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Balloon　Pulmonary　Valvuloplasty後の右室圧曲線と右室流出路の変化
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Balloon　Pulmonary　Valvuloplasty（BPV）を施行した35例の右室圧曲線及び右室流出路内径の変化

について検討した．BPV後の右室圧曲線より以下の2群に分類した．右室圧曲線が，最初の立ち上がり

の後いったん少し低下しnotchを形成した後，再度上昇したもので，その最高値を示した時間が電気的

収縮期時間であるQT時間の70％以上後方に認められた症例をPeak　at　late　systole（PLS）（＋）群，

そうでない群をPLS（一）群と分類した．　PLS（＋）群は8例で，このうち5例の右室流出路内径の縮

小率は50％以上であり，BPV後の右室収縮期圧／左室収縮期圧比は，　O．5以上であった．　PLS（一）群27

例で右室流出路内径の縮小率は50％以下であり，BPV後の右室収縮期圧／左室収縮期圧比は，0．5以下で

あった．BPV後の右室圧曲線のPLSは，右室流出路の過収縮に対する右室圧下降阻止のために認めら

れ，注意深い臨床経過の観察が必要であり，必要に応じてβ一プロッカー投与を考慮しなけれぽならない

と思われた．

　　　　　　　　　　はじめに

　先天性肺動脈弁狭窄症に対するBalloon　Pulmo－

nary　Valvuloplasty（BPV）eま，比較的安全かつ有効

な治療法で手術にかわるものとして確立されてきてい

る1）～4）．しかし，時にBPV直後に，右室流出路の狭窄

の程度の増加が認められることが報告されてい
る5）－1°）．その程度は大部分は軽度で，特に治療を要せ

ず自然軽快するが，稀に，右室圧が術前より高くなり

危険なレベルになることがある9）．その様な症例に対

しβプロッカーの投与が有効との報告がある1°）1’）が，

BPV直後にβプロッカーを静脈内投与しその効果を

調べた報告はまだない．また，BPV後の造影所見12）や

心室機能13）14）についての報告はあるが，BPV後の右室

圧曲線について検討した報告はない．右室流出路狭窄

による右室高血圧残存が右室圧曲線のみによって診断

可能であれぽ，その時点で速やかに適度な処置が行え
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ると考えられるので，今回，我々はBPV後の圧波形を

調べ，圧波形と右室流出路内径のBPVによる後の変

化の関連について調べたので報告する．

　　　　　　　　　　方　　法

　対象は，当施設にて1987年1月より1991年10月まで

に肺動脈弁狭窄症に対しBPVを施行した34例であ

る．年齢は13日から20歳11ヵ月（平均±標準偏差8±

7．9歳），男児16例，女児19例であった．心臓カテーテ

ル検査の前投薬はカテーテル30分前に，塩酸ペチジン

2mg／kg，　hydroxyzine　pamoate　lmg／kgを筋注した．

通常のBerman直孔，またはNIH（USCI）直孔カテー

テルにて圧測定をし，次に熱希釈法による心拍出量測

定を行った後，右室造影，肺動脈造影を施行した．BPV

の間のみ短時間，fluothaneによる全身麻酔を行い，

BPV施行10分前にhydrocortison　Na　succinate　10

mg／kg，硫酸アトロピン0．01mg／kgを静注した．弁拡

大用カテーテルは，Meditechまたet　Mansfield社製

バルーソカテーテルを用い，邑径部の穿刺にて挿入し

た．バルーソ径は右室造影側面像から肺動脈弁輪径を
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　　　図1　PLS（＋），　PLS（一）群の定義

PLS（ヰ）群：右心室圧曲線で，最初の立ち上がりの

後，いったん少し低下しnotchを形成した後再度上昇

したものでその最高値を示した時間が電気的収縮期時

間であるQT時間の70％以上後方に認められた症例．

PLS（一）群：右心室圧曲線で，最初の立ち上がりの

後，再上昇を示さなかった症例．

測定し，弁輪径の1．2～1．5倍の径のバルーンを使用し

た．全例，バルーンの拡大とともにバルーンのウエス

トが消失した．BPV後，全身麻酔を中止し，再度圧測

定，心拍出量を測定した後，右室造影を施行した．

　術前の右室圧曲線は，全例電気的収縮時間である

QT時間のほぼ中央（平均53±9％）にPeakをもつ，

Triangle　patternを示した．　BPV術後の右室圧曲線

は，単相性のものと2相性のものに分類することがで

きた．このうち2相性のものは，BPV前のPeak時間

を参考にし電気的収縮時間であるQT時間の70％を

境界にし前方，または後方にPeakをもつものとに分

類することができた．これを参考にBPV直後に測定

された右心室圧曲線と同時記録された心電図より次に

述べる2群に分類した（図1）．1）右室圧が収縮後期

増高群，【Peak　at　late　systole（PLS）（＋）群】：右

室圧曲線で，最初の立ち上がりの後いったん少し低下

しnotchを形成した後，再度上昇したものでその最高

値を示した時間が電気的収縮期時間であるQT時間

の70％以上後方に認められた症例．2）PLS（一）群：

右心室圧曲線で，最初の立ち上がりの後，再上昇を示

さなかった症例．

　右室流出路内径は，毎秒60コマで撮影した右室造影

側面像より収縮期最小となった時点で計測し，体表面

積で除してあらわした．右室流出路内径のBPV前後

表1　2群間の各種パラメーター

283－（51）

PLS（＋） PLS（一） t検定

症例数 8 27

年齢（歳） 4．4±3．6 8．0±6．9 NS
術前右室流出路収縮期内径（mm／M2） 10．7±4．8 10．9±4．2 NS
肺動脈弁輪径（mm） 14．1±4．1 15．3±34．2 NS
使用したバルーソ径／肺動脈弁輪径 1．3±0．06 1．27±0．11 NS

NS：有意差なし

PLS＝Peak　at　late　systole：本文参照

1』

0．5

P＜0』1
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図2－2

図2－1　BPV前の右室収縮期圧／左室収縮期圧比

図2－2BPV後の右室収縮期圧／左室収縮期圧比

の変化については，術前後の値から縮小率として次の

式で求めた．

縮小率一BPV前右室砦響竃織罐流出路内径

　データは，平均値±標準偏差で表し，2群の平均値

の比較はt検定を用いて行った．p＜0．05の時，有意差

ありと判定した．

　　　　　　　　　　結　　果

　術前にPLSを示した症例はなかった．　BPV術後

PLSを示した症例は8例あった．2群間の各パラメー

タを表1に示す．年齢，肺動脈弁輪径，使用した・ミルー

ン径／肺動脈弁輪径比には有産差はなかった．右室収縮

期圧／左室収縮期圧比の術前（図2－1），術後（図2－2）

の分布を示す．術前，後ともPLS（＋）群は，　PLS（一）

群に比較して右室収縮期圧／左室収縮期圧比が高かっ

た．BPV前後の右室流出路内径の縮小率の分布を図3

に示す．PLS（＋）群で，術後に50％以上となる例が
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5例認められた．この5例は全例右室収縮期圧／左室収

縮期圧比が0．5以上を示した．PLS（一）群27例全例

BPV後の右室収縮期圧／左室収縮期圧比は0．5以下で

あり，右室流出路内径の縮小率は50％以下であった（図

4）．以下に，PLS（＋）群で右室流出路内径の縮小率

が50％以上であった5症例の内4例を提示する．

　症例1：5歳．右室収縮期圧は180mmHg（圧較差

160mmHg）よりBPV後85mmHg（圧較差70mmHg）

と低下したが，約30分後に再び150mmHg（同130

mmHg）と上昇した．本症例でのバルーン拡張術施行

当時，propranolol投与を考えておらず，投与なしで経

過観察した．ドップラーエコー検査では，術後4日間

図4

　流出路内径の縮小率

　　　0．5　　　　　　　　1．0　　　　　　　　1．5　　　　　　　　2．0

　　　術後右室収縮期圧／左室収縮期圧比

BPV後の右室収縮期圧／左室収縮期圧比と右室

は右室圧は左室圧以上であったが，2ヵ月後圧較差16

mmHgと低下している．

　症例2：生後2ヵ月の動脈管開存合併例で，PLS

（＋）群の1例であった．右室収縮期圧otllOmmHg（圧

較差100mmHg）よりBPV後64mmHg（圧較差55
mmHg）と低下したが，カテーテル室より病室へ帰室

してまもなく心停止をきたし死亡した．心停止の原因

として右室流出路の狭窄が高度になり前方拍出が阻害

されたことと，動脈管が閉鎖したことが考えられた．

　症例3：7ヵ月女児．術前の右室収縮期圧が110
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羅蘂ト

r
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　Pre　BPV　　　　　　　　　Post　BPV　after　sminutes　　Post　Propranolol　hydrochloride　l．V．

図5　症例3の右室造影側面．BPV後，右室造影で縮小率67％の強い右室流出路狭窄

　を認めたが，propranolol静注，約10分後には縮小率50％に改善した．
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図6　症例3の右室圧曲線の変化．BPV後，右室収縮期圧は110mmHgから42mmHg
　まで低下したが，約5分後右室圧曲線は，収縮期いったん上昇し，次いで少し低下

　し再度上昇して収縮期後期にPeakをもつパターンとなった．　Propranolol静注，約

　10分後には右室収縮期圧は42mmHgへと低下し収縮後期に見られたPeakは消失
　した．

mmHg，圧較差90mmHgであった．　BPV直後は，右

室収縮期圧42mmHg，圧較差17mmHgとなった．　BPV

後，右室造影で縮小率67％の強い右室流出路狭窄を認

め（図5），右室収縮期圧70mmHgと再上昇し，右室圧

曲線で，収縮後期にPLSを認めるパターンであった．

propranololを静注10分後には，右室収縮期圧は42

mmHgまで低下し，右室圧曲線で収縮後期に認められ

たPLSは消失し（図6），右室造影で縮小率50％に改

善した（図5）．

　症例4：1歳女児．術前の右室収縮期圧が100

mmHg，圧較差85mmHgであった．　BPV直後は，右

室収縮期圧45mmHg，圧較差20mmHgとなった．　BPV

後，右室造影で縮小率65％の強い右室流出路狭窄を認

め，右室収縮期圧65mmHgと再上昇し，右室圧曲線で，

収縮後期にPLSを認めた．　propranololを静注10分後

には，右室収縮期圧は45mmHgまで低下し，右室圧曲

線で収縮後期に認められたPLSは消失した．

　　　　　　　　　　考　　察

　BPVは，1982年Kanら15）によって初めて報告され

て以来，比較的安全な，かつ，有効な方法として多数

の症例で行われるようになってきた．しかし，時に

BPV直後に，右室流出路狭窄の進行が認められること

が報告されている5）一’1°）．右室流出路狭窄は肺動脈弁狭

窄症に対し，外科的に肺動脈弁を切開した後に認めら

れることが知られている．Moulaertら16）は肺動脈形成

術後右室圧が下がらない6症例にPropranololを投

与して5例で右室圧の低下を認めた．右室流出路狭窄

の原因として，鈴木ら12）はBPVによる右室流出路の

筋肉の刺激，心内膜下出血，バルーンによる右室流出

路血行遮断という刺激によって内因性カテコールアミ

ン増加が右室流出路狭窄を増強させるなどの可能性が

考えられるとしている．今回の我々の研究では術前の

（a） （b）

（a）

　（c）
（b）

（c）

一一…一一一 正常右室圧曲線

一
Valvlar．　PSの残存

一一・－ PLS｛＋｝

図7　右室流出路と右室圧曲線の変化．（C）の時点で

　内径が，その前後1／2（面積比1／4）を超えて圧較差

　を生じ，PLSが生ずると思われる，
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右室圧が高い症例で，右室流出路狭窄が認められる傾

向があった．右室圧が高く右室肥大が高度な症例で右

室流出路狭窄が認められることは，急激な圧の低下に

より収縮期壁応力が急に低下し短縮率が増加すること

が原因である可能性が高い．

　PLSの成因としては，右室流出路の過収縮に対する

右室圧下降阻止のために認められるものと考えている

（図7）．

　BPV術後に右室圧があまり下がらず，かつ，右室造

影で右室流出路の狭小化が著明に認められる時は，当

然そのためにより右室圧が高いと診断できるわけであ

る．今回の我々の研究では，BPV術後の右室圧曲線を

見て，PLSが認められ，かつ，右室収縮期圧／左室収縮

期圧比が0．5以上なら，造影で右室流出路径を測定しな

くても右室流出路内径がBPV前の50％以上に縮小し

ていることを示し，弁開大自体の不完全と区別できる．

　BPV後にみられる右室流出路狭窄は，　Rocchiniら7）

は3～4ヵ月後に自然軽快すると報告している．しか

し，Ben－Shacharら9）は，　BPV後に右室流出路が進行

し，外科的な漏斗部切除が必要であった症例を報告し

ている．また，Raoらユ7）は，　BPV術後右室流出路狭窄

が進行し，右室圧が体血圧以上に上昇した3症例にβ・

プロッカーを経口投与し，外科的な漏斗部切除からま

ぬがれ，follow・upのカテーテル検査で右室圧が改善

された症例を報告している．今回の我々のシリーズで

も1例を右室流出路狭窄によると思われる病態で失っ

ている．また，1例は，BPV後4日間は右室圧は左室

圧より高値であった．また別の2例では，β一プロッカー

の投与で右室収縮期圧は低下した．以上より我々は，

BPV後，右室収縮期圧／左室収縮期圧比が0．5以上を示

し，PLSがある症例（特に純型肺動脈狭窄の乳児）で

は，BPV後，注意深い観察が必要であると考える．そ

して臨床症状の悪化や右心拍出量の低下の所見が認め

られた場合には，β一プロッカーを静脈投与し，その後

ドップラー検査を行いながら，数週～数ヵ月間β一プ

ロッカーを経口投与すべきと考えている．臨床症状の

変化などがなくても，右室圧が左室圧より高い状態が

続くならβ・ブPッカーを投与した方が安全かもしれ

ないが，厳密なβ・プロッカー投与の基準については今

後さらに検討する必要がある．

　　　　　　　　　　結　　語

　1．BPV後の右室収縮期圧曲線にてPLSが認めら

れる症例は，BPV後の右室流出路狭窄が進行している

ことを示している．
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　2．BPV後の右室収縮期圧曲線にてPLSが認めら

れる症例で，BPV後の右室収縮期圧／左室収縮期圧比

が0．5以上の症例には，注意深い観察が必要であり，臨

床症状の悪化，右心拍出量の低下が認められた場合に

はβブロッカー投与が望ましい．
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Change　of　the　Right　Ventricle　Pressure　Curve　and　the　Right　Ventricle　Outflow

　　　　　　　　　　Tract　Diameter　after　Balloon　Pulmonary　Valvuloplasty

　　　　　Tohru　Tsuji，　Toshio　Nakanishi，　Makoto　Nakazawa　and　Kazuo　Momma

Department　of　Pediatric　Cardiology，　Heart　Institute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　evaluated　the　clinical　significance　of　right　ventricular　pressure（RVP）configuration　after

balloon　pulmonary　valvuloplasty（BPV）in　35　patients　with　isolated　pulmonary　valve　stenosis．　We

divided　the　subjects　into　two　groups　according　to　RVP　curve　after　BPV；8　patients　had　tWo　peaks　in

RVP　curve　and　the　maximum　pressure　at　late　systole（group　A）and　the　remaining　27　patients　had　a

single　peak　with　the　maximum　during　early　to　midsystole（group　B）．　Five　patients　in　the　group　A

showed　that　the　right　ventricular　outflow　tract　diameter　was　reduced　by　more　than　50％and　the　right

to　left　ventricular　systolic　pressure　ratio　was　above　O．5．　On　the　other　hand，　all　of　the　grogp　B　patients

showed　that　the　right　ventricular　outflow　tract　diameter　did　not　decrease　by　more　than　500ro　and　the

right　to　left　ventricular　systolic　pressure　ratio　was　below　O．5．　We　conclude　that　the　maximum　pressure

at　late　systole　of　RVP　curve　after　BPV　indicates　that　right　ventricle　outflow　tract　stenosis　is

progressive，　and　that　we　should　pay　an　attention　to　circulatory　failure　in　these　cases　and，　if　necessary，

β・blocker　may　be　administered．
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