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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　4．3Fr，30MHzの回転式プローベが先端に操着された血管内エコー（IVUS，　intravascular　ultra－

sound）を15例についてバルーン血管形成術の前後で施行し拡張の機序について検討した．うち12例（13

回）で解析十分な画像が得られた．拡張機序は定性的に3型に分類した．1型は3例で血管の亀裂など

を認めない伸展による拡張，IIa型は3例で表在の亀裂，　Ilb型は5例で中膜まで達する亀裂をもつもの，

III型は2例で動脈解離である．　IVUSによる狭窄部径の計測では最小内径，最大内径，および断面績はそ

れぞれバルーン形成術前後で3．5±1．8vs　4．5±2．5mm，4．1±2．1　vs　5．4±3．5mm，49．8±30．2　vs　88．3±

45．2mm2であった．またIVUSと血管造影での血管径は良好に相関した．　recoil　valueは・ミルーン形成

術有効例では0．3前後の値を示し，今後のバルーン径の選択に有用であった．IVUSは先天性心疾患のバ

ルーン血管形成術の拡張機序を個々の症例で評価することができる新しい方法であり，catheter　inter－

ventionにおける重要な補助的検査方法となり得る．

　　　　　　　　　　はじめに

　先天性心疾患におけるバルーン弁形成および血管形

成術（balloon　angioplasty，　BA）はこの10年間で著し

い発達をとげ，今や治療上欠くことのできない方法の

一つとなった．小児でのバルーン弁形成術は主に肺動

脈弁狭窄，大動脈弁狭窄および僧帽弁狭窄に，BAは肺

動脈分枝狭窄，大動脈縮窄およびその他の血管狭窄の

拡張術に用いられている1）｝5｝．しかしBAは弁形成に

比較して各疾患ごとに治療成績の点ではいまだ十分と

は言えず今後解決すべき種々の問題を残しているが，

年々その施行例数は各施設で増加しつつある．

　一方，バルーンにより狭窄血管を拡張した場合の病

理学的な拡張機序については剖検例や動物実験などで

検討されている6）7〕が，in　vivoでの報告はなかった．こ

の点で血管内エコー（intravascular　ultrasound，
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IVUS）は個々の症例で拡張機序を観察できる利点が

ある．成人のPTCAにおけるIVUSの検討では極め

て良好な血管の横断面の情報が得られている8）9）が，小

児のinterventionでの検討は今のところ症例報告を

除き皆無である1°）11》．これらの背景のもとに筆者らは

最近施行したBAの症例にIVUSを行い，個々の症例

でのBAの拡張機序について検討した．

　　　　　　　　対象および方法

　対象：対象は連続してBAを行った先天性心疾患

15例である．これらのうち後述する検討に耐えうるだ

けのIVUS画像が得られたのは12例（うち1例は再狭

窄のため再BAを施行，のべ13回）であった．年齢は

1ヵ月から19歳で平均29±61ヵ月，男女比は7：5で

ある．BAの内訳は肺動脈分岐狭窄4例，大動脈縮窄2

例（3回），Blalock・Taussig短絡狭窄3例，鎖骨下動

脈狭窄1例，腎動脈狭窄1例および動脈管開存1例で

ある．

　バルーン血管形成術：BAの方法については過去に
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報告した1）”3）．すなわちまず通常の右心および左心カ

テーテル検査を行ったのちに病変部位の造影を行い，

カテーテル径を基準にして狭窄径を計測した．選択す

るバルーンサイズは大動脈縮窄の場合は横隔膜部の大

動脈径と同等のもの，肺動脈狭窄の場合は狭窄径の

2．5～4倍のものを用いた．拡張後の血管造影で十分な

拡張が得られなかった場合は更に1～2mm大きめのバ

ルーンを使用し再度拡張を行った．拡張後は再び圧測

定，血管造影を行い有効性を確認した．

　IVUSシステム：用いたIVUSカテーテルはCVIS

社（Goodman，　USA）のもので，先端のポリエチレン

のカテの中に回転式の単一　transducerが装着されて

いる．カテの外径は4．3Frで，長さ135cmである．tran－

sducerは30MHzで900rpmで回転する．本体は20～30

MHz，360度のイメージコンソールに接続されている．

IVUS画像は10～15フレイム／秒でモニターに描出さ

れ，S・VHSのビデオテープに記録された．使用された

ガイドワイヤーは0．014一インチでIVUSカテ中に入

れ，IVUSカテ・ワイヤーシステムは5Frのシースに挿

入可能であった．

　IVUSにおける評価は各症例ごとにBAの直前およ

び直後に行った．IVUSカテの挿入はガイドワイヤー

を用いてまず狭窄部位の末梢側に入れ，良好な画像が
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得られていることを確認した後，ゆっくりとカテを引

き抜いた．特に狭窄部位では血管造影での画像と

IVUSの画像を見比べながら注意深く引き抜いてく

る．同様の操作を繰り返し，ビデオテープに記録した．

　定性および定量的検討：BA後のIVUSによる形態

的評価は後述する定性的および定量的検討を行った．

定性的検討は図1Aに示すように狭窄部位では内膜，

中膜の横断面での形態すなわち狭窄部の亀裂，フラッ

プ形成および動脈解離について観察した．動脈解離は

内膜あるいは中膜壁が分離し，同部位の動脈壁が心拍

の同期に合致しない動きを示した時に診断した．これ

らのIVUS所見と血管造影の所見とを比較検討した．

IVUSによる定量的検討は血管内径，外径の最大値お

よび最小値および横断面での内腔面積を測定し，血管

造影での血管径と比較した（図1B）．また各症例ごと

にrecoil　valueとして（最大バルーン径一BA後の最

小血管径）／最大バルーン径を計算し比較した．recoil

value＝1は完全閉塞を表わす．

　統計：血管径および横断面積値は平均±標準偏差で

あらわした．IVUSおよび血管造影所見の比較はカイ

2乗検定を，IVUS，血管造影での血管径の比較および

BA前後の血管径の比較にはStudent・t検定を用い

た．総計学的な有意差は危険率0．05以下をもって有意

とした．

　　　　　　　　　　成　　績

　定性的検討：BA後の動脈内腔の変化は図1Aの様

に分類することができた．図2にその結果を示す（図

2）．内膜および中膜に亀裂が確認できず，血管の伸展

による拡張とした1型はのべ13例中3例（23％）に認

められた，II型は血管の亀裂による拡張で，　IIaは表在

の亀裂で，IIbは中膜の深部まで及ぶ亀裂と分類され

た．IIaは3例（23％）に，　IIbは5例（39％）に認め

られた．III型は動脈解離で，2例（15％）に認められ

た．図3～6に2症例の血管造影およびIVUS所見を

示す．BAの拡張率からみると13例中8例は50％以上

の拡張率〔（BA後径　BA前径）／BA前径〕を示し，す

なわちBA有効例であった．残りの5例は50％以下，

すなわちBA無効例とみなすことができた．無効例5

例のうち4例は1型またはIla型であった．残りの1

例はIII型であった．内膜一中膜の亀裂をもつIIb型の

5例はすべてBA有効例であった（図2）．

　定量的検討：BA前後でIVUSおよび血管造影での

血管径の比較を表1に示した（表1）．BA後の血管径

はIVUSおよび血管造影の両者ともRA前に比較し
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図2　拡張機序についての結果．IIb型ではBA無効例はない．

て有意に増加した．またIVUSでの血管内径の最大

径，最小径および断面積と血管造影での血管径は良好

な正の相関を得た（図7）．recoil　valueはそれぞれ1

型で0．31＋0．2，Ila型で0．30±0．2，　IIb型で0．3±0．1，

III型で一〇．Ol±0．1であった．　recoil　valueがマイナ

ス，すなわち使用したバルーン径よりBA後の血管径

が大きい症例は動脈解離のIII型の1例のみであった

（図8）．

　IVUSと血管造影の比較：表2に示した様に血管造

影で正常であった8例のうち5例はIVUSで内膜，中

膜の亀裂を認め，一方IVUSで亀裂の所見がない1型

の3例は血管造影でも所見がなかった．しかしIVUS

所見陽性と血管造影陽性との例数の比較はx2＝2．44，

p＞0．1と有意差はなかった（表2）．

　　　　　　　　　　考　　察

　IVUSによる定性的検討：今回の検討では15例のう

ち定量的および定性的検討に耐えられるだけの画像が

得られたのは12例（80％）であった．残りの3例は本

来症例ごとに使い捨てであるべきIVUSカテを数回

図3　症例；19歳の女性．A，新生児期に大動脈離断，

　心室中隔欠損に対しBlalock－Park＋両側の肺動脈

　分枝バンディング手術を施行している．図中の左肺

　動脈狭窄はハンティング解除よりの残存である．圧

　較差は97mmHg，　B，　BA後は過影剤の溜り（矢印）

　を認め，有意な拡張は得られなかった．
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図4　A，IVUSでは内膜，中膜の亀裂（矢印）を認め（B），別の部位（A）ではfalse　lumen（図

　中のF）および中心に膜様構造物を認め，動脈解離と診断した．A’，　B’にその説明図を示した．

使用した後に再度使用し，そのために画像の質が低下

したためと思われる，したがって今回の様な血管壁の

情報を得たいならぽ症例ごとにIVUSカテを取り替

えて用いるべきである．筆者らの経験ではまず病変部

の末梢までIVUSカテを挿入し，ゆっくり引き抜きな

がらビデナを記録する．カテ操作を行うものは病変部

前後にはIVUSプローべの位置をマイクで録音する．

次にまた再度挿入してIVUSカテをわずかに回転さ

せながら再度ビデオ記録する．この操作を2，3回繰

り返す．ビデオでの観察はフレームごとに繰り返し行

うことがそのコツであるように思う．

　今回の定性的検討で用いたBA後の血管形態の分

類については過去の組織学的なBA後の拡張機序の

所見を参考にしたものである．先天性心疾患における

BAの拡張機序に関してIVUSを用いた検討は極めて

少ない．Harrisonら1°）およびJainら11）はそれぞれ大

動脈縮窄症においてBA後にIVUSを行い拡張の機i

序が内膜，中膜のフラップ形成によるとの各1症例を

報告した．本研究ではのべ13例のIVUSのうち10例

（76％）で内膜，中膜の亀裂ないし解離が拡張機序で
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図5　症例；1ヵ月，無脾症候群，単心室，共通房室

　弁，肺動脈閉鎖，A－C；4mmのradiofrequency

　balloonでPDAを拡張，　BA後PDAの末梢側に陰

　影欠損を認める．
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Table　l　Vessel　diameters　measured　by　intravascular

　ultrasound

pre－dilatation post－dilatation

Angiography 2．3±1．6 4、0±2．2＊＊

IVUS
LDmax 4．1±2．1 5．4±3．5＊

LDmin 3．5±1．8 4．5±2．5＊

TADmax 6．0±2．9 7．0±2．6口

TADmin 5．5±2．6 7．0±3．9＊＊

Area（cm2） 49．8±30．2 88．3±45．2＊

＊p〈0．O／，　＊＊p＜0．005

Table　2　Comparison　of　angiographic　and　IVUS

　丘ndings

IVUS

positive total

dissection tearing
negative

　　　　　　　　　　positive

　　　　　　　　　　　　dissection
angiography　　　　　　　　　　　　haziness

　　　　　　　　　　negative

2
一

3
5

一

一
3

2
3
8

total 2 8 3 13

IVUS　positive　vs　anglo．　positive：x2＝2，44，　p＞0．1

あった．この結果はBAにより十分な拡張を得るため

に動脈壁は亀裂ないし解離が得られるまでBAを行

う必要があることを示している．残りの3例では

IVUS画像上ではっきりとした血管壁の変化が得られ

ず，単なる血管の伸展としてしか捉えられなかった．

血管の伸展のみで拡張するかどうか疑問であるが，バ

ルーンによって過度に引き伸ばされた血管は肉眼的に

は亀裂がなくとも組織学的に内弾性板の断裂を生じた

場合には拡張すると思われる8）9）．しかしわずかな亀裂

は見逃している可能性は否定できない．この点はさら

にIVUS画像の質および方法の改善に伴い解決され

ると思う．さらにこれらの症例では拡張が不十分であ

るため再狭窄を呈する可能性もあり，再狭窄とIVUS

所見との関係の点で今後検討すべき課題である．

　IVUSと血管造影：IVUSと血管造影との比較では

陽性率に差はなかったが，おそらく症例数が少ないた

めと思われる．通常の血管造影では13例中5例（38％）

にしか血管壁の陽性所見（亀裂，解離など）を認めな

かった．この点でIVUSは詳細な血管壁の横断面の情

報を与えてくれることは疑いもない事実であると思わ

れる．MRIも血管壁の性状を長軸および短軸断面で与
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図6　A，B：IVUS所見では明らかに動脈壁の二重構造を認め，動脈解離と診断でき

　た．F：false　lumen，矢印はバルーンによる亀裂を示す．　A’，　B’に説明図を示す．

えてくれる．しかし動脈瘤程度の大きな変化に対して

は有用であるが，壁の亀裂などの小さい変化に対して

は疑問である，Soulenら12）はBA後にMRIを行った

結果，動脈壁の亀裂，解離はほとんど確認できなかっ

たと報告している．IVUSは血管造影と組合わせて用

いればバルーン血管形成の拡張機序を症例ごとに評価

するのに最適であると思われる．しかしコストの面で

高価であるため症例ごとに取り替えて行うには無理が

ある．したがって現在のところ臨床的にはIVUSの適

応症例のみ行うのが良いであろう，たとえば血管造影

で動脈解離動脈瘤あるいは動脈破裂などのBAの急

性合併症が疑われた場合，それらの深さや範囲などを

評価するためにIVUSは有用であると思われる．

　IVUSによる定量的検討：今回の定量的検討では，

IVUSと血管造影での血管径は良好な相関があった

が，IVUSでの狭窄径はわずかに大きい傾向があった．
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図7　血管造影およびIVUSから得られた血管径の比較
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図8　各群のrecoil　value：本文参照，　IIbの有効例は

　recoil　value＝0．3前後である．

この理由は不明であるが，血管造影では使用したカテ

サイズを基準に計測したため過・」・評価し，IVUSでは

症例によっては狭窄部の前後を狭窄部径とみなし計測

し，過大評価している可能性がある．また，recoil　value

が0以下の症例はIII型の1例のみであり，残りの12

イ列はすべて0以上であった．1型およびIIa型の2例は

使用したバルーン径が小さすぎたためrecoil　valueが

小さいと思われる．IIb型の5例はBA有効例であり，

recoil　valueは0．21～0．35の範囲であった．すなわち

この結果はrecoil　valueがO．3前後になるバルーン径

を選択すれば有効なBAを施行できることを示す．今

回の検討では対象として体動脈系および肺動脈系病変

の両者が含まれており，動脈病変の性状がそれぞれ異

なるためrecoil　valueを同一に論じることはできな

い．しかしIlb型の5例中4例は体動脈系病変（うち3

例は大動脈縮窄）であり，少なくとも体動脈病変では

recoil　valueが0．3前後が適当であると思われる．

　以上の様にIVUSはBA後の拡張の形態学的機序

を症例ごとにin　vivoで評価できる新しい検査法であ

る．今後再狭窄例および有効例の予測する手段として，

BA直後の血管壁の性状を検討するのに極めて有力な

方法となり得る．

　稿を終えるにあたりご校閲をいただいた藪田敬次郎教授

に深謝致します．
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　　　Fifteen　patients　were　examined　before　and　immediately　after　balloon　angioplasty　with　a　4．3　Fr，30

MHz　rotational　tip　intravascular　ultrasound　system．　In　12　patients（80％），13　procedures　could　be

analyzed　because　of　sufficient　image　quality．　Three　distinctive　morphologic　types　were　identified：

Group　I　with　arterial　stretching　consisted　of　3　patients．　Group　IIa　with　superficial　tear　and　group　IIb

with　deep　intimal－medial　tear　consisted　of　3　and　5　patients，　respectively．　Group　III　with　dissection

consisted　of　2　patients．　In　narrowest　site，　minimal　and　maximal　luminal　diameters，　luminal　area

before　and　after　balloon　angioplasty　were　3．5±1．8　vs　4．5±2．5　mm，4．1±2．1vs　5．4±3．5　mm，and　49．8

±30．2±vs　88．3±45．2　mm2，　respectively．　The　recoil　value　of　group　IIb　with　appropriate　balloon

angioplasty　was　approximately　O．3．　IVUS　may　be　a　new　modality　for　evaluating　the　morphologic

mechanism　of　dilatation　after　balloon　angioplasty．
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