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〈症　　例〉

肺動脈弁位生体弁狭窄に対するBalloon　Valvuloplastyの経験

一摘出弁標本の所見との比較一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　左肺動脈低形成のファP一四徴症に対し9歳時にIonescu－Shiley弁による肺動脈弁置換を含めた心

内修復術行ったが，術後7年目に生体弁狭窄を認め，Balloon　Valvuloplasty（BV）を施行した．生体

弁での圧較差は50mmHgから35mmHgの軽減に留まり，生体弁の狭窄が残存するため，　BV施行3年6

ヵ月後肺動脈弁再置換術を施行し，摘出弁を検討した．摘出したIonescu－Shiley弁の弁尖は短縮と石灰

化のために全く可動性のない状態であり，BVによると思われる弁尖の破壊等の所見は認められなかっ

た．生体弁の狭窄に対しBVが有効であったという報告があるが，本症例のように弁尖の短縮・石灰化

が著しい生体弁ではBVの効果はほとんど得られなかった．生体弁の狭窄に対するBVの有効性は生体

弁の変性の程度により左右されると考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　バルーンカテーテルを用いたBalloon　valvuloplas－

ty（BV）およびBalloon　angioplasty（BA）による治

療が種々の狭窄性の弁および血管病変に対して行わ

れ，対象も肺動脈弁狭窄1｝から始まり，僧帽弁狭窄2），

大動脈弁狭窄3），末梢性肺動脈狭窄4），大動脈縮窄5）等に

用いられ，広く有用性が認められている．さらに生体

弁置換術後の遠隔期の狭窄に対しても，三尖弁位6），僧

帽弁位7），大動脈弁位8）および右室一肺動脈グラフト

内9）””12）の生体弁狭窄についてBVが報告されている．

しかし，生体弁狭窄に対するBVの症例が少ないた

め，自然弁の場合と同様に効果が認められるか不明の

点が多く，また，BV後の摘出弁との比較を行った報告

は少ない8｝9｝．今回われわれは，ファロー四徴症根治手

術時にIonescu－Shiley弁による肺動脈弁置換術を行

い，術後7年目に生体弁狭窄を認めたためBVを施行
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し，生体弁の圧較差の軽減が認められたが，生体弁の

狭窄の残存のため，BV施行3年6ヵ月後肺動脈弁再

置換術を施行し，摘出弁を検討した症例を経験したの

で，生体弁狭窄に対するBVの有効性と限界について

文献的考察を加えて報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　20歳男性．

　主訴：胸痛

　現病歴：正常満期産で出生した．1ヵ月検診でチア

ノーゼと心雑音を指摘され，3ヵ月時ファロー四徴症

と診断された．左肺動脈低形成を伴うため，3歳時に

ブロック手術を施行した．9歳時（身長117cm，体重19

kg）に根治手術を施行したが，左肺動脈低形成のため

肺動脈弁置換術（Ionescu・Shiley弁19mm）を併せて

行った（文献13の症例1）．術後経過ぱ順調であったが，

術後7年目（16歳時）に胸痛のため心臓カテーテル検

査を施行し，肺動脈弁狭窄が認められ，心血管造影お

よび心エコー図検査では生体弁の弁尖は石灰化し，可

動性は失われた状態であった．翌年（17歳時：身長156
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図1　肺動脈弁位Ionescue－Shilley弁19mmに対するBalloon　valvuloplasty．バ

　ルーン径18mmのカテーテルを用いたsingle　balloonで，3．5気圧で10秒間の拡張を

　3回行った．左：バルーン拡張前．右：拡張径．

表1　症例の心臓カテーテル検査による血行動態の推移

BV施行時 肺動脈弁再置換術前
TF根治術後

BV前 BV後 ISP負荷前 ISP負荷後

HR（beats／min） 120 80 82 76 100

RV（mmHg） 45／0 78／0 75／0 78／0 106／0

PA（mmHg） 34／10 28／5 40／7 32／0 40／8

SPG（RV－PA） 11 50 35 46 66

LV（mmHg） 140／0

Ao（mmHg） 135／80 150／76 107／62 108／63

RV／LV　or　Ao 0．32 0．58 0．47 0．73 0．98

TF：ファロー四徴症，　BV：Balloon　valvuloplasty，　ISP：プPtタノール，　HR：心拍数，　RV：右心

室圧，PA：肺動脈圧，　SPG：収縮期圧較差，　LV：左心室圧，　Ao：大動脈圧

cm，体重40kg）にBVを施行した．バルーン径18mm

のカテーテルを用いたsingle　balloonで，3．5気圧で10

秒間の拡張を3回行った（図1）．肺動脈圧は28／5

mmHgから40／7mmHgに上昇し，右室／大動脈圧比は

0．58から0．47に低下し，肺動脈弁での圧較差はBV前

50mmHgからBV後35mmHgに低下した（表1），BV

後，肺動脈弁閉鎖不全（PR）の出現による拡張期雑音

は認められず，心エコー図検査ではBV前と同様に生

体弁の弁尖は可動性のない状態であった．

　BV施行2年後の心臓カテーテル検査では肺動脈弁

での圧較差は46mmHg，右室／大動脈圧比は0．73で，プ

ロタノール負荷による心拍数の増加により肺動脈弁で

の圧較差は66mmHg，右室／大動脈圧比は0．98と上昇

した．以上のように肺動脈弁狭窄が残存するため，BV

3年6ヵ月後（20歳時）に肺動脈弁再置換術を施行し

た．肺動脈弁置換術後12年後に摘出したIonescu－

Shiley弁の弁尖は短縮と石灰化のために全く可動性

のない状態であり，BVによると思われる弁尖の破壊

等の所見は認められなかった（図2）．また，X線像で

は弁尖の高度の石灰化を認めた（図3）．

　　　　　　　　　　考　　察

　先天性心疾患の右心系の三尖弁・肺動脈弁の代用弁

置換の選択については機械弁と生体弁のいずれが適切

であるかという問題についてはいまだ議論が分かれて

いる．教室では遠隔成績の検討から，現在先天性心疾

患の右心系代用弁には生体弁を第一選択としてい
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図2　肺動脈弁置換術後12年後に摘出したIonescue－

　Shilley弁．弁尖は短縮と石灰化のために全く可動性

　のない状態であり，BVによると思われる弁尖の破

　壊等の所見は認められない，

図3　図2に示す弁のX線像．弁尖の高度の石灰化を
　認める．

る14）．右心系弁置換では左心系弁置換に比べて生体弁

の耐久性は良好であるという報告があるが15），長期に

渡る耐久性の点では問題が残ると言わざるを得ない．

　1982年Kanら1）が肺動脈弁狭窄に対するBV成功

例を報告して以来，種々の狭窄性の弁および血管病変

に対してバルーンカテーテルを用いたBVおよびBA

が行われ，優れた治療成績があげられている．生体弁

置換術後の遠隔期の狭窄に対しても，1986年Feitら6）

が三尖弁位の生体弁狭窄に対するBVの有効性を報

告し，その後，僧帽弁位7），大動脈弁位8）に対してもBV

が行われている．肺動脈弁位については，右室一肺動

脈グラフト内の生体弁狭窄についての報告はある

が9）一’12｝，ill　situ肺動脈弁置換術後の報告は文献上みあ

たらない．また生体弁狭窄に対するBVの症例が少な
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いため遠隔成績は不明であり，BVの効果について

BV後の摘出弁との比較を行った報告は少ない8）9）．本

症例のようにBV後の摘出弁の検討を行うことは，

BVの効果と限界を知るうえで重要である．　McKay

ら8）は摘出生体弁にBVによると考えられる弁尖の亀

裂や沈着した石灰の破砕が認められたと報告している

が，自験例では明らかにBVによると考えられる弁の

変化は認められず，BVによる圧較差の低下は石灰化

した弁尖がバルーンにより伸展されたために得られた

一時的な効果であったと推定された．

　自然弁に対するBVの機序は弁交連部の裂開や弁

輪の拡大と考えられている16）．一方，生体弁の狭窄に対

するBVの効果発現の機序は必ずしも明らかではな

いが，癒合した交連部の裂開が期待される8）．Zeevi

ら12）はBVの有効の基準を50％以上の圧較差の低下と

し，右室一肺動脈間valved　conduit狭窄の9例中3例

で有効であったと述べ，Lloydら1°）は同様に6例中3

例の成功を報告した．しかし，生体弁の狭窄は弁尖の

石灰化によることが多く，自験例でもIonescu・Shiley

弁の弁尖は短縮と石灰化のために全く可動性のない状

態であった．この様な生体弁の狭窄に対してはBVで

は自然弁の場合と同等の効果を期待するのは困難であ

ると考えられた．また，自験例のように小児期に弁置

換術が行われた場合は患者の成長により相対的に弁サ

イズが小さくなるという要素もあり，BVの限界と考

えられた．

　生体弁の狭窄に対するBVの適応は未だ明確では

ないが，1）疵贅や弁下組織の増生のあるもの，2）BV

により塞栓を起こす可能性のある血栓があるもの，3）

変性による弁尖の裂開や穿孔のあるもの，などでは

BV施行に問題があるとされている8｝．　BVの合併症と

しては新たな弁逆流の出現8）や弁の石灰によるバルー

ンの破裂1°）’1）17）が報告されている．弁尖の石灰化自体

はBVの禁忌ではないが，松本ら17）は石灰化したHan・

cock弁に対してBVを試み，　inflateの途中で2回バ

ルーンの破裂を経験しており，自然弁の狭窄に比べて

バルーソ破裂の頻度が高く，注意を要する．生体弁の

狭窄に対するBVの効果については，成功例の報告が

ある一方，自験例のように生体弁が高度の石灰化を呈

した場合は無効であるため，BVの有効性は生体弁の

変性の程度に左右されると考えられた．

　　　　　　　　　　文　　献
　1）Kan，　J．S．，　White，　R．1．，　Mitchell，　S．E．　and　Ander－

　　son，　J．H．：　Percutaneous　balloon　valvuloplas・

Presented by Medical*Online



平成5年1月20日 569－（87）

　　ty：Anew　method　for　treating　congenital　pul・

　　monary　valve　stenosis．　N．　Engl．　J．　Med．，307：

　　540，’1982．

2）Kveselis，　D．A．，　Rocchini，　AP．，　Beekman，　R．，

　　Sinder，　AR，　Crowley，　D．，　Dick，　M．　and

　　Rosenthal，　A．：　Balloon　angioplasty　for　con・

　　genital　and　rheumatic　mitral　stenosis．　Am．　J、

　　Cardiol．，57：348，1986．

3）Lababidi，　Z．：Aortic　balloon　valvuloplasty．

　　Am．　Heart　J．，106：751，1983．

4）Lock，　J．E．，　Castaneda－Zuniga，　W．R．，　Fuhrman，

　　BP．　and　Bass，　J．L．：　Balloon　dilatation　angio－

　　plasty　of　hypoplastic　and　stenotic　pulmonary

　　arteries．　Circulation，67：962，1983．

5）Lock，　J．E．，　Bass，　J．L．，　Amplatz，　K．，　Fuhrman，　B．

　　P．　and　Castaneda－Zuniga，　WR．：Balloon　dila－

　　tation　angioplasty　of　aortic　coarctations　in

　　infants　and　children．　Circulation，68：109，1983．

6）Feit，　F．，　Stecy，　P．J．　and　Nachamie，　M．S．：

　　Percutaneous　balloon　valvuloplasty　for　stenosis

　　of　a　porcine　bioprosthesis　in　the　tricupid　valve

　　position．　Am．　J．　CardioL，58：363，1986．

7）Calvo，　O．L，　Sobrino，　N．，　Gamallo，　C．，　Oliver，　J．，

　　Dominguez，　F．　and　Iglesias，　A，：Balloon　per．

　　cutaneous　valvuloplasty　for　stenotic　bioprosth－

　　etic　valves　in　the　mitral　position．　Am．　J．　Car－

　　dioL，60：736，1987．

8）McKay，　C．R．，　Waller，　BF．，　Hong，　R．，　Rubin，　N，

　　Reid，　C．L．　and　Rahimtoola，　S．H．：Problems

　　encountered　with　catheter　balloon　valvuloplas・

　　ty　of　bioprosthetic　aortic　valves．　Am．　Heart　J．，

　　115二463，1988．

9）Waldman，　J．D．，　Schoen，　FJ．，　Kirkpatric，　SE．，

　　Mathewson，　J．W．，　George，　L、　and　Lamberti，　J．

　　　J．：　Balloon　dilatation　of　porcirle　bioprosthetic

　　　valves　in　the　pulmonary　position．　Circulation，

　　　76：109，1987．

10）Lloyd，　TR．，　Marvin，　WJ．，　Mahoney，　LT．　and

　　　Lauer，　R．M．：Balloon　dilation　valvuloplasty

　　　of　bioprosthetic　valves　in　extracardiac　con－

　　　duits．　Am．　Heart　J．，114：268，1987．

11）Ensing，　GJ．，　Hagler，　DJ．，　Seward，　JB．，Julsrud，

　　　P．R．　and　Mair，　D．D．：Caveats　of　balloon　dila・

　　　tion　of　conduits　and　conduit　valves．　J．　Am．　Coll．

　　　CardioL，14：397，1989．

12）Zeevi，　B．，　Keane，　J．F．，　Perry，　SB．　and　Lock，　J．

　　　E．：　Balloon　dilation　of　postoperative　right

　　　ventricular　outflow　obstructions．　J．　Am．　Coll，

　　　Cardiol．，14：401，1989．

13）松川哲之助，横沢忠夫，橋本良一，宮村治男，山口

　　　明，春谷重孝，江口昭治：Fallot四徴症根治術にお

　　　けるin　situ肺動脈弁置換の意義．胸部外科，33：

　　　581，1980．

14）宮村治男，金沢　宏，高橋善樹，岡崎裕史，今泉恵

　　　次，林純一，福田純一，小熊文昭，菅原正明，江

　　　口昭治：先天性心疾患における右心系弁置換術の

　　　遠隔成績一生体弁と機械弁の比較検討一．日胸外

　　　会誌，38：1298，1990．

15）Dunn，　J．M．：Porcine　valve　durability　in　chi1－

　　　dren．　Ann．　Thorac．　Surg．，32：357，1981，

16）Wall，　J．T．，　Lababidi，　Z．，　Curtis，　J．J．　and　Silver，

　　　D．：Assesment　of　percutaneous　balloon　pul－

　　　monary　and　aortic　valvuloplasty．　J．　Thorac．

　　　Cardiovasc．　Surg．，88：352，1984．

17）松本康俊，中沢　誠，中西敏雄，里見元義，門間和

　　　夫，高尾篤良：術後の血管性狭窄病変に対する経

　　　皮的バルーン拡大術の誠み．日小循誌，6：271，

　　　1990．

ACase　Report　of　Percutaneous　Balloon　Valvuloplasty　for　a　Stenosis　of　a

　　　　　　　　　　　　　　Bioprosthesis　in　the　Pulmonary　Position

Hiroshi　Watanabe，　Haruo　Miyamura，　Jyun－ichi　Hayashi，　Hiroshi　Kanazawa，

　　　　　　　　　Masaaki　Sugawara，　Mayumi　Shinonaga，　Shoh　Tatebe

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Shoji　Eguchi

　　　　　　Second　Department　of　Surgery，　Niigata　University　School　of　Medicine

　　　We　reported　a　20・year－01d　man　with　a　stenotic　pulmonary　bioprothetic　valve　who　was　treated　with

percutaneous　balloon　valvuloplasty．　Seven　years　prior　to　balloon　valvulopasty，　he　underwent

pulmonary　valve　replacement　with　Ionescu－Shiley　valve　associating　with　corrective　surgery　for

tetalogy　of　Fallot．　Balloon　valvuloplasty　reduced　the　pressure　gradient　of　stenotic　pulmonary

bioprosthetic　valve　from　50　to　35　mmHg．　But　3　years　later，　he　underwent　a　reoperation　of　pulmonary

valve　replacement　for　residual　stenosis　of　the　bioprosthesis．　Three　cusps　of　the　Ionescu・Shiley　valve

were　immobilized　by　heavy　calcific　deposite．　Balloon　valvuloplasty　was　unsuccessful　for　stenosis　of　a

heavy　calcific　bioprosthesis．
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