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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　従来低酸素症状が悪化したファロー四徴症で根治手術の困難と考えられる症例においては短絡手術が

行われてきた．しかし短絡手術は末梢肺動脈狭窄や肺動脈周囲の癒着の原因となり根治手術の妨げとな

る．このため1993年3月から7月の間に，チアノーゼの増悪や肺の低形成のため従来では短絡手術が必

要と考えられた4症例のファロー四徴症と1例の肺動脈閉鎖，心室中隔欠損，Brock術後の症例に対し

てバルーン右室流出路拡大術を行いその有用性の検討を行った．動脈血酸素飽和度は術前の69．8±

17．3％から85．8±3．8％に上昇し全例において臨床症状の改善を得た．バルーソ右室流出路拡大術前と術

直後に行われた右室造影では，右室流出路に明らかな変化を認めていない．しかし経時的に行われてい

る追跡心エコー検査と，2例に行われた追跡心血管造影にて右室流出路の明らかな拡大と肺動脈全体の

良好な発達を認めた．重症ファロー四徴症に対しバルーソ右室流出路拡大術を行うことにより，短絡手

術を回避して一期的根治術を行いし得る可能性が示唆された．バルーン右室流出路拡大術により生理的

で変形の無い肺動脈の発達が期待された．

　　　　　　　　　はじめに

　従来ファロー四徴症では根治術至適年齢の以前にチ

アノーゼや無酸素発作，運動能力低下が出現した症例

には短絡手術を行ってきた．しかし短絡手術では肺動

脈弁輪の発育は望めず，肺動脈周囲が癒着し根治手術

時の剥離が困難となる．また肺動脈の短絡血管吻合部

に狭窄を形成することがあり，肺動脈の左右不均等な

発育を併発する．近年ファロー四徴症に対するバルー

ン右室流出路拡大術の有用性が報告されてきた1）～3）．

バルーンにより右室流出路拡大が可能となればこのよ

うな合併症は回避可能となるとともに，右室流出路か

らの生理的な肺血流の増加が計られるため肺動脈弁輪

ならびに肺動脈の発達が得られると推察される4）5）．こ
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のためファロー四徴症に対してバルーン右室流出路拡

大術（以下BDRVO）を試み，右室流出路と肺動脈弁

輪の拡大，動脈血酸素飽和度の上昇，運動能の改善等

の良好な結果を得たので報告する．

　　　　　　　　　対　　象

　1993年3月から7月までに当センターに入院した5

例（男2例，女3例）で，ファロー四徴症が4例と，

肺動脈閉鎖，心室中隔欠損のBrock術後が1例である

（表1）．全例とも明らかなチアノーゼとそれに伴う低

酸素症状を有するか，心エコー，心血管造影上の肺動

脈低形成を呈している症例が選択された．年齢は日齢

5から9歳，体重は2．7kgから20kg，術前の大動脈酸

素飽和度（以下SAT）は42％から84％であった，

　　　　　　　　　方　　法

　拡大術前の右室造影，または肺動脈造影にて右室流

出路，肺動脈弁，肺動脈の測定を行い，肺動脈弁径の

150～200％を目標にバルーンカテーテルにより段階的
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表1　対象

症例 疾　　　患 年齢 体重（kg） 症　　状

1 ファ・一四徴症 5ヵ月 6．7 チアノーゼ
無酸素発作

2 ファロー四徴症，右単一冠動脈 9歳 20 運動能低下
左側BT　shunt

3 ファロー四徴症，右側BT　shunt 3歳 11 チアノーゼ
右肺動脈狭窄，肺動脈低形成

4 肺動脈閉鎖，心室中隔欠損 5ヵ月 5．8 チアノーゼ
Brock手術後

5 フア・一四徴症 5日 2．7 チアノーゼ

表2　肺動脈弁輪径および使用バルーンサイズ

症例 肺動脈弁径（mm） 使用バルーン（mm）

1 4 8

2 7 10十1⑪＊

3 6 6十7＊
4 5 8

5 4 7

＊　Double　Balloon使用

に拡大を行った（表2）．バルーンは耐圧能以内でウエ

スト（waist）が消失するまで拡大された．ウーエスト消

失以前に体血圧が低下した時には一旦中止し，血圧の

上昇を待って再施行した．術中の鎮静と体循環系の後

負荷を増加させ肺血流の増加を計る目的で，ケタミン

の持続投与（1mg／kg／hr）による経静脈麻酔を行った．

BDRVO術中は観血的体動脈圧と経皮的動脈血酸素

飽和度のモニターを継続的に行った．新生児，乳児期

の症例1，4，5（表1）では人工呼吸管理下に施行
した．

　　　　　　　　　　結　　果

　全例で安全にBDRVOが施行された．症例1ではバ

ルーン拡大時に動脈血酸素飽和度の低下にともなう体

血圧の低下を見たが，バルーン収縮後にフェニレフリ

ンを投与し，速やかな体血圧と動脈血酸素飽和度の回

復を見た．症例4のPA　Indexは139，症例5ではPA

Indexは53と肺動脈の低形成が認められた．2症例と

もチアノーゼの重症化が予測されたため，無酸素発作

が出現する以前にBDRVOを試みた．両症例ともに

BDRVO中の血圧低下と動脈血酸素飽和度の低下は

軽度でありバルーンの縮小にて容易に改善を見た．短

絡手術を以前に施行してある症例2と3ではバルーン

拡大中も明らかな動脈血酸素飽和度の低下は観察され

なかった．

　動脈血酸素飽和度は術前69．8±17．3％から85．8±
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図1　Effect　of　BDRVO　on　Aterial　Oxygen　Satura．

　tion

3．8％へと全例が改善を示した（図1）．症例1は，βプ

ロッカーの投与にもかかわらず無酸素発作を頻回に起

こしていたが，BDRVO後に無酸素発作は消失し体重

増加も良好である．BDRVOの7ヵ月後に行われた右

室造影で，肺動脈弁下の収縮期最狭窄部位は術前のl

mmより3mmに拡大しており，PA　IndexはBDRVO

前の123より230へ増加していた（図2），根治手術時の

肉眼的観察では肺動脈弁下の心内膜は白く変色し，繊

維組織の著しい増殖が示唆された．症例2は，右単一

冠動脈合併のためtrans－annular　patchによる心内修

復が不可能と診断され経過観察を受けていたが，著し

い運動能の低下を呈してきたため10mmのダブルバ

ルーンにて拡大を行った（図3）．BDRVO直後の右室

造影では右室流出路に明らかな変化は認められなかっ

たが（図4），術後に長距離の歩行が可能となるなど運

動能の改善を認めた．BDRVOの5ヵ月後に右室造影

が施行され，肺動脈弁下部の収縮期最狭窄部位は術前

の2．5mmから5．5mmと拡大されていた（図4）．肺動

脈圧は29／9mmHg平均18mmHgと至適な数値を示し

ていた．このため肺動脈弁輪はパッチ拡大せずに，肺
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図2　症例1，上段はBDRVO前の右室造影，　PA　Indexは123．下段はBDRVOの

　7ヵ月後の右室造影，PA　Indexは230と増加していた．

動脈弁下だけをout　flow　patchで拡大した根治術によ

り心内修復が可能となった．術後にドップラーエコー

上は30mmHgの肺動脈狭窄を残すものの順調に経過

している．症例3は新生児期に行った短絡手術の右側

肺動脈吻合部に狭窄を合併し，PA　indexも118と肺動

脈全体の低形成を伴っていた．このため右肺動脈狭窄

部の拡大術と同時にBDRVOが行われた．3ヵ月後の

造影検査にてPA　indexは156と増加を示し，肺動脈圧

も57／16mmHg平均36mmHgと上昇していた．この直

後に根治術が施行され，術後ドップラー心エコーによ

る推定収縮期肺動脈圧は50mmHg台とやや高値を示

したが右心不全も見られず順調に経過している．症例

4はBDRVO後6ヵ月を経過しチアノーゼの増悪が

観察され酸素飽和度60台後半から70台前半と低下して

きている．このため2回目のBDRVOを計画中であ

る．症例5はBDRVo後4ヵ月を経過し，心エコー検

査による測定ではPA　Indexは150まで増加し，無酸素

発作も見られず発育発達は順調である．

　　　　　　　　　　考　　案

　チアノーゼが強いが肺動脈が低形成で根治手術の困

難なファP一四徴症では従来は短絡手術が行われてき

た．しかし短絡手術は末梢性肺動脈狭窄の原因となっ

たり，根治術時の癒着等の問題が見られる．ファロー

四徴症に対するBDRVOの有効性の報告も見られた

ため1）～3｝，一一ew的根治手術の困難な症例に対し短絡手

術に変わる治療としてBDRVOを試みた．

　BDRVO前と直後の造影を比較すると，肺動脈弁逆

流は出現するが，狭窄部位に明らかな変化は認めない．

しかし全ての症例でチアノーゼ等の臨床症状が改善し

た．そして術後の追跡右室造影にでは全例でPA

Indexの増加が観察された．また無酸素発作は肺動脈

弁下狭窄が右室の収縮により増悪し，肺動脈血流の著

しい低下が起きることによって生じるが，その無酸素

発作がBDRVO直後より消失したことは肺動脈弁下

の狭窄が緩和されたことを示している．そして症例1

における右室流出路の術中所見より，BDRVOにより
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図3　症例2，BDRVO前の右室造影所見とバルーン拡張時．

肺動脈弁下の狭窄部位心内膜に繊維性変化が起こり，

同部位の収縮性が低下し，その結果肺動脈血流が増加

したと推察される．今後症例を重ね病理的検討を行う

ことにより解明されると考えている．

　症例1ではBDRVOを施行することにより，短絡手

術の回避もしくは手術時期の先送りが可能となった．

しかしに以前より報告されている著明な低酸素症とそ

れに起因する低血圧と徐脈を術中に経験した5）6）．この

経験より，肺動脈の低形成のため早期にチアノーゼの

悪化と無酸素発作の出現が予測された症例4と5で

ぱ，チアノーゼが悪化する以前にBDRVOが施行され

た．この2症例は症例1に比較して血圧やSATの低

ド等は最小限でありフェニレフリンの投宇は不必要で

あった．

　このことからも肺動脈低形成の合併している症例で

は，著しい低酸素症が出現する以前にBDRVOを行う

ことにより低酸素症等の合併率の低下を招き，より安

全なBDRVOの施行が可能と考えられた．そしてこの

手技ぱ右室流出路を経て主肺動脈より左右の肺動脈に

血流を増加するため生理的な血行動態を得ることがで

き，正常に近い肺動脈の発育が得られ，短絡手術と比

較して肺動脈の変形が少なくなることが推察され

る4）5）．今回我々は肺動脈弁輪径の200％までのバルー

ン径を選択したが，あまり過大なバルーン径を選択す

ると症例3のように右室流出路拡大過多による肺高血

圧症の合併も懸念される，新生児や乳児期早期では肺

動脈弁径の150％程度の小さいバルーンを選択して拡

大を行い，肺高血圧症の進行を予防することが重要と

考えられた．そしてチアノーゼの再増悪が見られたら，

その時点で段階的に2回目の拡大を行った方が，理想

的な肺動脈の発達を得られると考えられた．また過去

の報告例を見ると，最終的に短絡手術が必要となった

症例もあるようである5）6）．しかしその様な症例におい

ても，BDRVOを行うことにより新生児期，乳児期早

期の短絡手術を先送りして，少しでも肺動脈の発達を

得ることが可能となる．これにより短絡手術の合併症
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図4　症例2，上段がBDRVO直後の右室造影．下段がBDRVOの5ヵ月後の右室造
　影．下段の造影では右室流出路が拡大し肺動脈も明瞭に造影されている．

である，末梢性肺動脈狭窄や短絡血管閉塞の頻度減少

が期待できると考えている．

　症例2は当初右側単・冠動脈のためtrans・annular

patchによる修復は不可能と考え，心外導管を用いた

Rastelli手術型の修復を計画していた．しかし

BDRVOにより狭小であった右室流出路狭窄部が拡

大し，outflow　patchだけによる右室流出路再建術が可

能となった．症例3ではBDRVO後3ヵ月でPA
indexが118から156に上昇し短期間に肺動脈の発達が

得られ，根治手術のリスクが軽減されたと考えられた．

この2症例のように根治手術可能年齢であっても解剖

学的理由により姑息術を加えた段階的手術を必要とす

る症例にもBDRVOを併用することで，従来とは異

なった手術方針の可能性が示唆された．

　　　　　　　　　　結　　語

　BDRVOにより右室流出路の拡大が可能であり，チ

アノーゼや運動能の改善が得られた．BDRVOにより

姑息手術を回避できる可能性が示唆された．
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　　　Blalock－Taussig（BT）sh皿t　is　usually　a　procedure　of　choice　for　the　patients　with　tetralogy　of

Fallot（ToF）who　have　severe　cyanosis　and　anoxic　spell　and　yet　are　not　fit　for　corrective　surgery．　BT

shunt　often　makes　distortion　and　stenosis　of　the　peripheral　pulmonary　artery　at　the　anastomosis　site．

Those　complications　increase　the　risk　of　corrective　surgery．　If　balloon　dilation　of　right　ventricular

outflow　tract（BDRVO）could　increase　pulmonary　blood　flow　through　the　pulmonary　valve，　the　risk

factors　of　corrective　surgery　would　be　diminished　and　the　pulmonary　artery　would　develop　more

physiologically　as　compared　with　BT　operation．

　　　BDRVO　was　performed　in　four　cases　with　ToF　and　one　case　with　pulmonary　atresia　and

ventricular　septal　defect（PA　VSD）with　previous　Brock’s　procedure　from　March　1993　to　July　1993．

Systemic　arterial　blood　oxygen　saturations　were　increased　from　69．8±17．3％to　85．5±3．8％．　Anoxic

spell　disappeared　in　a　case　with　ToF　who　had　suffered　from　severe　anoxic　spell　despite　ofβ一blocker

medication．　Follow　up　cardiac　catheterization　was　performed　in　two　patients　after　3　to　4　months．　Right

ventricular　outflow　tract　had　expanded　remarkably　in　both　cases，　pulmonary　arteris　have　developed　in

physiological　form　without　deformity．　Neither　of　them　required　BT　shunt　after　BDRVO、

　　　BDRVO　would　replace　BT　shunt　as　the　first　palliative　procedure　for　patients　with　tetrelgy　of

Fallot　and　promote　good　pulmonary　arterial　development　without　deformity．
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