら20mmHgに低下，　ARは1度であった．その後の経

過は良好で哺乳力の改善，体重の増加が見られ，1年

後の心カテではPG　14mmHg，　AR　II度であった．

　症例2は，生後4日の男児で，生後2日目で心雑音

を指摘され紹介入院，軽度の多呼吸とretructionを認

めた．胸部レ線ではCTR　53％，軽度の肺静脈性欝血，

ECGでは肥大所見及びST－Tの変化を認めなかった．

　心エコーではdomingを伴う肥厚した3弁性の大動

脈弁でPG　135mmHg，　AO弁輪径7mmで他の合併心

奇形を認めなかった．EF　90．6％，　SF　54．8％であった．

以上よりcritical　ASの診断のもとに経過観察してい

たが，呼吸数の増加を認め生後7日目にバルン拡大術

を施行した．術直前より呼吸管理を行い全麻下にて施

行した．手技は症例1と同様であるが，guide　wireは

0．018を使用．guide　wireを挿入後，まず4mmのultra

thinバルソカテで1回dilatation施行．　LV圧に変化

がなく，心エコーでARを認めないため，6mmで再度

施行．LV圧の低下，カラードプラエコーでARが出現

したため終了とした．術前後の心カテではPGは109
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図　エコーガイド下でのパルン拡張術（症例2の左室

　長軸像）

　上：弁口を通りLVへ挿入されたガイドワイヤ，

　下：バルン拡張時

mmHgから46mmHgへ低下，　ARは1度で術後の経
過は良好である．

　新生児のcritical　ASに対するバルン拡張術の成否

は術前のLVsize，　MS，　MS等の合併心奇形，　valveの

形態及び，その手技によると思われるが，そのanatom・

icalな適応は本邦では，経験もなく今後の検討が必要

と思われる．今回のバルン拡張術におけるバルンサイ

ズ及び手技については今までの報告に準ずるが，我々

は2例共にエコーガイドでガイドワイヤを挿入，また

症例2ではAO弁輪径7mmに対し4mmバルンを使
用，カラードプラでARのないことを確認し再度6mm

のバルンを使用して効果を認めた．guide　wireによる

perforationの予防，　ARを最小限におさえるためfull

にエコーを利用することは1つの工夫と考えている．

またバルン拡張術前の患児の状態も術後の管理に影響

を与えるものとして重要である．
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　21．Critical　ASRに対するBalloon　Valvuloplas・

tyの経験（膀動静脈を用いたアプローチ）

　　　　名古屋第一赤十字病院小児医療センター

　　　　循環器科

　　　　　　中村　重男，小野佐代子，羽田野為夫

　生直後より重篤な心不全症状を呈し，強い閉鎖不全

を合併した先天性大動脈弁狭窄症の男児に，膀動静脈

経由で日齢7日目にBalloonによる大動脈弁拡大術

を施行する機会を得たので，経膀動脈法の実際と問題

点について報告する．

　症例は，在胎37週緊急帝王切開にて出生した男児，

全身浮腫が著名で，四肢の脈拍触知不良，3LSBにto

＆fro　murmurを聴取した．胸部X線写真で心拡大

（CTR＝75％），心電図で強い左室肥大を認めた．心エ

コー 検査で，左室壁の肥厚と，上行大動脈のpost－

stenotic　dilatationを認め，弁直上の血流速度は4．7m／

secであった．また拡張期には心尖部にまで到達する

逆流jetを認めた．以上より強い閉鎖不全を伴うCriti－

cal　ASと診断し，強心利尿剤，　DOA，　DOB，　PGE1な

どによる抗心不全療法を開始したが，循環不全は進行

的であった．

　そこで，若干でも左室の圧負荷軽減を目的に日齢7

日目にBalloonによる弁拡大術を試みた，方法は，既

に日齢1に膀静脈から右房へ，膀動脈から下行大動脈

に挿入留置してあった6Fr．バーマンカテーテルをガ

イドワイヤーを用いてシースに入れ替えたあとで，経

静脈的に卵円孔経由で左室圧を，経動脈的に大動脈圧

を測定した．次に，右房にペーシソグカテーテルを挿

入し徐脈などに備え，経動脈的・逆行性にBoston－

Scienti丘c社製5Fr．村上のカテーテル（経8mm，長さ

20mm）を左室へ挿入し，3回弁拡大を施行した．術後，

圧差は約10mmHg減少し，収縮期血圧は17mmHg上

昇し，一旦循環動態も改善し，活気も見られたが，次

第に乏尿浮腫進行し，日齢13腎不全から死亡した．

　本症例は，剖検所見より大動脈に弁組織は存在せず，

丘brous・ridgeを認めるのみで，いわゆる“Absent　Aor－

tic　Valve”と考えられた．一方シース先端が留置され

ていた内腸骨動脈や，膀動脈から静脈管，下大静脈に

は，血管内皮のピランや，内膜下出血が認められたも

のの，血栓，閉塞所見は見られず，重篤な合併症は認

められなかった．

　考案：本症例に対するBalloon拡大術は，術後の経

過および剖検所見から，その有効性が疑問であった．

さらに，閉鎖不全合併例での適応は今後の検討課題で
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あると思われた．膀血管を用いたアプローチは，経皮

的アプローチに伴う合併症を回避でき，かつBalloon

のサイズ選択にも余裕があり，非常に有用な方法であ

ると思われた．しかしその為には極く早期に診断し，

膀動静脈にカテーテルを留置し，ルートを確保してお

くことが肝要である．

　22．乳児期に経皮的弁形成術を施行Lた大動脈狭窄

の1例

　　　　島根医科大学小児科

　　　　　　羽根田紀幸，岸田　憲二，神谷　一郎

　　　　　　森　　忠三，岩谷　　一

　　　　　　　　　　　　　（現　隠岐病院小児科）

　在胎28週の時に出生前診断された大動脈狭窄（AS）

に対して，不機嫌なロ帝泣発作のため，生後3ヵ月の時

に経皮的大動脈弁形成術（PTAV）を施行した．　PTAV

施行時の体重は6．63kg，身長は59．Ocm，体表面積は

0．3平方メートル，心エコー図による大動脈弁輪径は8

mm，弁口は2mm×4mmであった．右大腿動脈を穿刺

し，シースは5．5Fを，バルソカテは5mmのドッターを

使用した．心カテによる圧較差は，PTAV施行直前66

mmHgであった，直後の圧較差は55mmHgとわずか

に低下したのみであったが，アンギオ及び心エコー図

検査にて大動脈弁逆流（AR）の出現は無く，大腿動脈

から下肢末梢動脈の拍動には異常は認めなかった．

PTAV後喘泣発作は消失し，臨床的には問題無く経過

し，心エコー図による経過観察では，圧較差は徐々に

軽減するとともに，ごく軽度のARが出現してきた．

PTAV後10ヵ月にて施行した心カテ・アンギオでは圧

較差は25mmHgと低下しており，　ARは1度であっ

た．大動脈弁輪径8mmのASに対し，インフレートし

たときのバルン径5mm（弁輪径の62．5％）のドッター

カテを用いたPTAVにて14ヵ月後の現在も良好な結

果を維持しているので報告した．

　23．Shone症候群に対するBalloon　aortic
valvuloplastyの経験

　　　　日本大学医学部小児科

　　　　　　能登　信孝，牛ノ浜大也，原　　光彦

　　　　　　三沢　正弘，山下　恒久，住友　直方

　　　　　　泉　　裕之，岡田　知雄，原田　研介

　Shone症候群の乳児例に対しBalloon　aortic

valvuloplastyを経験したので報告する．

　症例は日齢36の男児である．心不全を来して入院し，

入院時心エコー図にて左室駆出率の著明な低下を伴い

大動脈弁狭窄（圧較差60mmHg）及び大動脈弁下狭窄，
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大動脈縮窄，パラシュート僧帽弁を合併したShone症

候群と診断されている．強心剤，利尿剤及びドーパミ

ンの静注による治療にもかかわらず心不全の改善が得

られないため3ヵ月目に心臓カテーテル検査を施行し

診断を確認している．その後も心不全のコントロール

が困難なため，5ヵ月目体重3．6kg時点でBalloon

aortic　valvuloplastyを施行した．大腿動脈cut　down

法にて左心室にカテーテルを挿入し大動脈弁輪径7．2

mmに対して6mm　ultrathinカテーテルを使用し6気

圧，計3回のvalvuloplastyを行った．術前後の圧計測

では左室上行大動脈圧較差は術後20mmHg増加した

が左室拡張末期は25mmHgより16mmHgへと減少し

た．有効バルーン径での拡張ができていないと判断し

8mmムラカミバルーンカテーテルを大腿動脈に挿入

を試みたが血管が虚脱し中止した．術後1ヵ月間は心

不全の改善が得られたがその後増悪し現在なお内科的

治療を継続している．

　本症例aortic　valvuloplastyに関する問題点は，1）

大動脈弁下狭窄を伴っているため術前圧較差の測定が

不正確でありvalvuloplastyの適応が不明瞭である．

2）コンプライアンスの低下した心室であるため治療

効果の判定が困難である．3）大動脈弁下狭窄のためバ

ルーンカテーテルの適正位置での拡張が困難であるこ

とであった．

　24．balloon　valvUloplastyが無効であった大動脈

弁狭窄症の2症例

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　島崎信次郎，井埜　利博，田和　俊也

　　　　　　大久保又一，秋元かつみ，西本　　啓

　　　　　　岩原　正純，藪田敬次郎

　近年，大動脈弁狭窄症（AS）の術後再狭窄，および

新生児critical　ASに対するballoon　valvuloplasty

（BV）の有効性について検討されているが，今回私共

はBVが全く無効であったASの術後再狭窄例および

ファロー四徴症に合併した新生児のcritical　ASを経

験し，報告した．症例1は13歳女児．8ヵ月時に大動

脈弁狭窄症の診断を受け，7歳時に弁交連切開術を施

行している．圧較差は140mmHgから25mmHgと減少

し，術中所見では大動脈弁は2尖であった．しかし，

その後徐々に再狭窄が進行し，6年後の心エコー検査

にて，圧較差100mmHgの術後再狭窄を認めたため

BVを施行した．心エコー検査および心臓カテーテル

検査上，大動脈弁は著明に肥厚していた．弁輪径19mm

に対しバルーン径20mmのカテーテルを用い3回BV
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図　症例2の大動脈弁尖の剖検所見．弁尖は3尖であ

　り，最大3．5mmと著明に肥厚している．弁尖の癒合

　はないが，可動性に乏しいdysplasticな弁尖であっ

　た．balloonによると思われる亀裂が認められる（矢

　印）．

を試みたが圧較差の減少は認められなかった．症例2

は日齢0の男児である．38週0日，3，098gにて出生．

生直後より著明なチアノーゼおよび心不全症状を認め

当科入院となった．心エコー検査にて重症大動脈弁狭

窄を伴う総動脈幹遺残症と診断．また，著明な心室壁

の肥厚および収縮力の低下を認めたため，日齢1，総

動脈弁に対しBVを施行した．弁輪径8mmに対し，直

径9mmのバルーンを用い，計3回のBVを施行した

が，圧較差は50mmHgから35mmHgへと減少するも，

心機能の改善は得られず，日齢2，急激な不全症状の

進行により死亡した．剖検上，重症大動脈弁狭窄を伴

うファロー四徴症の診断となったが，肺動脈は極めて

低形成であり，左肺動脈は欠損し動脈管が左肺動脈末

梢と結合していた．大動脈弁は可動性に乏しく，最大

で3．5mmと著明な肥厚を呈しており弁輪は狭小で

あった（図）．

　組織学的に弁尖の石灰化および血栓の付着したもの

等が，BVが無効である原因とする報告が散見される

が，今回，BVが無効であった原因は，大動脈弁が2尖

であること，弁尖の肥厚が著明であること，あるいは

弁輪径が狭小であること等が原因であると考えられ

た．症例2においては，心筋の肥厚が極めて強く，心

筋の解除にても救命し得なかったものと思われる．組

織学的にも，心筋細胞の壊死，線維化等の変生が著明

であり，この様な症例は，救命方法が極めて難しいも

のと思われる．
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　25．Balloon　Aortic　Valvuloplastyにより左室肥

大所見（ECG）の改善を認めた術後残存大動脈弁狭窄

の1例

　　　　北九州中央病院小児科

　　　　　　　　　　　　橋野かの子，鈴木　和重

　肺動脈弁狭窄に対する治療法にballoon　pulmonary

valvuloplasty（以下BPV）がほぼ定着しつつある．し

かし，大動脈弁狭窄に対する治療法としての経皮的

Balloon　Aortic　Valvuloplasty（以下BAV）は，未だ

に前者のごとく普及するに至っていない．今回，17歳

女性にBAVを施行し，著明な改善を認めた症例を経

験したので報告する．症例は，7歳時に先天性大動脈

弁狭窄と診断され，10歳時に頭痛めまいを訴えるよう

になったため大動脈弁切開術とDoty法を施行した．

17歳時にドプラー心エコー図で70mmHgの左室大動

脈圧較差と心電図でstrain　patternを認めたため再手

術の適応があると判断した．Mansfield社製のバルー

ンカテーテルを使用しdouble　balloon法にてBAV

を施行した．術後，左室大動脈圧較差は82mmHgから

5mmHgに改善し，心電図上においてもII，　III，　aVF

のT波の陰性化と，V5，　V6のSTは著明に改善した．

小児におけるBAVの効果は，老人の症例と異なり，持

続するという報告がある，また女性の場合，弁置換術

後の抗凝固剤の服用を避けるためにも，BAVを第一

選択と考えた．

　26．バルーンカテーテルによる大動脈弁形成術

（BDAVP）術後に手術を施行した2例

　　　　榊原記念病院循環器小児科

　　　　　　村上　保夫，矢田　公裕，岩本　真理

　　　　　　鈴木　清志，森　　克彦，三森　重和

　今回，我々はBDAVPを施行した後に大動脈弁交連

切開術をした幼児例と大動脈弁置換術をした学童例を

経験した．術中にBDAVP施行後の大動脈弁を観察で

きたので，この弁形態について報告する，

　症例1．2歳，男児．生直後より心雑音を指摘され

PSの診断を受けた．この時点では胸部レ線で心陰影

の拡大はなかった．生後1月，涙管閉塞でブジー施行

中ショックとなり入院し，EFE＋Mrの診断で治療を

受けた．生後2月，当科紹介され入院後valv．　AS＋

EFE＋Mr＋CHFの診断をし内科的治療を試みたが左

心機能の改善はなく，1回目のBDAVPを径5mmの

バルーンで行なった．LVEDPは28mmHgから22
．mmHgに減少したが，　LV・AOの圧差（70mmHg）は

変らなかった．その後も心不全のコントロールに大量
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のカテコラミンや時に呼吸器による呼吸管理を必要と

した．

　生後10月2回目のBDAVPを・ミルーソ径10mmの

MURAKAMIカテーテルで施行した．　LV・AOの圧差

は約95mmHgから65mmHgに減少した．以後点滴に

よるカテコラミンや血管拡張剤の離脱ができ1歳5月

に退院した，2回目のBDAVP後明らかに左室機能が

改善したので直視下による大動脈弁切開術を決意し

た．2歳3月，大動脈を開けて見ると大動脈は二尖弁

で，後交連側は弁輪部近くまで裂開していた．これを

さらに2mm切開し，前交連側は大動脈閉鎖不全を作ら

ないよう1mmほど切開した．

　症例2．14歳，男児．4歳，心雑音を指摘されvalv．

ASの診断を受けた．6歳，当科で心臓カテーテル検査

をしたLV－AOの圧較差50mmHgのASとtrivialの

Arを認めた．14歳，圧較差は130～150mmHgと増大し

Arは1度となった．大動脈置換術の予定1週間前に

BDAVPを試みた．　Mans丘eld社の15～20mmのス

テップトバルーンカテを使用したがバルーンの後半分

の20mm部分を大動脈弁輪部に合わせ拡張するのは困

難であった．さらに15mmのシングルバルーンを追加

し拡張したが圧較差は30～40mmHgの改善にとど

まった．Arの増強も強かった．　SJM　23Aで大動脈弁

を置換した．大動脈弁は二尖弁で著しい肥厚を見た．

後交連側に2mm程度の裂開があった．

　BDAVPによる大動脈弁の裂開は交連部の比較的

肥厚の薄く弱い部分におこっていた．二尖弁に対する

BDAVPは今後も充分検討の余地があり，さらに機材

の改良や新たな方法の開発がのぞまれる．また適応に

ついても慎重でなければならない，

　27．バルーンカテーテルによる経皮的血管形成術を

施行した大動脈弁上狭窄症候群の1例

　　　　京都府立医科大学付属小児疾患

　　　　研究施設内科部門

　　　　　　福持　　裕，林　　鐘声，坂田　耕一

　　　　　　大持　　寛，早野　尚志，白石　　公

　　　　　　浜岡　建城，尾内善四郎

　　　　同　外科第二部門

　　　　　　　　　　　　河合　隆寛，和田　行雄

　大動脈弁上狭窄症候群（SASS）において，末梢性肺

動脈狭窄は自然緩解するが大動脈弁上狭窄（SAS）は

進行性との報告が多く，突然死が報告されている．

SASに対する外科的治療としてextended　aortoplas－

tyがあるが，依然手術の危険性，術後再狭窄等の問題

Presented by Medical*Online



平成3年10月1日

点がある．我々　et　SASS患者のSASに対し，バルーン

カテーテルによる経皮的血管形成術（BAP）を行う機

会があり報告した．

　症例：2歳2カ，月男児．父方伯父が16歳でSAS手

術中死亡．生後2日目心雑音指摘され，生後11ヵ月に

心臓カテーテル検査施行，SASSと診断．2歳頃労作時

顔色不良，活力低下出現，2歳2ヵ月時BAP目的に入

院．造影上SAS部はHourglass型で3．7mm，弁輪径

13．5mm，　SAS遠位大動脈径7．5mm，　BAPはバルーン

径8．5mmシャフト径5FのMansfield社製PTA用
Ultra－Thinバルーンカテーテルで計4回のウエスト

消失までinflate後直ちにdeflateしたが，造影の計測

上有意な変化はなかった．BAP前LV圧196mmHg，

SAS遠位部78mmHg，圧差118mmHgで，　BAP中LV

圧最高340mmHg，　LVEDP　80mmHgに上昇，右梼骨

動脈で26mmHgまで低下，　deflateと共に速やかに回

復した．BAP後圧差は104mmHgで14mmHgの低下
に留まった．BAP中の一過性の心室性期外収縮以外，

全身状態，検査上異常はみられなかった．2歳4ヵ月

時extended　aortoplasty施行．造影上SASは解除さ

れたが，拡大に用いたバッチ上部と思われる部位に生

じていた狭窄に対し，2歳6ヵ月時BAP施行，最狭窄

部径3．8mmに対し，バルーソ径8mm及び10mmで

シャフト径5F，　Mans丘eld社製MURAKAMIバルー

ンカテーテルで計9回のBAPを行なったが，造影上

有意な変化はみられなかった．BAP前LV圧170

mmHg，　SAS遠位部75mmHg，圧差95mmHg，　BAP

中LV圧310mmHg，　LVEDP　70mmHgに上昇，左梼

骨動脈は21mmHgに低下したが，バルーンのdeflate

で速やかに回復した．BAP後圧差は75mmHgで20

mmHgの低下に留まった．一過性の心室性期外収縮以

外，全身状態その他の諸検査上異常はみられなかった．

　考察：手術中SAS部外径は8mmだが動脈壁は著

明に肥厚，手術で得られたSAS部組織は，弾性線維の

増生した中膜と弾性線維及び膠原線維の増生した内膜

の肥厚を認め，BAPが不十分な結果に終わった原因の

1つと考えられた．本例はSASにBAP施行した本邦

初めての報告と思われるが，海外に最近同じHour－

glass型でBAPの成功した報告例があり，　Hourglass

型SASには組織学的に複数のタイプのある可能性が

示唆された．本例でBAPは過去の報告と同様大きな

障害なく行い得たこと，十分な効果の得られる場合の

あることから，外科的治療に先だって施行する意義が

あり，今後症例を重ねて，その効果とBAPの手技，
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SASのタイプ，組織等について検討する必要があると

思われた．

　28．大動脈縮窄に対する経皮的血管形成術とdis・

section

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　小野　安生，越後　茂之，布施　茂登

　　　　　　小笹　　浩，黒江　兼司，神谷　哲郎

　　　　同　放射線科　　　　　　　　木村　晃二

　大動脈縮窄（CoA）に対する血管形成術（PTA）は，

手術後の再狭窄に対しては有効とされているが，

native　CoAに対する効果に関しては，様々な意見があ

る．

　これまで2歳から14歳のConA　7例に対してPTA

を8回施行したが，今回は主としてPTA後に下行大

動脈のdissectionを認めた2例について報告する．

　方法：CoAに対するPTAを施行した7症例の概

略を表に示す．PTAはMans丘eld社製径8mmから18

mmのバルソカテーテルにて3．5気圧から7気圧，3秒
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表

ID Age Sex DX
∠Ppre／post
　（mmHg）

1158087 12 F CoA 31／9（3）

0982737 2 M CoA 43／21

0283641 11 M CoA 23／16

1189168 14 F CoA　po　CoA 31／9

1126495 4 F CoA　AS（mild） 33／27

34／21（18）

0875631 4 M CoA　DORV　PDA　PH　po　CoA 15／9

010405⑪ 11 M CoAVSDASpoASARCoA 51／45（31）

＊：Aortic　dissection，（　）：4P　l　month　after　PTA

the　day　of　PTA

lt・2649・5

tw　after　PTA

間から10秒間にて行った．

　症例1．14歳女児，大動脈縮窄術後の再狭窄

　PTAは径18mmのバルンを使用し，4気圧にて2

回行った．狭窄部位は4．7mmから14，7mmに拡大し，

同部の圧較差は31mmHgから9mmHgへと減少した．

PTA後の造影にて，下行大動脈にaortic　dissection

を認めた．1ヵ月後の心カテでは，狭窄部の圧較差は

3mmHgであったが，　aortic　dissectionの所見は変化

がなかった．

　症例2．4歳子児，大動脈縮窄，大動脈弁狭窄（軽

症）

　PTAは3カ．月の間隔で計2回行われた．1回目の

PTAは，径5mmのバルソ，6気圧，10秒間，径6mm

のバルン，6気圧，10秒間で施行されたが，狭窄部で

の圧較差は施行前33mmHg，施行後27mmHgであっ

た．2回目のPTAは径7mmのバルンにて7気圧，3

秒間行った．圧較差は施行前34mmHg，施行後21

mmHgであった．後の造影にて拡大部後方にaortic

dissectionを認め，　MRI（magnetic　resonance　image）

にて下行大動脈後部への出血を認めた．1週後のMRI

所見では，出血は認められなかった（図）．1ヵ月後の

心カテでは，圧較差18mmHgで，　aortic　dissectionは

残存していた．

　考案および結語：PTA後のaortic　dissectionは，

しぼしぼ認められるとされているが，我々は7例中2

例（29％）で同所見を認めた．その内1例では，拡大

術後に大動脈壁よりの出血を認めたが，その原因は

PTA施行後，造影前にwireを誤って抜去したため，

wire再挿入時に大動脈の穿孔をきたしたためと考え

られた．

　大動脈縮窄に対するPTAは，全例に有効とは限ら

ない．術時は，wire操作の順序に注意すべきである．

　29．Balloon　dilatation　angioplastyを施行した未

手術：の大動脈縮窄症5例の検討

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　岩原　正純，井埜　利博，西本　　啓

　　　　　　島崎信次郎，藪田敬次郎

　未手術の大動脈縮窄症（CoA）に対するballoon

dilatation　angioplasty（BDA）は術後の再狭窄に対す

るものほどには広く受け入れられておらずその有効性

についての諸家の意見は未だ確定的ではない．

　今回，我々は未手術のCoAに対するBDAを経験し

たので報告する．

　対象は未手術の先天性心疾患としてのCoA　4例お

よびaortitisによる後天性のCoA　l例の計5例でこ

れらの症例に対し7回のBDAを施行した．年齢は1

歳5ヵ月から14歳4ヵ月，男女比は2：3であった．

　BDAが有効か否かの判定は圧較差が30mmHg以下

になること，かつ30％以上の縮窄部の拡大を認めるこ

ととした．
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表BAを施行したCoA

症例 年齢 合併心奇形 縮窄部径（mm）
　　前／後

圧較差（mmHg）
　　前／後 BA有効

1 12Ygm ASR 4，5／9．0 75／25 十

2回目 13Y2m 11、0／14．0 25／15

2 1Y5m 一
2，6／5．6 50／30 十

2回目 2Y3m 5，2／5．9 35／25

3 5Y4m VSD術後 7，0／7．5 25／15
一

4 7Y4m 一
3，1／8．1 30／14 十

5 14Y4m aortitis 5，3／7．0 40／15 十

　その結果，BDAは5例中4例に有効であった．無効

とした1例はBDAにより圧較差がBDA前後で25

mmHgから15mmHgへと低下したがBDA前の圧較

差が25mmHgと30mmHg以下であったことおよび造

影上有意な縮窄部の拡張を認めなかったことから無効

とした．

　先天性心疾患としてのCoA　4例の圧較差は初回の

BDAで平均45±23mmHgから21±8mmHgに減少
し，縮窄部径も4．3±2．Ommから7．6±1．4mmに拡張

した．2例で術後5および10ヵ月時に再造影検査を行

なったが1例では再狭窄はなく，縮窄部径の自然の増

大（9／11mm）を認めた．他の1例では圧較差のごく軽

度の増加（30／35mmHg）を認めたが2例とも再BDA

で圧較差はさらに減少しており，中期のfollow　upで

は圧較差の減少は持続していた．

　縮窄部径3．1mmに対し12mm（387％）のバルーンを

用い，8．1mmまで拡張され圧較差も30mmHgから14

mmHgへと減少した有効例1例でBDA施行直後，軽

微な動脈瘤またはdissection様変化を認めた．MRIで

は同部位の壁の菲薄化または欠損様の像を認め動脈瘤

が強く疑われた．

　またaortitisによるCoAの1例ではMRIにより

大動脈内膜の詳細な情報が得られBDA施行時に非常

に有用であった．

　合併症として軽微な動脈瘤様の変化を1例に認めた

が，今回の対象では大腿動脈閉塞，血栓症，高血圧な

どの治療を要する他の重篤な合併症は認めなかった．

しかし我々が過去に行なった術後CoAを含めた8例

のBDAでは2例に大腿動脈の脈拍の微弱化を認めウ

ロキナーゼによる治療を行なっており大腿動脈の閉塞

は無視できない合併症として注意が必要と思われる．

　またMRIは大動脈壁の有用な情報が得られ未手術

CoAにおいてBDAを行なう際には術前後で行なう

のが望ましいと思われた．

　以上のごとく従来報告されているより安全で有効に

行ないうると思われるが未手術CoAの縮窄部は弾性

線維の配例異状や欠失などを認めるため動脈壁は比較

的脆弱であるとされており動脈瘤の発生の可能性など

疾患として避けがたいリスクを持つ未手術CoAに対

するBDAは慎重に行なうべきでregistory制度によ

る症例数の集積化なども必要かと思われた．

　30．大動脈縮窄に対するバルン血管形成術

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　小池　一行，石沢　　瞭，赤木美智男

　　　　　　小林　　順，磯田　貴義

　　　　同　心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　常本　　實，太田　喜義

　　　　　　　　　　　　島田宗洋，数馬博

　目的：大動脈縮窄に対するバルン血管形成術（BA）

は，最近その有効性が認められるようになってきた．

しかしその効果判定法はまだ確立されてはいない．今

回は我々の経験した症例に基づき，本法の効果判定の

ための形態的指標の一つとしてcoarctation　index

（CI）を提唱する．

　対象及び方法：小児8例に対し，9回のBAを施

行，男5，女4，年齢は生後7ヵ月から16歳10ヵ月（中

央値6．9歳），体重は6．3kgから47．3kg（中央値19．4

kg）．使用したバルンの直径は7から18mm（平均12．3

mm）であり，大動脈縮窄部径の1．8ないし4．4倍（平均

2、7倍），横隔膜位下行大動脈径の0．8ないし1．3倍（平

均1．0倍）であった．拡張圧は，標準型バルンカテーテ

ル使用の5例では3．5ないし6気圧，高耐圧バルン使用

の4例では17気圧を使用した．

　大動脈縮窄部径を正常値と比較するために，まず大

動脈径の正常値を求めた．大動脈血流の増加を来たす

ことのない心疾患症例35例の大動脈造影側面像から，

大動脈各部の直径を計測した．横隔膜位大動脈径は体

表面積，身長と非常に高い直線回帰を示したので，そ
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の値を標準化のための指数とし，各計測値を横隔膜位

大動脈径で除した値により標準化大動脈径を求めた

（図）．すると正常大動脈峡部の平均値は1．14±0．14，

正常値下限は0，85となった．大動脈縮窄部径／横隔膜位

大動脈径の百分率をCIと定義した．

　結果：縮窄部血圧較差は平均30．0±12．6mmHgか

ら5．6±7．2mmHgへと有意に低下，平均で術前の

16．8±14．6％にまで低下し，全例が50％以下に減じて

いる．縮窄部径は術前平均4．9±2．Ommから9．1±1．7

mmへと拡張，平均で術前の203±63％，1例を除き

150％以上に拡張した．しかし縮窄部径を正常値と比較

するため，CIをみると，術前平均40．8±11．3％が術後

平均75．0±14．5％と全例で増加を示したものの，術後

に正常範囲（85％以上）に入るものは2例に過ぎなかっ

た（図）．

　BA後の縮窄部径が正常値に近付く要因を検討する

と，まず高耐圧バルン症例4例では標準型バルン症例

5例に較べ術後のCIが85．7％対66．4％と有意に高値

と成った．使用バルン径／横隔膜位大動脈径比は，術後

のCIとは正の相関を示し，大きなバルンを使うほど

拡張しやすいことが解かった．また患者の身長と術後

のCIは負の相関を示し，患者が若いほど，あるいは手

術後再狭窄例では術後年数が少ないほど拡張しやすい

と言えた．

　結論1大動脈縮窄に対するBAの効果判定には，圧

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第3号

較差，術前後圧較差比，縮窄部径，術前後縮窄部径比

などと共に，正常値との比較のためにはcoarctation

index（CI：大動脈縮窄部径／横隔膜位大動脈径）が有

用である．また横隔膜位大動脈径は使用バルン径の選

択基準ともなる．

　31．大動脈縮窄術後の早期重症の再狭窄に対する

Balloon　angioplasty

　　　　大阪府立母子保健総合医療センター

　　　　小児循環器科

　　前野　敏也，土谷　之紀，松下

同　心臓外科

　　中田　　健，加藤　　寛，明渡

　　福田　宏嗣，田中　知徳

享

寛

　はじめに：大動脈縮窄の術後再狭窄に対するBal・

loon　angioplastyは，再手術にとってかわる安全で有

効な治療法として用いられている．今回術後早期の体

重が小さく（4．3kg），狭窄部の極端に狭い（1．Omm以

下）症例に対して同法を施行したので報告する．

　症例：3ヵ月，女児．37週，2，312g，　Apgar　6／9点

で出生．not　doing　wellのため第4生日当科受診．大

動脈縮窄と診断．翌日手術（subclavian　flap法）施行．

術後経過順調で，退院時大腿動脈触知良好，心エコー

で大動脈に狭窄を認めなかった．

　生後2．5ヵ月頃から不機嫌，多呼吸がみられるように

なり，不穏時顔色蒼白となった．3ヵ月時外来受診．

大腿動脈触知不良，心エコーで大動脈の再狭窄を認め

た．再狭窄部の推定圧較差は81mmHgであった．

　心臓カテーテル検査を施行．左室造影を図に示す．

大動脈の再狭窄と心筋の著明な肥厚がみられる．大動

脈の再狭窄部の径は1．Omm以下と極端に狭かった．緊

急に解除が必要と考えBalloon　angioplastyを施行し

た．

　手順は通常の心臓カテーテル検査と同様に進めた．

ただし，全身麻酔により安静を保ち，大腿動脈の血管

確保は心臓外科によった．

　狭窄部の径が極端に狭いため，成人のPTCA用のバ

ルーンカテーテル（ACS社製）を使用した．バルーン

の中心部を狭窄部に位置させ，最大8気圧で30秒から

80秒加圧した．バルーンは直径が2。Ommのものからは

じめて，順次3．Omm，3．5mmと大きいものに替えて使

用し，安全のため3．5mmで操作を終了した．これらの

操作により狭窄部は2．5mmに拡大した．収縮期圧は上

行大動脈で128mmHg，下行大動脈で94mmHgと，圧

較差は34mmHgに減少した．
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　術後右大腿動脈の修復を試みたが果たせなかった．

左大腿動脈の拍動は微弱ながら触知できるようにな

り，術後13日に退院した．

　現在外来で経過観察中，不機嫌などの臨床症状は消

失している，このため残存狭窄に対しては，大腿動脈

の合併症を考慮して，体重が10kg以上になるまで待機

し得れば，再びBalloon　angioplastyを施行する予定

である．

　考察ならびに結論1残存狭窄を認めるが，本法によ

り安全に救命的な効果を得られた．体重の小さい症例

に本法を使用するにあたっては，合併症としての大腿

動脈閉塞をいかに予防するかが残された課題である．

　32．VSD（1型）閉鎖術2年後CoAに対しBalloon

Angioplastyを行なった1例

　　　　榊原記念病院小児科

　　　　　　矢田　公裕，村上　保夫，岩本　真理

　　　　　　鈴木　清志，森　　克彦，三森　重和

　我々が1982年にCoAに対して初めてBalloon　an・

gioplastyを行なってから，多くの症例を経験して来た

が，今回VSD（1型）とRight　coronary　cuspの

prolapseを合併したCoA症例に対しVSDパッチ閉

鎖を行ない2年後にCoAに対し村上・ミルーンカテー

テルを用いBalloon　angioplastyを行ない良好な結果

を得たので報告する．

　症例：9歳男児，心雑音及び体重増加不良で，某大

学病院を受診VSD，　CoAの診断で経過観察されてい

た．6歳時に当院でカテーテル検査を行なった．既往

歴，家族歴に特記すべき事はない．

　VSDはconus　defectでシャント量は少なくRight

coronary　cuspのprolapse及び1度のARを伴ない，

CoA部分は側副血行路およびPDAがなく圧較差は

30mmHg程度である為CoAはそのままにしVSD
パヅチ閉鎖のみを行なった．

　VSD閉鎖前，閉鎖6ヵ月後及び2年後のカテーテル

483－（129）

検査結果を比較するとCoA前後の径の拡大に比べ

CoA部の拡大は少なく相対的な狭小化を認め，引き抜

き圧較差も増強傾向がありBalloon　angioplastyを行

なった．

　Balloon　angioplastyには一般には市販されていな

いバルーン径が12mm，・ミルーン長が2cmでシャフト

の径が5F，シャフト長が85cmの村上Balloon　Angio－

plasty　Catheterを使用し，またシースは7．5Fを使用

した．3回のバルーン拡大を行ないCoA部の拡大と

フローの改善が得られ，前後で圧較差は20～25mmHg

減少しCoA部の実測径は6mmから8．5mmへ約2．5

mmの拡大が得られた．

　考案：今回用いた村上バルーンカテーテルはシャフ

トの細いカテーテルに大径のバルーンを取り付けてい

るもので，7Fのシースから挿入可能であり従来のもの

と比較し刺入血管の損傷が大変軽微で十分な拡大が得

られる利点をもっているが，逆にシャフトの強度が不

十分でありバルーンの縮小に時間がかかる欠点があ

る．valvoplastyではobstructionの時間が長く危険で

あると考えられるが，これに対しCoAに対するan－

gioplastyではこれまでの経験からバルーソの縮小に

時間がかかっても安全に行なう事が出来ると予測され

た為，今回本カテーテルを使用しその結果良好な成績

を得た．シャフトの強度保持に対してはガイドワイ

ヤーを併用する事で解決した．

　結語：CoAを放置しVSDパッチ閉鎖のみを行なっ

たVSD（1型）＋CoAの患児に対し2年後に一般に市

販されていない7．5Fのシースに挿入可能な村上バ

ルーンカテーテル（シャフト5F，バルーン径12mm）を

用い・ミルーン拡大術を行なった．圧較差は20mmHgま

で減少し，挿入血管の損傷などの問題はなく有効で

あった．本カテーテルはシャフトが弱くバルーンの縮

小が遅いのが欠点であるがCoAに対するballoon　an－

gioplastyには安全かつ効果的であると考えられた．

　33．川崎病による冠動脈狭窄に対してPTCAを試

みた3例

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　布施　茂登，越後　茂之，小笹　　浩

　　　　　　黒江　兼司，鈴木　淳子，神谷　哲郎

　　　　同　心臓内科　　　　　　　　土師　一夫

　はじめに：川崎病における高度の冠動脈狭窄に対し

てA－Cbypassが適応されてきた．しかしこの冠動脈狭

窄にPTCAが適応できれば，非常に有用な治療手段に

なると思われる．今回川崎病による冠動脈狭窄をもつ
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3例に対してPTCAを試みたのでその結果を報告す
る．

　症例：症例1は11歳女児，2歳発症．4歳の時心カ

テーテル検査をうけLADAN，　stenosis，　LCA　dil，

Lcx　di1と診断された．以降LADのLsが進行し，11

歳の時，LADLS（Seg6：78％，　Seg7：88％）と診断さ

れた．症例2は8歳男児，3ヵ月発症．9ヵ月のとき

心カテーテル検査でLCAAN（LAD，　LCX），　RCAss

と診断，6歳の時にLADLSを指摘，8歳にはLADLS

（Seg6：91％）となった．症例3は9歳女児，5ヵ月発

症のMCLS．6歳のとき心カテーテル検査でLADLS

と診断された．7歳にA・Cbypassを受けたが，1・IMA

が閉塞した．症例1はLADのSeg6，　Seg7に対して

PTCAを行ないSeg6は78％が46％の狭窄に，　Seg7は

88％が43％狭窄に改善した．しかし1年後にLADの

LSがPTCA前より進行し，この後A・C　bypassを行

なった．症例2はLADのSeg6にPTCAをおこない，

91から82％狭窄に改善したが，さらに11気圧でPTCA

おこなったところBalloonが破裂し，死亡した．症例

3はLADのSeg6に対してPTCAを試みたが，　Bal・

loon　cathが狭窄部を通過せずPTCAを行なえなかっ

た．順天堂大学小児科の症例はRCAのLSで2歳男

児例は90％狭窄が35％に改善し，現在経過観察中，20

歳男性例は効果なしだった．倉敷中央病院心臓病セン

ター小児科の症例は3歳女児でRCAのLSで3ヵ月

後に再狭窄となっている．以上6例のPTCAが行なわ

れ1例のみ成功という結果だった．今後も期待できな

いと考えた．

　今後の展望：PTCAにかわる経皮的冠動脈形成術

としてPTCA（percutaneous　laser－assisted　coronary

angioplasty），　PCA（percutaneous　coronary　ather・

ectomy），　PCRA（percutaneous　coronary　rotational

atherectomy）などの3者が最近試みられており，最後

のPCRAが川崎病による冠動脈狭窄の治療に期待が
もてる．

　結語：川崎病による冠動脈狭窄に対しPTCAを行

なった症例について検討した．PTCAの成功率は低

く，これに変わる経皮的冠動脈形成術の開発と臨床応

用が待たれる．

　34．ブラロックータウシッヒ短絡術後狭窄に対して

経年的に2回のpercutaneous　transluminal　angio．

plastyを施行した3例

　　　　倉敷中央病院心臓病センター小児科

　　　　　　水戸守寿洋，馬場　　清，豊原　啓子

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第3号

　　　　　　脇　　研自

　　　　同　心臓血管外科　　　　　　神崎　義雄

　　　　同　小児科　　　　　　　　　田中　陸男

　近年弁狭窄や血管狭窄に対してpercutaneous　tran－

sluminal　angioplasty（以下PTA）が施行されるよう

になってきた．今回ブラロックータウシッヒ短絡術（以

下BT術）後の狭窄に対してそれぞれ経年的に2回の

PTAを施行した3例を経験したので報告する．

　症例：症例1：ファロー四徴・肺動脈閉鎖で，自己

血管を用いて日齢45日に右BT術を施行した，術後1

ヵ月頃より多血症が進行しチアノーゼの増強がみられ

たために術後2ヵ月で3．5mmのバルンを用いて

PTAを施行した．グラフトの径は1．5mmから3．Omm

へ増大した．その後再度シャント音の聴取が困難にな

りまたカラードプラ上もシャントの流れが認めにくく

なったため初回PTA後1年2ヵ月後に2回目の
PTAを施行した．グラフトの径は2．2mmと狭窄がみ

られ4mmのバルンを使用し2．7mmまで拡張した．こ

のときの左室拡張末期容積は20．6ml（80．9％normal）

でPAindex　183．8であった．

　症例2：ファロー四徴・肺動脈閉鎖で，4．Omm径の

人工血管を用いて2ヵ月時に右BT術を施行した．術

後2年後に多呼吸，徐脈があり，造影で2．5mmと狭窄

がみられた．4．Ommのバルンを使用し3．Ommまで拡

張した．10ヵ月後に運動能が低下したために再度検査

を施行し，2．6mmと狭窄がみられ4．Ommの・ミルンを

使用し3．lmmまで拡張した．このときの左室拡張末期

容積は26．3ml（96．0％normal）でPAindex　386．9で

あった．

　症例3：多脾症候群・肺動脈閉鎖・房室錯位・心室

中隔欠損の症例で，3ヵ月時に4．Omm径の人工血管を

用いて右BT術を施行した．　B－T術後2年後にシャン

ト音が減少したため造影を施行し，1．1mmと狭窄が認

められ，4．Ommのバルソを用いてPTAを施行した．

グラフトは3．9mmまで拡張した．　PTA後9ヵ月後に

やはりシャント音が減少し1．7mmと狭窄が進行した

ため再度PTAを施行した．グラフトは3．5mmまで拡

張した．

　考案：今回報告した3例ではいずれもBT術後の

狭窄はPTAにより改善した．また再狭窄においても

PTAは有効であった．

　さらに，症例1では初回PTA時のPAindexは80．0

であったが，1年後には183．8と増加しており，狭窄の

改善により肺動脈の発育も促されると考えられた．
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　BT術後狭窄のために肺血流が少なく，心室の発育

も悪く，心内修復術に問題が残るような症例には

PTAはまず試みられる方法と考えられる．

　35．末梢性肺動脈狭窄に対する経皮的血管拡張術

（BDA）の経験

　　　　大阪大学小児科

　　　　　　萱谷　　太，稲村　　昇，佐野　哲也

　　　　　　岡田伸太郎

　　　　同　第1外科　　島崎　靖久，松田　　暉

　今回，我々は種々の心疾患5例に合併する末梢性肺

動脈狭窄に対してBDAを試みたので報告する．

　症例1：Williams症候群，8歳女児．多発性の末梢

性肺動脈（segmantal　artery起始部）の狭窄を認め，

大動脈弁上狭窄に対する手術に先立ちBDAを行なっ

た．径4mmのバルーソを用いて左右，複数の血管に

BDAを施行したが，同部位に軽度の拡大を認めたの

みで肺動脈圧に変化なく無効と判断した．

　症例2：純型肺動脈閉鎖，9歳女児．Fontan手術時

に右肺動脈分岐部のパッチ拡大を行なったが，術後カ

テーテルで同部位の径は3．9mmでlong　segmentの

狭窄を呈し7mmHgの圧差を認めた．　BDA後は径4．5

mm，圧差5mmHgとなったが，右房圧の低下や心係数

の増加はなく，その後の臨床経過からも無効と判断し

た．

　症例3：三尖弁閉鎖1・C，5歳女児．左肺動脈分岐後

に狭窄を認めた．Fontan術後のカテーテル検査で同

部位の圧差は1mmHgであったが径が3．5mmであっ

たため，径8mmと10mmのバルーンを用いてBDAを

行なった．狭窄部はshelf様の突出が消失し径5mmと

断面積では2倍となり，心係数も1．82から1．97と改善

し有効であった．

　症例4：ファロー四徴極型，12歳男児．11歳時に

Rastelli型の手術と同時にMAPCAの結紮を行なっ

たが，術後1年でも右室圧負荷の軽減がみられず，右

肺動脈肺門部狭窄に対しBDAを行なった．　shelf様の

突出は軽度退縮したが，狭窄部の遠位で平均圧40

mmHgの肺高血圧がみられ，造影剤のwash　outの面

からは改善なくBDAは無効と判断した．

　症例5：完全大血管転位III型，13歳女児．6歳時に

Rastelli型の手術と同時に左肺動脈分岐後の狭窄部を

パッチ拡大した．術後，同部遠位は淡く造影されるの

みで高度の再狭窄と考えられた．径10mmのバルーン

を用い，造影上明らかな改善が得られ有効であった．

　まとめ：症例1の両側多発性末梢性狭窄や，症例4

の様に高度の肺血管病変を伴った例ではBDAの効果

はみられなかった．Fontan術後の増加は静脈性で，

BDAの効果判定には慎重を要するが，限局性の狭窄

を呈した症例3では心係数の増加もみられ，有効と考

えられた．症例5を含めBDAは5例中2例で有効で

あり，BDAに伴う合併症は認めず，末梢性肺動脈狭窄

に対してもBDAを試みる価値があると考える．

　36．末梢性肺動脈狭窄に対する経皮的血管形成術

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　磯田　貴義，小池　一行，赤木美智男

　　　　　　小林　　順，石澤　　瞭

　目的：1989年4月から1990年12月にかけ施行した末

梢性肺動脈狭窄（PPS）に対する経皮的血管形成術

（BDA）の効果を，術後二次性PPSと心内奇形に合併

した一次性PPSにわけ検討した．

　対象：術後グラフト縫合部，シャント縫合部に生じ

た二次性PPS　5症例8箇所と，一次性PPS　2症例2

箇所にBDAを施行した．　BDA施行時の患者年齢分布

は3歳3ヵ月から15歳1ヵ月であった．

　方法：全身麻酔下に原則として大腿静脈からアクセ

スした．狭窄部位を圧測定，血管造影により評価後，

狭窄部位の末梢に7Fr．　end　hole　catheterを進めた．

表

症　　例 狭窄病変 使用パルーソ 効　　果

Williams症候群 両側多発末梢性 OLBERT 無効

8y　F φ4㎜（PTA用）

純型肺動脈閉鎖 右肺動脈分岐部 OLBERT 圧差減少，径拡大

9y　F （Fontan術後） φ8mm，10mm 7→5mmHg，φ3．9→4．5㎜

三尖弁閉鎖1－C 左肺動脈分岐後 OLBERT 径拡大，CJ増加
5y　F （Fontan術後） φ8mm，10mm φ3．5→5mm，1．82→1，97

ファロー四徴極型 右肺動脈肺門部 OLBERT 無効

12y　M （Rastelli術後） φ6mm，10mm
完全大血管転位III 左肺動脈分岐後 OLBERT 造影上改善

13y　F （Rastelli術後） φ10mm 肺血流シンチ上改善
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表　対象末梢性肺動脈狭窄症例

Balloon
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狭窄部径 4P RVP症
例 No 年齢 診断 手術

術後
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Pre Post
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・狭窄部位にGuidewire進まず中止

Exchange　guidewireを末梢肺動脈に留置しこれに

沿ってballoon　dilatation　catheterを狭窄部位に進め

た．初期4例では用手的にバルーンを拡張し，後期2

例ではMEDI　TECH社製高耐圧バルーンを圧ゲージ

を用い最大17気圧で拡張した．

　結果：①術後PPS例肺動脈弁閉鎖兼心室中隔欠

損症（Rastelli手術後）の3症例でグラフト縫合部に両

側性のPPSが生じ右心不全症状が持続するため

BDAを施行した．しかし，1例で狭窄部の軽度の拡張

が見られたにとどまった．RV－mPA　graftの縫合部に

左肺動脈狭窄が生じたルァP一根治術後例では，高耐

圧バルーソで17気圧をかけたが拡張できなかった．右

室型単心室兼肺動脈閉鎖症（左側BTS，　bidirecional

glenn術後）例でBTSとshunt縫合部の術後狭窄に対

し高耐圧バルーンを使用し50％の拡張が可能であっ

た．狭窄の原因になった手術からの経過は1年6ヵ月

から8年1ヵ月であった．

　②一次性PPS例純型肺動脈閉鎖の左肺動脈低形

成例で拡張が不可能であったが，術後例と同症例の右

室型単心室例で左側BTS近位側の左肺動脈狭窄部に

対し，glenn　shuntを介して高耐圧バルーソによる

Double　balloon法で拡張を行い，施行前の180％の拡

張が可能であった．全症例で術中術後に大きな合併症

は認めなかった．

　考案：グラフト縫合部の二次性PPSでは，高耐圧性

バルーンでも拡張が困難であった．文献的にも術後狭

窄に対する拡張の成功率は低く，拡張が困難である原

因を血管外組織の癒着，搬痕化などで説明している．

我々の症例では狭窄の原因となる手術から2年前後が

経過し，組織が強固になっていたことが拡張が困難で

あった一因であろう．今後術後経過期間を考慮し，

BDAの適応と施行時期を検討する必要がある．一次

性PPSでは，禰漫性の血管低形成例で拡張が困難で

あった．一方限局性の一次性PPS　1例で高耐圧性バ

ルーンにより良好な拡張結果を得た．この症例では3

度の拡張で完全な拡張が得られており，通常の圧での

拡張は困難であった．高耐圧バルーンはシャフト径が

大きく硬い問題点がある．しかしながら，使用効果を

考慮すると狭窄部位へのアブPt一チが可能な症例には

積極的に使用する価値がある．

　37．多発性末梢性肺動脈狭窄2症例に対する，経皮

的血管形成術の試み

　　　　東京慈恵会医科大学放射線科

　　　　　　栗栖　康寿，松本　　滋，山田　哲久

　　　　同　小児科　　　野中　善治，的場　雅子

　2例の多発性末梢性肺動脈狭窄（MMPS）に対しバ

ルーソカテーテルによる血管形成術をおこない有用な

結果を得た．実際の血管形成術に際し，1例につき4

ヵ所以上の狭窄部に対し高耐圧性バルーンカテーテル

を用い（加圧：8気圧以上，1回30秒～1分を数回）

一期的に行なった．

　症例1：生下時よりMMPS，　Supra－aortic
stenosis，　ASDにて経過観察中の12歳男児．右室収縮

期圧が175mmHgと上昇したため，右室圧負荷解除な

ために血管形成術をおこなった．術前の肺動脈造影で

は左右肺動脈に狭窄が多発していたが，今回はこの内

左肺動脈下葉枝の狭窄4ヵ所に対し，血管形成術をお

こなった．術後右室圧は80mmHgと約50％の低下をみ

とめたが，造影上狭窄は部分的に解除されるのみで

あった．
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　症例2：生下時よりMMPS，　Supra・aortic
stenosis，　Subclavian　artery　stenosisにて経過観察中

の6歳男児．主肺動脈収縮期圧は，115mmHgと上昇し

たため，右室圧負荷解除のために血管形成術をおこ

なった．術前の肺動脈造影では右肺動脈に4ヵ所，左

肺動脈に2ヵ所の狭窄をみとめた．この内左肺動脈の

1ヵ所については不成功であったがその他，全ての狭

窄部位の血管形成術が可能であった．術後の主肺動脈

収縮期圧は75mmHgと約35％の低下をみとめた．しか

し術後の血管造影では，右肺動脈は部分的に狭窄が解

除されたが，左肺動脈は造影されなかった．

　末梢性多発性肺動脈狭窄に対して，一期的に4ヵ所

以上の狭窄部位に対し高耐圧性バルーンカテーテルを

もちい，8気圧以上，1回30秒～1分の長さの加圧を

数回おこなう方法で血管形成術をおこなったところ，

術後肺動脈造影で満足の行く狭窄部の拡張がみとめな

いにもかかわらず約50～30％の右室圧負荷解除が達せ

られた．したがって多発性末梢性肺動脈狭窄による右

室圧負荷解除のために，複数ヵ所の狭窄部に対する高

耐圧バルーンを用いた血管形成術は有用と考えた．

　38．Jatene手術後の肺動脈弁上狭窄一Balloon

valvuloangioplastyの不成功例

　　　　神奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　康井　制洋，岩堀　　晃

　　　　　　　　　　　　宮沢要一朗，宝田　正志

　TGAに対する解剖学的根治手術であるJatene手

術LeCompte変法の新生児期一期手術施行例で遠隔

期に生じた肺動脈弁ならびに弁上狭窄に対してバルー

ン拡大術を施行したが不成功に終わった1例を報告す

る．

　症例：ST，1歳6ヵ月．日齢19日に心カテ，　BAS施

行．d・TGA，　small　VSDの診断で日齢23，　LeCompte

変法によるJatane手術施行．この際，冠動脈をくり抜

いたあとの新肺動脈の再建にはW字型馬心膜パッチ

を用いた．この方法では肺動脈吻合部の半周以上が馬

心膜により縫合されることとなる．術後1ヵ月にて施

行した心血管造影では形態的狭窄はなく，肺動脈右室

間に20mmHgの圧較差を認めた．以後，無症状で外来

経過観察していたが，経時的心エコーにて圧較差の増

大が見られ，TRの合併を見るようになったため治療

目的にて入院した．

　心カテでは右室肺動脈間に82mmHgの圧較差を認

めた．造影では肺動脈弁輪は10mmと小さく弁上部は

5×6mmで狭小化していた．横径15mmのバルーンで

拡大を試みたところ，・ミルーンのウエストは完全に消

失し拡大が得られた様にみられたが，施行後の引き抜

ぎ圧では75mmHgの圧較差が残存し造影では施行前

とほぼ同様の形態を示し拡大効果は得られなかったと
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BVAP前

BVAP（15mm径）

判定された（図）．

　患児は翌日退院したがTRが急速に進行し術後1

ヵ月では心拡大の増悪，腹水貯留を合併したため，2

ヵ月後一弁付パッチによる右室流出路再建術を施行し

た．再手術時の肉眼所見ではパッチ充填を行った肺動

脈弁の後方の2弁尖は小さく，肥厚を伴い弁上部は狭

く，バルーン手技により拡大された痕跡は見られな

かった．

　考案：Jatene手術後の肺動脈弁上狭窄は新生児期

一期根治手術の遠隔期の大きな課題となっている．症

例で用いたW字型馬心膜パッチによる再建法では新

肺動脈の吻合部の円周2分の1以上を馬心膜が占める

こととなり，この部の発育が懸念される．症例でおこ

なった経時的心エコーでは弁上部の発育は見られず圧

較差は徐々に増大した．この方法による弁上狭窄は

パッチが退縮するのではなく発育可能な部分が少ない

ために相対的狭窄が増大し狭窄が完成されると考えら

れた．症例は当センターにおける新生児期一期根治術

の初期の例であり，この方法は現在は用いていない．

約2．5倍のバルーンによる拡大手技時には完全なウエ

スト消失がみられたのにもかかわらず，拡大効果が得

られなかった理由は不明であったが，本症におけるバ

ルーン拡大の限界を示すものと考えられた．

BVAP後

S．T．1y6m　post　Jatene’s　op．
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