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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　3歳4ヵ月から7歳11ヵ月（平均5歳3ヵ月）までの合計10例のJatene手術後（平均術後経過年数4

年6ヵ月）の肺動脈狭窄に対して，バルーンカテーテル（・ミルーン）を用いて血管形成術（Catheter

balloon　angioplasty：CBA）を行い，その有用性についてバルーン径との関連から検討した．

　弁輪部狭窄の2症例（Group　I）では，弁性肺動脈狭窄に準じて弁輪径の1．4倍を目標にCBAを行っ

たが，圧較差（PG）は26から14mmHg，57から40mmHgへと変化したに過ぎなかった．

　肺動脈狭窄の8例（Group　II）中最初の3例は，最狭窄部位の2．5倍を目標にCBAを行いPGは平均

86から55mmHgまで低下したが，術前の50％以下となった症例はなく，次の2例は耐圧能を重視し，平

均1．4倍径のバルーンを用いたがむしろ全く効果がなかった．このため，以後の3例は再度バルーン径に

重点をおき3倍を目標にバルーンを選択した．このうちで2例でPG　150から75mmHg，75から36mmHg

と50％以上の低下が得られ，残る1例も48から27mmHgまで低下した．

　Jatene手術後の肺動脈狭窄では，狭窄部位の外膜に高度の線維化をきたしているために，使用するバ

ルーン径が非常に重要で，最狭窄部位の3倍以上の径を有するバルーンを選択し，健常部位を含めて拡

張する必要があると考えられた．また，弁輪部狭窄は，弁性肺動脈狭窄と異なり，弁輪径の1．4倍では効

果は不十分で，より大きい径にすれぽ効果が上がる可能性はあるが，弁輪部の拡大による肺動脈弁閉鎖

不全の出現と右室流出路への障害が予測され，CBAによる治療は危険性が高いと考えられた．

　　　　　　　　　はじめに

　Jatene手術後の肺動脈狭窄に対する経皮的バルー

ン形成術の報告は，1989年から内外で散見されるが，

有効であったとの報告は非常に少ない1ト5）8）．

　われわれは，先に5例での経験を報告したが4），さら

に症例を重ね，使用するバルーン径が重要であり，効

果を上げるためには，最狭窄部位の3倍以上の径を持

つバルーンが必要であることがわかったので報告す
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る．

　　　　　　　　　対　　象

　対象（表1）は3歳4ヵ月から7歳11ヵ月（平均5

歳3ヵ月）の男児8例，女児2例の合計10例である．

Jatene手術後の平均経過年数は，4年6ヵ月であっ
た．

　狭窄部位別（図1）は，図1Aの弁上部狭窄のみが3

例，Bの左右肺動脈分岐部狭窄のみが2例，　Cの弁上部

狭窄に分岐部狭窄合併例が2例，Dの弁輪部狭窄が2

例，右肺動脈分岐部狭窄のみが1例であった．
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表1　対象の臨床所見

手術時 最狭窄部 ノミノレーン 圧較差（mmHg）
症例 年齢 診断

年齢
狭窄部位

径（mm）：A 径（mm）：B
B／A

Pre Post

1 4ylm TGA（II） 6m mPA 4．2 10 2．4 137 95

2 3yllm TGA（ID 2m mPA，　rt＆1t．　PAb 6．9 15 2．2 65 35

3 4y10m TGA（II） 1m rt＆1t．　PAb 7．8 20 2．6 55 34

4 5y4m TGA（1） 1y4m rt＆1t．　PAb 4．3 7 1．6 100 100

5 5ygm TGA（II） 1
y

mPA，　rt＆lt．　PAb 8．0 10 1．3 55 52

’一≡香一一 一■一一一一一一≡“ ＿＿＿＿一一一一・蘂一A－一’ 一≡≡一一一一≡一一 一＿一＿一一一一一一・一一一一一一’一’一一■一一一一一一一一一
．　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　司 一苛●一一一一≡一≡≡一一”一一≡ 一≡≡一一≡≡一一 一一一≡一≡一一一 ，’一．．一≡〔一

6 5y4m TGA（II） 1y5m P．valv．　ring 12．0 15 1．3 26 14

7 6y5m TGA（1） 1
y

P．valv．　ring 11．0 15 1．4 57 40

一一≡一←一 一一←一一≡一一一 一一一一一■一一一一一←一← 一一一・．・一’一 一←一一一一一一一←一←一一一一一一一一一一■＝一一一一一一’．
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8 3y4m TGA（II） 6m mPA 7．4 18 2．4 48 27

9 5y8m TGA（1） 7m rt．　PAb 4．1 15 3．7 150 75

10 7yllm TGA（II） 9m mPA 72 20 2．8 75 36

TGA：大血管転換症　mPA：主肺動脈

ヵ月

lt＆rt　PAb：左右肺動脈分岐部　P．　valv．　ring：肺動脈弁輪　y：歳　m：

A B C D E

「rrr「rr【Lrr
症例数　　3

（成功例）　（1）
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症例の狭窄の分類，
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　　説明は本文参照
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　　　　　　　　　　方　　法

　前投薬として，カテーテル検査前に塩酸ペチジン2

mg／kg，　hydroxyzine　pamoate　lmg／kgを用いバルー

ン形成術直前にはhydrocortison　Na　succinate　10

mg／kg，硫酸アトロピン0．01mg／kgを静注し，全例ハ

ロセンによる全身麻酔下に施行した．

　頭側30～40°のangled　viewと側面の2方向から肺

動脈造影を行い，最狭窄部位の直径を測定し，使用す

るパルーンカテーテル（バルーン）を選択し，最大10

気圧まで加圧した．

　両側大腿静脈閉塞をきたしていた1例は，腋窩静脈

よりバルーソを挿入し，それ以外の9例では厳径部か

らの穿刺で挿入した．

　バルーン血管形成術（Catheter　Balloon　Angioplas－

ty：CBA）前後で狭窄部位の引き抜き圧較差（圧較差）

を測定し，造影を行い，圧較差の50％以上の低下をもっ

て，有効と判定した．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．弁輪部狭窄の症例6と7では，CBA前後で圧較

差はそれぞれ26mmHgから14mmHg，57mmHgから
40mmHgへと変化したが50％以上の低下は得られな

かった．また，術後の肺動脈造影では，肺動脈弁閉鎖

不全の出現は認められなかった．

　2．症例1から5までは，すでに報告したように4），

最狭窄部位の2．2～2．6倍のバルーンを用いた3症例で

は圧較差平均38％の低下をみたが，50％以上の低下は

得られなかった．耐圧能を重視し1．3倍ならびに1．6倍

の径のバルーンを用いた2症例では全く効果はなかっ

た．

　3．最狭窄部位の3倍を目標にバルーソを選択した

3例中，症例9（図2）でPG　150mmHgから75
mmHg，症例10（図3）でPG　75mmHgから36mmHg
と術前の50％以上の低下が得られ，それぞれの最狭窄

部位径も，4．1mmから4．7mm，7．2mmから8．9mmへ

と拡大した．また，症例8（図4）でもPG　48mmHg

から27mmHg（44％の低下）まで変化し，最狭窄部位

径も7．4mmから9．6mmまで拡大した．結局，肺動脈

狭窄8例中2例で有効であった．

　　　　　　　　　　考　　案

　Jatene手術後の肺動脈狭窄は，術後経過中に最も発

生しやすい合併症であり6），技術的な改善もなされて

いるが7），未だ完全には克服されていない．

　一方，血管性狭窄疾患に対するバルーン形成術は，

各種の術前術後の先天性心疾患にも適応が広がり，有

用性，危険性についての検討が広く行われている2）．

　われわれも，Jatene手術後の肺動脈狭窄に対して右

室対左室収縮期圧比が0．5以上の症例に対しては，再手

術に先立ちCBAを第一選択として積極的に施行して

きた4）．しかしながら，内外で散見される報告でも1）一一5）8）

成功例は非常に少なく，われわれが先に報告した5例
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図2　症例9のCBA．図上段左の右肺動脈分岐部（径4．Imm）に対し，直径15mm（3．7倍）のバルー

　ソカテーテルを用い（図上下段中），圧較差は150mmHgから75mmHgまで低下し，最狭窄部位径

　も，4．1mmから4．7mmまで拡大した（図上段右）．

中でも2例で再手術を延期したにすぎず4），圧較差の

50％以上の低下が認められた症例は皆無であった．

　弁輪部狭窄に対しては，右室流出路から肺動脈弁へ

の影響を考えて，弁性肺動脈狭窄に準じて弁輪径の1．4

倍のバルーンを用いたが効果は不十分であった．弁輪

部を拡大するためには弁性狭窄で用いるバルーン径よ

りも大きなサイズのバルーンが必要と考えられたが，

弁輪部拡大による肺動脈弁閉鎖不全症の出現や，右室

の流出路や自由壁への障害の危険性もあり1°），弁輪部

で生じた狭窄に対してはバルーン拡大は不適と考えら

れた．

　弁上部狭窄に関しては，初期の5例の経験から，バ

ルーン径が小さいほど効果が落ちる印象があったた

め，最狭窄部位の3倍を目標にバルーンを選択するよ

うにし，初めて術前の50％以上の圧較差の低下が得ら

れた．

　Saxenaら3）は，　CBA不成功に終わり再手術で得ら

れた狭窄部位の組織所見に，内膜層と漿膜層は無傷で

あるが，弾性板の崩壊を伴った外膜の高度の線維化が

認められたと報告している．つまり，Jatene手術後の

狭窄肺動脈では，内膜と中膜に裂開が入っただけでは，

高度に線維化が起こっている外膜によって圧迫され，

一時的に拡張されても永続的な拡大は得られにくいと

考えられる．バルーン径を大きくすることは，最狭窄

部位のみならずその周辺の健常部位をも拡大すること

になり，高度に線維化した外膜にも広範に拡張圧が加

わることによってある程度の裂開が起こり，最狭窄部

位の十分な拡大が得られたのではないかと考えられ

た．

　ただ，バルーン径を大きくすれば耐圧能は低下し，

かつ血管解離を引き起こす危険性は高まる11）12），耐圧

能を落とさずに径を大きくするダブルバルーン法はこ

れを解決する一つの方法である5）．特に，両側大腿静脈

が閉塞し，腋窩あるいは外頸静脈切開によりバルーソ

を挿入しなけれぽならないような場合でも，shaftの

細い2本のバルーン挿入により径を大きくできると考

えられた，また，最狭窄部位の何倍径までバルーソを

大きくできるかについては，今回の研究対象以後の症
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図3　症例10のCBA．最狭窄部位
　7．2mm（図下段左）の主肺動脈に

　対し直径20mmのバルーンカ
　テーテル（2．8倍）を用い，圧較差

　は75mmHgから36mmHgまで低
　下し，最狭窄部位径は7．2mmか

　ら8．9mm（図下段右），正面像での

　最狭窄部位径は10．9mmから
　12．8mm（図上段右）まで拡大し
　た．

図4　症例8のCBA．最狭窄部位
　7．4mm（図下段左）の主肺動脈に

　対し直径18mm（2．4倍）のバルー

　ンカテーテルを用い圧較差は48

　mmHgから27mmHgまで低下
　し，最狭窄部位径は，7．4mmから

　9．6mm（図下段右），正面像では

　9．Ommから13mm（図上段左右）

　まで拡大した．
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例での経験であるが，最大5倍径のバルーンまで使用

して圧較差を75から36mmHg（42％の低下）まで低下

させている9｝．この症例では，CBA直後の肺動脈造影

で最狭窄部位が動脈瘤様に拡大しており，これ以上の

径を用いると血管破裂の危険性があったと考えられ

た．つまり，至適なバルーン径は最狭窄部位径の3～4

倍までで，安全性を考え5倍以上にしてはならないと

考えられた．

　このように，Jatene手術後の肺動脈狭窄に対する

CBAは，短期成績でようやく成功例が認められ始めた

が，外科的再手術後に再々狭窄をきたした症例の経験

もあり，CBAの本病変に対する有用性に関しては長期
　　　　＋．s
的な経過観察が必要と考えられた．
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Use　of　Catheter　Balloon　Angioplasty　to　Treat　Pulmonary　Stenosis　after　Jatene　Procedure

Yasutoshi　Matsumoto，　Makoto　Nakazawa，　Toshio　Nakanishi，　Gengi　Satomi　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kazuo　Momma

　　　　　　　Department　of　Pediatric　Cardiology，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　Catheter　balloon　angioplasty（CBA）was　attempted　in　10　patients（aged　3　to　7　years）with

pulmonary　stenosis　following　Jatene　procedure．

　　　The　major　stenosis　existed　at　pulmonary　valve　annulus　in　2　patients（Group　I）and　at

supravalvular　pulmonary　artery　in　8　patients（Group　II），　including　3　with　main　pulmonary　artery（PA）

stenosis，3with　PA　bifurcation，　and　2　with　both　main　PA　and　PA　bifurcation．　In　Group　1，　the　balloon

was　selected　to　be　1．4　times　than　the　diameter　of　the　annulus．　Pressure　gradient（PG）across　the

annulus　decreased　from　26　to　14　mmHg　and　57　to　40　mmHg，　respectively，

　　　The　size　of　balloon　was　2．5　times　approximately　the　diameter　of　the　narrowest　site　in　3　patients　of

Group　II，　who　are　derived　from　the　earliest　series　of　our　experience．　PG　across　the　narrowing

decreased　from　137　to　95　mmHg，65　to　35　mmHg　and　55　to　34　mmHg（31％，46％and　38％reduction，

respectively）．

　　　In　the　following　2　patients　of　Group　II，　the　smaller　size　balloon（1．3　and　1．4　times）was　selected　in

order　to　obtain　high　inflation　pressure．　However，　there　was　no　change　in　PG　in　these　2．

　　　In　the　latest　3　patients　of　Group　II，　the　balloon　was　selected　about　3　times　the　diameter　of　the

narrowing．　Two　of　these　3　had　successful　procedures　with　reduction　of　PG　from　170　to　75　mmHg　and

75to　36　mmHg，　respectively．　CBA　in　another　patient　was　unsuccessful，despite　PG　decreased　from　48

to　27　mmHg（44％reduction）．

　　　We　conclude　that　balloon　size　should　be　over　3　times　the　narrowing　to　tear　the　extensive

adventitial　fibrosis　in　patients　with　supravalvular　PS　after　Jatene　procedure，　and　that　CBA　for

pulmonary　valve　annular　stenosis　is　very　risky，　because　too　much　over　sized　balloons　may　damage　to

the　right　ventricular　outflow．
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