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Critical　pulmonary　stenosisに対する

Balloon　Valvuloplastyの経験

一新手法による弁形成の効果と問題点について一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Critical　pulmonary　stenosis（以下critical　PS）に対し，新しい手法により，肺動脈弁形成を有効に

行った．本手法の主な特徴は，（1）ロングシースを用いることにより，ガイドワイヤーの弁ロへの誘導・

固定が容易になったこと；（2）ガイドワイヤーを大腿静脈，動脈管，大腿動脈の経路でループ状とする

ことで，弁拡大用カテーテルの弁通過が容易になったこと；（3）大腿動脈から挿入したカテーテルを肺

動脈内で経静脈カテーテルに達するまで挿入し，ガイドワイヤーによる血管内膜損傷を防止したことで

ある．弁形成には径8mm井上バルーソカテーテルを用いた．患児は術後7日目に大腿動脈からの出血で

死亡したが，剖検所見に基づき本手法による弁形成の有効性と問題点について報告する．

　　　　　　　　　　緒　　言

　Critical　PSは肺血流を動脈管開存（以下PDA）に

依存しており，生後早期に救命的手術を要する疾患で

ある1）2）．しかし，最近本症に対しballoon　valvuloplas・

tyを施行し，良好な結果を得たとの報告が散見され

る3｝～7）．本症ではしばしば狭窄部はピソホール状であ

り，ガイドワイヤーおよびバルーンカテーテルの弁通

過が困難である3）～7）．今回我々は，ガイドワイヤーおよ

びバルーソカテーテルの操作を容易にするため，新し

い手法を考案し，臨床的ならびに解剖学的に有効で

あったので報告する．しかし，患児は術後7日目に突

然の腹腔内出血のため死亡した．その病理所見から本

手法の問題点についても考察する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例は，在胎37週，出生体重3，368gで出生した男児
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である．妊娠中，分娩時に特記すべきことはない．生

直後からチアノーゼを認めたため，生後1日に当科に

転送された．入院時所見では，全身にチアノーゼを認

め，第3肋間胸骨左縁にLevine　2／6の収縮期雑音を聴

取した．肺野は清明で，肝脾腫はなかった．動脈血ガ

ス分析値は，pH　7．39，　PO、19．1mmHg，　PCO，42．3

mmHg，　SaO、29．0％と著明な低酸素血症を認めた．

胸部エックス線（図1）では肺血流の減少，心陰影の

拡大（CTR　74％）がみられた．心電図（図2）では，

右軸偏位，右房負荷，右室肥大の所見を認めた．心エ

コー （図3A）では肺動脈弁を介する極わずかな順行性

の血流が確認され，Critical　PS，　PDA，卵円孔開存

（PFO）と診断した．以降lipo－PGE1の投与で，　PDA

sizeは2．1mmから3．Ommへと拡大し，比較的安定し

た状態であった．しかし，生後18日の心エコー（図3）

では順行性の血流が確認されず，肺動脈閉鎖の可能性

も想定し，生後19日に心臓カテーテル検査および経皮

的バルーソ肺動脈弁形成術（以下PTPV）を施行した．
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図1　入院時胸部エックス線写真．肺血管陰影の減少，

　心拡大（心胸郭比74％）がみられる．

　PTPV施行時の身体所見は，体重が3，570g，チア

ノーゼは入院時に比して軽減していた．第2肋間胸骨

左縁にLevine　2／6の連続性雑音を聴取した．　Ifi1圧は

86／触診，心拍数139／minであった．血液ガス所見では

pH　7．42，　PO252．2mmHg，　PCO236．7mmHg，　SaO，

87．1％，HCO323．51nEq／1であった．その他の血液検

査所見では異常所見を認めなかった．PTPV前の右室

造影ではモニター上順行性の血流が確認されず，この

段階では肺動脈閉鎖と診断しPTPVを施行した，しか

し術後のシネアソジナで肺動脈弁を通過する極わずか
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図2　入院時心電図所見
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　　　　　　　　　　　　図3　心エコー所見（右室流出路断面）

A（生後1日）：PGEl投与前，極わずかの順行性Lfu流が認められる（矢印）．

B（生後19日）：PTPV直前で，　PDAからの血流は肺動脈内でモザイクパターンとなり，順行性の

血流は確認されない．

C（PTPV後）：良好に順行性の血流が確認される．

　PA：pulmonary　artery，　RVOT：right　ventricular　outflow　tract
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　　　　　　　　　　　　　　図4　造影所見

左側：PTPV前の右室流出路造影像．上段：正面像（矢印：極わずかのjetが確認され

る），下段：側面像

右側：PTPV後の右室造影正面像．上段：正面像，下段：側面像

共に肺動脈が良好に造影されている．
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の順行性の血流が確認されたため，ガイドワイヤーは

閉鎖した弁ではなく，ピンホール状となった重度狭窄

弁を通過したものと判断した（図4）．一方，大動脈造

影でPDAを介して造影された肺動脈弁輪径は7．4mm

であり，カテーテル検査データでは，右室収縮期圧は

術前74mmHgであった（表1）．

　以下にPTPVの詳細について述べる．　PTPVの前

処置として，塩酸モルヒネ0．3mgおよびハイスコ0．03

mgを皮下注射し，抱水クロラール坐薬250mgを投与

した後，塩酸ケタミソの静脈麻酔（1mg／kg／hour　DIV）

および0．5％キシロカインによる局所麻酔を行った．ケ

タミン投与後一時的に呼吸が減弱したため，気管内挿

管下にPTPVを施行した．　PTPVに用いた主な器具

は（図5），術前に施行した断層心エコー図を参考に，

右室の形態に合わせて成形した6Fロングシース（メジ

キット・スーパシース），肺動脈弁通過用器具としての

0．018インチガイドワイヤー（ハナコ），6Fウェッジバ

ルーソ・カテーテル，先端部を先細りにした弁口拡大

表1　カテーテル検査および心エコーデータ

Balloon　Valvuloplasty

before after

（mmHg） （mmHg）

一 一

RA 6 7

RV 74／－1，（9） 24／0，（4）

∠P（RV－PA） 8

（by　2DD）

LV 60／－2，（1）

用ポリエチレンカテーテル（cook・ダイレータ）であ

る．手技の詳細は図6，7に示す．まず大腿静脈から

6Fシース，大腿動脈から4Fシースでルート確保を行

い，通常のカテーテル検査および造影検査を施行した．

その後，成形した6Fロングシースに入れ替え，この中

にガイディングカテーテルとしての6Fウェッジノミ

ルーンカテーテルを挿入した．続いてカテーテル操作

により先端が肺動脈弁に対し直角になるようバルーン
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　　　　　　　　　　　　図5　PTPVに用いた器具
上段：先端を右室形態にあわせて水蒸気成形した6Fロソグシース；

成形方法は左のAP像で示すごとく先端から約3cmの部分で右側に約120°屈曲させ

る．次いで右のLAT像で示すごとく先端から約1cmの部分を背側にほぼ直角に屈曲

させる．

下段左：ガイドワイヤーに沿わせたガイディングカテーテル（6Fウエッジバルーンカ

テーテル）

下段中央：ガイディソグカテーテル内の狭窄部拡大用カテーテル（ダイレータ）（5．3

Fカテーテル）

下段右：ループ形成，静脈側ダイレータと動脈側血管内膜損傷防止用カテーテル（4F

カテーテル）が先端部で接している．

AP：正面，　LAT：側面

カテーテルを押し当て，次いでガイドワイヤーをこの

カテーテルを通して肺動脈弁を穿刺すべく押し進め

た．数回の操作の後ガイドワイヤーは肺動脈弁および

PDAを通過したので下行大動脈まで挿入した．その後

バルーンカテーテルをダイレータに入れ替え弁を押し

広げた．さらに，ガイドワイヤーを深く挿入し，対側

大腿動脈のシースから先端を体外に引出し，大腿静脈，

動脈管，大腿動脈間でループを形成した．次にガイド

ワイヤーにかぶせるように動脈側から肺動脈側まで内

膜損傷防止用カテーテルを挿入した．最後にダイレー

タを8mm井上バルーンカテーテルに入れ替え弁形成

を行った．

　実際のBalloon　valvuloplastyの手技では特に難渋

した操作はなかったが，ルーチンカテーテル検査を含

め，カテーテル操作に4時間を要した．術中陰嚢内を

中心とした出血による急激な血圧低下（ほとんど心停

止状態）に対し，濃厚赤血球の急速輸血で，血圧は数

分後に上昇した（造影時には50／30mmHg）．左大腿動

脈へ挿入したシースはやや抜け気味となり，穿刺口か

らの出血を認めた．このため，シースは抜去し，穿刺

部を圧迫止血した．血行動態が安定した後の右室造影

で，良好な肺動脈弁の可動性と肺動脈造影像が確認さ

れた（図4）．またカラーフローマッピングでも良好な

順行性血流が確認され，右室一肺動脈間に有意な圧較

差のないことが推定された（図3，表1）．術中の低血

圧による腎不全は腹膜灌流の施行で比較的順調に改善

した．しかし，術後7日目に再び左陰嚢内を中心とし

た後腹膜腔出血のためショック状態となり，大量輸血

の効果なく同日死亡した．剖検での肺動脈弁肉眼的所

見では，弁は3方向に弁輪近くまで裂開され，PTPV

の有効性が示された（図8）．また，3尖ともに弁尖部

の肥厚を認めたが，特に前半月弁肥厚は高度で，弁腹

は他の2尖に比して低形成であった．大腿動脈穿刺孔

は鼠径靭帯の上方1cmにあり，開存していた，血腫は
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　　　　　　図6　新手法の模式図

A）ロングシースを右室流出路まで挿入する．

B）ウェッジバルーンカテーテルを挿入し，弁直下で

カテ先を弁に直角に固定する．

C）0．018インチガイドワイヤーの柔らかい方の先端

部を挿入し，弁に押し当て通過させる．

D）ウェッジバルーンカテーテルをダイレータに入替

え狭窄部を押し広げる．

E）対側の大腿動脈でキャッチしたガイドワイヤーに

沿って，ガイドワイヤーによる血管壁損傷防止用カ

テーテルを大腿動脈から挿入し，ダイレータと先端部

でドッキングさせる．

F）ダイレータを抜去し，ガイドワイヤーに沿わせて8

mm井上バルーンカテーテルを挿入し，弁を裂開す
る．

穿刺孔周囲に最も強く，後腹膜腔の左側を中心に認め

られた．下大静脈の腎静脈末梢側は内膜損傷が強く，

血栓の付着が一部に認められた．

　　　　　　　　　　考　　察

　Critical　PSに対する手術成績はまだ満足できるも

のではなく，手術死亡も依然として高い率である1）2）．

585－（75）

一方PTPVは手術に比して侵襲が少なく，圧較差の減

少も良好であることから有用な治療法と考えられ

る3）一“7）．本症例では，右室容量が十分であること〔8．4

ml（98．7％of　normal）〕，弁輪および肺動脈の発育が

良好であること，動脈管開存が十分に存在しているこ

とから，PTPVの適応と考え，新手法によるPTPVを

試みた．診断面で心エコーは有力な手段であるが，カ

ラードプラー感度に限界があり，critical　PSの診断に

あたっては，極わずかの順行性血流がPDAからの血

流で打ち消され見落とす可能性があると考えられた．

一方，critical　PSに対するPTPVでは弁口が極めて

狭いためガイドワイヤーおよびバルーソカテーテルの

弁通過が技術的に困難とされている3ト6）．諸家の報告

によると，ガイドワイヤーの弁中央への誘導と固定，

および弁とカテーテルの摩擦抵抗に対する推進力を得

る方法が問題になるとされている4）－7）．さまざまな工

夫として，造影を繰り返しながら特殊なガイドワイ

ヤーを用いる方法3），ガイディングカテーテルを用い

る方法4），段階的に狭窄部を拡大する方法などが報告

されている5）～7）．今回我々はロソグシースを用いて，ガ

イドワイヤーの弁中央への固定を容易にし，またポル

ストマン法に準じたループワイヤー法により肺動脈弁

へのダイレータの挿入および弁口の伸展，さらにその

後の井上バルーンカテーテルの挿入を容易にすること

ができた．また大腿動脈から挿入したカテーテル先端

をPDAを越えてPA内まで挿入することにより，カ

テ操作中のワイヤーによる動脈管を含む血管内膜損傷

を予防できるものと考えられた．バルーンカテーテル

の狭窄部通過にはロソグシースだけでは十分な推進力

は得られないため，ガイドワイヤーを大腿動脈から引

きながら，バルーンカテーテルを押すことにより，弁

通過時の摩擦抵抗に打ち勝つ力を得ることができた．

最近肺動脈閉鎖に対するレーザワイヤーを用いた手法

が報告されているが8），本手法は閉鎖している弁でも

ガイドワイヤーが弁を突き破る推進力を与えるものと

我々は考えている．ループ形成時のガイドワイヤー操

作は容易であり，反対側大腿動脈からの体外への引出

しも困難はなかった．またループ形成には十分太い

PDAの存在が必須である．カテーテルの動脈管通過時

に低酸素状態となった症例が報告されているが5）6｝，

PDAがPGE1で良好に開存している場合は，操作中に

SaO2の低下もなく安全に手技が行えるものと考えら

れた．バルーンカテーテルのサイズは小さいものから

徐々に大きくする段階的方法が良いとの報告もみられ
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図7　PTPV施行時のシネアンジオグラム

ゑ

鎌㍍

1）ガイドワイヤーで肺動脈弁を通過させる．

2）ダイレータで肺動脈弁を押し広げる．

3）ガイドワイヤーを大腿動脈から体外に出しループ状とする．

4）ガイドワイヤーにそって大腿動脈から挿入した血管壁損傷防止用カテーテルを肺

動脈まで進め，ロングシースとドッキングさせる．

5）ダイレータを井上バルーンカテーテルに交換

6）infiationする．

る5）6）．これは，最初から至適サイズのバルーンカテー

テルを通過させることが困難であるためであるが，肺

動脈弁の裂開は小さいバルーソカテーテルでは弁を押

し上げるにとどまり，有効な弁形成にならにいと考え

られている．我々も同様に弁輪より大きいものを用い

る方がよいと考えた．本手法では至適サイズのバルー

ンカテーテルを容易に狭窄弁を通過させることができ

有用と考えられた．今回は弁輪7．4mmに対しバルーン

サイズは8mmと弁輪に対し108％のバルーンカテーテ

ルを用いることにより，1回の手技で十分な弁形成が

行えた．病理所見では，弁切開は3方向に弁輪近くに

達し，良好な弁形成が行えたものと判断した．

　次に本手法施行上の問題点について述べる．近年小

児科領域におけるinterventional　cardiologyの進歩

に伴い，合併症の頻度も増加の傾向にある．とくにカ

テーテル挿入部の出血や動脈損傷は頻度の高い合併症

である9）．今回のPTPVが十分な効果があったにもか

かわらず最終的に救命できなかった原因として，大腿

動脈穿刺部からの出血とそれによる低血圧が挙げられ

る．大量の出血となった原因は，穿刺部が後腹膜腔内
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図8　肺動脈弁の剖検所見，肺動脈側から観察したも

　ので，弁は3尖，裂開は弁輪近くに達している．前

　方の半月弁は低形成である，

であったこと，シースの固定が不十分で抜けかかって

いたこと，発見に時間を要したことなどが考えられる．

一般に新生児・乳児では鼠径部の幅が狭く，穿刺角度

によっては穿刺口が中枢側になりやすい．このため動

脈穿刺部は鼠径靱帯よりもやや末梢で鼠径部趨壁内で

行い，穿刺口が鼠径部中枢側や末梢側にならないよう

細心の注意を払う必要がある1°）．またシースの固定に

はサージカルテープなどを使用し，全身麻酔管理下で

の完全な体動抑制も必要である．術後7日目の再出血

の原因は剖検によっても明らかにはならなかったが，

仮性動脈瘤の存在が推察された．一般的には止血が不

十分である仮性動脈瘤を生じやすい危険がある1°｝，本

症例でも後腹膜腔内での止血不十分が仮性動脈瘤化を

生じ，7日の経過で動脈瘤破裂へと進行したものと推

測された．一方大腿動脈穿刺部の血腫などに伴う合併

症の診断および経時的観察にカラーフローマッピング

が有用であるとされているu）一一16｝，穿刺部合併症が疑わ

れる症例ではカラーフローマッピングで経時的観察を

行い，迅速な外科的処置が必要である．また，下大静

脈損傷については抜去困難に際しシースの索引により

生じた内膜損傷が推測された．この要因として，ロン

グシースの径が太いこと，血管壁の攣縮によるロング

シースと血管壁との密着，ロングシースの先端部の変

形，手技が煩雑で長時間を要したことなどが関与して

いたものと考えられた．ロングシース径のより小さい

ものを用い，留置時間をできるだけ短縮することが今

後の課題である．

　　　　　　　　　　ま　と　め

　Critical　PSに対し，ガイドワイヤーおよびカテーテ
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ルを大腿静脈，動脈管，大腿動脈間でループ状とする

新しい手技で有効な弁形成を行った．本手法は高度狭

窄部へのバルーソカテーテルの通過が容易であり，ま

た，ガイドワイヤーによる血管内膜損傷を防止する意

味で有用と思われた．術直後の大腿動脈からの出血は

穿刺口が後腹膜腔内であり，止血が不十分であったこ

とによると考えられた．術後7日目の出血の原因は仮

性動脈瘤の破裂が示唆された．下大静脈損傷の要因と

しては，ロングシースと血管壁との密着，Pングシー

スのサイズが太かったこと，留置時間が長時間にわ

たったことなどが考えられた．

　本論文の要旨は28回日本小児循環器学会（平成4年7月

2日，東京）において発表した．
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ANew　Method　of　Balloon　Valvuloplasty　for　Critical　Pulmonary

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Efficacy　and　Complications一

Stenosis

Shunji　Nogil），　Koji　Kimura4），　Shigeyuki　Echigo3），　Masayuki　Teraguchil），　Hirotaro　Oginoi），

　　　　　　　　　　Yohnosuke　Kobayashi1），　Michio　Fukunaka2）and　Hiroji　Imamura2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1｝Department　of　Pediatrics，　Kansai　Medical　University

　　　　　　　2）Department　of　Thoracic　and　Cardiovascular　Surgery，　Kansai　Medical　University

　　　　　　　　　　　　　　　　3〕Department　of　Pediatrics，　National　Cardiovascular　Center

　　　　　　　　　　　　　　　　4）Department　of　Radiology，　National　Cardiovascular　Center

　　　　We　obtained　a　favorable　result　from　percutaneous　transluminal　pulmonary　valvuloplasty（PTPV）

for　critical　pulmonary　stenosis　using　a　new　long－sheath　method．　The　long　sheath　makes　it　easy　to

navigate　and　fix　a　guidewire　at　the　stenotic　valve．　Looping　the　guidewire　and　the　catheter　between　the

femoral　vein　and　the　femoral　artery　through　the　patent　ductus　arteriosus　makes　it　possible　to　pass

them　through　over　the　hard　stenotic　valve．　The　catheter　was　inserted　into　the　pulmonary　artery　from

the　femoral　artery　to　protect　the　vessel　intima．　We　performed　the　balloon　valvuloplasty　using　an　8　mm

Inoue　balloon　catheter．　However，　the　patient　died　of　excessive　femoral　bleeding　7　days　after　PTPV．　We

performed　the　autopsy　to　study　efficacy　and　complications　of　this　new　method．
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