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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　術前ファロー四徴症7例に対して経皮的バルーン肺動脈弁形成術（BPV）を試み，カテーテルが肺動

脈弁を通過しなかった1例を除く6例で施行できた．BPV前後で大動脈酸素飽和度は69％から86％へ，

動脈血酸素分圧は41mmHgから59mmHgへと上昇し，チアノーゼや運動能は改善した．　BPVの急性期

効果の予測には肺動脈弁輪径／右室流出路径比が有用で，この比が100％以下とそれ以上の症例では効果

に著明な差が認められ，前者で効果が大であった．この比と酸素飽和度や動脈血酸素分圧の変化率との

間には良好な負の相関も得られた．再造影検査を行った2例で肺動脈径には成長が得られたが左室容量

には変化がなく，1例に体肺動脈短絡術（短絡術）を追加した．別の1例ではBPV後3カ月時に弁下部

狭窄が急速に進行し緊急の短絡術を必要とした．

　BPVは短期的には肺血流を増加させ，低酸素血症を改善する有用な方法で，弁性狭窄が主体の症例で

特に有効であった．しかし，弁下部狭窄が強い症例ではBPV直後の効果も著明ではなく，後に弁下部狭

窄が進行したり短絡術追加の可能性もある．長期的にBPVが短絡術を完全に回避出来る程の有用な姑

息術と成り得るかどうかは今後のさらなる検討が必要である．

　　　　　　　　　　はじめに

　純型肺動脈弁狭窄症に対する経皮的バルーン肺動脈

弁形成術（BPV）は安全かつ有効に施行され，成功す

れば外科手術と同じ効果が得られる’）2）．近年では乳児

早期や新生児期の重症な症例にまで適応が拡大され良

い成績が収められつつある3｝．両大血管右室起始，大血

管転換，単心室などに合併した肺動脈弁狭窄4トηに対

してもBPVが施行され肺血流の増加に有効な方法と

なることが示されている．ファロー四徴症（TOF）に

対するBPVは1984年のWallsら2｝による報告以来欧

米ではいくつかの報告もあるが8）～1°），有効性について

は議論のある所である．一方，本邦での報告11）12）は少数

例に関するもののみである．我々はTOFの7例に対

してBPVを施行し，その有用性と問題点について検
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討したので報告する．

　　　　　　　対象と方法（表1）

　対象は平成1年2月から平成5年10月までの問に

BPVを試みたTOF　7例中，カテーテルが肺動脈弁を

通過せず体肺動脈短絡術（短絡術）を施行した1例を

除いた6例である．BPV施行年齢は平均4．4歳
（0．4～15．6歳），体重は平均14kg（6．9～28kg）であっ

た．合併心奇形として左肺動脈分岐部狭窄と右冠動脈

起始異常（左冠動脈前下降枝より起始）を各／例に認

めた．1例では著明な精神発達遅滞の合併を認めた．

頻回な無酸素発作を示す症例はなかったがBPV前に

4例でβプロッカーを内服していた．BPVの目的と

してまずは強いチアノーゼを軽減することであった．

我々の施設ではTOFの根治手術の適応を年齢は2

～ 3歳以降，左室拡張末期容量70％対正常以上，PA

index’3）180以上を目安としている．従って，これらの

基準を満足しなかった症例1，2，4ではBPVにより
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表1　症例

症例
年齢
（歳）

体重
（kg） 診断 PA　index

（mm2／m2）
左室容積
（％ofN）

弁輪径
（mm）

流出路径
（mm）

バルーン径
　（mm）

追跡期間
　（年） 転　帰

1 2．8 12 TOF 161 65 7 9 10 0．5 不　明

2 3．5 14 TOF 180 67 8 6 10 1．0 短　絡
」250 1→64

3 1．6 9．5 TOF 308 98 6 5 6 0．7 根　治
LPPS

4 0．4 6．9 TOF 112 65 5 5 8 0．25 短　絡

5 15．6 28 TOF 434 116 lI 15 12 0．25 観察中

MeR
6 2．6 13．6 TOF 263 75 8 9 10 1．o 観察中

ARCA L338 1→71

TOF；ファロー四徴症，　LPPS；左肺動脈分岐部狭窄，　MeR　l精神発達遅滞，　ARCA；右冠動脈起始異常，」’BVP

後の値．

チアノーゼの改善のみならず肺動脈径や左室拡張末期

容量の成長も期待した．症例3と6はそのまま心内修

復術を行ってよい症例であったが，前者では年齢が低

い事，後者では単一冠動脈のためにRasteni手術とな

る可能性があるので心手術を延期し，それまでの低酸

素状態を改善する目的で，症例5では手術に対する両

親の同意が得られなかったのでそれぞれBPVを施行
した．

　BPV中の無酸素発作を予防するためにカテーテル

室搬入30分前に塩酸ペチジン2mg／kg，ヒドロキシジ

ン塩酸塩lmg／kgを筋注した．　BPV施行中は全例フル

オセンかセボフレンで全身麻酔を行った．TOFに対す

るBPVの手順や方法は純型肺動脈弁狭窄症のBPV

で用いられるそれ1）～3）と同様であった．最初に右室造

影を施行し，右室造影側面像から拡張期最大の肺動脈

弁輪径（P）と右室流出路径（RVOT）を計測し，弁性

狭窄と弁下部狭窄のどちらが優位かを見るためにP／

RVOT比を求めた（図1）．ついで6Fないしは7Fの

Berman直孔カテーテルを肺動脈に挿入後（症例4，6

では5FのJudkins右冠動脈用カテーテルで挿入），最

終的にCook社製の0．035インチかMicrovena社製

O．025インチのガイドワイヤーを肺動脈内に残し，それ

を利用してMansfield社製のLo－pro丘leかMeditech

社製のUltrathinの拡大用バルーンカテーテルを肺動

脈内に進めた．バルーンの拡大には希釈した造影剤を

用い，弁輪部でのくびれが消失するのを目安に数秒間

拡大した（図2）．バルーンの拡張回数は3～4回で，

全例シングルバルーン法で行った．バルーンカテーテ

図1　症例3の右室造影正面像（A）と側面像（B）．肺動脈弁輪径（P；黒矢印）と右

　室流出路径（RVOT；矢頭）の計測の実際P／RVOTは120％である．　AO；大動脈，

　OT；右室流出路，　PA；肺動脈，　RV；右室，白矢印；左肺動脈分岐部狭窄．
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β
、

図2　Aはバルーン拡大中でwaistがみられる．　Bは拡大完了時でwaistが消失して

　いる．

ルの大きさは弁輪径の大きさの平均128＋20％

（100～143％）であった．BPV中はパルスオキシメー

ターによる酸素飽和度と擁骨動脈への留置カテーテル

による動脈圧の連続モニターを施行した．BPV前後で

大動脈酸素飽和度と動脈血酸素分圧を測定した．4症

例では前後で右室圧，肺動脈圧および収縮期圧較差を

測定した．

　統計学的検討に関して，BPV前後の値の比較は

paired　t　testを用い検定し，　p＜0．05の時に有意差あり

とした．

　　　　　　　　結　　果（表2）

　急性期効果；平均肺動脈圧はBPV前13±4mmHg

からBPV直後19＋8mmHgへと上昇したが有意差は

なかった．肺動脈弁圧較差は76＋5mmHgから60＋8

mmHgへと低下した（p＜0．05）．大動脈酸素飽和度は

69±7％（58～81％）から86±3％（82～90％）へと

上昇した（p＜0．015）．上昇した酸素飽和度をBPV前

の酸素飽和度で除して求めた変化率の平均は26±15％

（7～55％）であった．動脈血酸素分圧は41＋7mmHg

（31～53mrnHg）から59±8mmHg（48～68mmHg）へ

と増加した（p＜0．03）．変化率の平均は46＋24％

（17～83％）であった．動脈血酸素分圧の変化率をP／

RVOT≧100％（n＝3）とP／RVOT〈100％（n＝3）の

両群で比較すると前者の平均は27±6％，後者は66±

20％で，有意差（p〈0．02）をもって後者で大であった．

酸素飽和度の変化率に関してはP／RVOT≧100％

（n＝3）で16＋8％，P／RVOT＜100％（n＝3）で36±

17％で，後者で大であった（p＝0．14）．6例の酸素飽

和度および動脈血酸素分圧の変化率とP／RVOTの間

にはそれぞれ良好な負の相関があり，両者の関係はそ

れぞれy＝－O．512x十76．24（r－0．75），　y－　1．01x十

145．86（r－0．93）で示された（図3）．

表2　バルーン拡大術の効果

大動脈酸素 動脈血酸素 平均肺動脈圧 肺動脈弁圧較差 ヘマトクリット

症例
B／P P／RVOT 飽和度（％） 分圧（mmHg） （mmHg） （mmHg） （％）

（％） （％）

前 後 △ 前 後 △ 前 後 前 後 前 後

1 143 78 67 87 30 31 53 71 16 23 74 50 46 43

2 133 133 69 82 19 41 48 17 7 6 74 50 57 54

3 10⑪ 120 81 87 7 53 68 28 6
一

64
一

57 56

4 160 100 71 86 21 40 53 33 一 53
｝

5 109 73 58 90 55 36 66 83 16 28 78 65 44＊ 56

6 125 89 68 83 22 43 62 44 12 16 76 55 57 44

平均 128 99 69 86 26 41 59 46 13 19 76 60 52 53

SD 20 21 7 3 15 7 8 24 4 8 5 8 5 5

B／P；バルーン径／肺動脈弁輸径比，P／RVOT　l肺動脈弁輸径／右室流出路径比，＊1鉄欠乏性貧血，△；変化率
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図3　酸素飽和度と動脈血酸素分圧のBPV前後の変

　化率とP／RVOTの相関

　追跡効果；症例1は転居し，後の経過は不明であっ

た．症例3はBPV後10日目に無酸素発作を起こしβ

プロッカーを増量，6カ月後に心内修復術を施行した．

症例4はBPV後3カ月で急に著明なチアノーゼの増

強（動脈血酸素分圧20mmHg）と心雑音の微弱化をき

たし，右室造影で右室流出路の著しい閉塞を認め緊急

に左Blalock　Taussig短絡術を施行した（図4）．症例

5はBPV後7カ月で効果は継続している．再造影検

査がなされたのは2例のみである．症例2のBPV　12

カ月後の造影ではPAindexは180から250に増大した

が左室拡張末期容量は67から64％対正常で変化なく，

左Blalock　Taussig短絡術を追加し，7カ月後に心内

修復術を施行した．症例6では18カ月後の造影検査で

PAindexは262から338へと増加したが，左室拡張末期

　　　

膨

C、

’糟轟

囎8
齢’

D
図4　症例4のBPV前の右室造影正面像（A）と側面像（B）およびBPV後3カ月
　の右室造影正面像（C）と側面像（D）．BpV後では前に比して右室流出路が著明に

　狭小化し，肺血流が減少している．
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容量は75から71％対正常と不変で，近々心内修復術の

予定である．なお，2症例の肺動脈径の増加はPAin－

dexのみならず，横隔膜レベルの下行大動脈径との比

較でもBPV前後でそれぞれ14％，10％の増大を示し

た．

　合併症；バルーン拡大中の血圧低下や徐脈は純型肺

動脈弁狭窄症でのBPVに比して軽く，一過1生の酸素

飽和度の低下を認めるのみであった．BPV中や直後に

無酸素発作を起こした症例はなかった．また，肺血流

の過度な増加による肺浮腫やうっ血性心不全’°）および

体肺動脈塞栓をきたした症例もなかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　TOFの乳幼児期根治手術が低い死亡率でなされれ

ば低酸素血症による知的発育や成長への悪影響の回避

および無酸素発作の危険の消失などの利点14）がある．

しかし，欠点として患児の体が小さけれぼ小さいほど

手術の技術的困難さが増す事やPAindexが小さい症

例に対する早期手術の遠隔期成績が未だ不明な点が挙

げられる5）．従って，多くの施設は乳幼児や肺動脈が低

形成なTOFに対してはまず短絡術を施行し，肺動脈

の成長を待った後に2～5歳で心内修復術を行う二期

的手術を採っている16）一一18）．欧米では短絡術の代わりに

BPVをTOFに応用し有効であったとする報
告4）｝6）8）～1°｝が見られるが，効果に疑問を持つ者もあ

り2°），見解は一定していない．本邦ではまとまった数の

報告はない11）12）．これは短絡術がかなり確実に行える

事にもよろうが，短絡術とても全くの危険性がないわ

けではなく，僅かの死亡率や短絡の閉塞，肺動脈の変

形等を来す可能性などがある’9）．

　今回の検討では酸素飽和度はBPV前後で平均69％

から86％へ，動脈血酸素分圧は41mrnHgから59

mmHgへと増加し，チアノーゼと運動能の改善を認め

た．酸素飽和度の上昇幅は過去の報告と同程度
で）～6）8）’°），短期的には肺血流を増加させる有効な方法

と考えられた（図5）．肺動脈弁輪径との比でみた拡大

用バルーンカテーテルの大きさは平均128％であった．

150％の大きさを境にBPVの効果に差があるとする

報告1°）もあるが，右室流出路や肺動脈弁損傷の頻度も

高くなる9）．80～100％でも有効とする報告もあり5），純

型肺動脈弁狭窄症のBPVで使用される150％以内の

バルーンが良いと思われる．肺動脈へのBermanカ

テーテルの挿入が困難な症例があったが，これらでは

Judkins右冠動脈用カテーテル3）がその形態から肺動

脈への挿入に有効であった．

　TOFの右室流出路狭窄は弁，弁下部，弁上部の狭窄

が複雑に影響しているのでBPVの効果を的確に予測

することは難しいが8）1°），弁性狭窄が主体で弁下部狭

窄が軽い症例でより有効と考えられる．本来TOFで

狭窄症状が出るのは収縮期であり，弁性狭窄と弁下部

狭窄の優位性を予測するためには収縮期の肺動脈弁口

径や弁輪径と右室流出路径を比較することが妥当と考

えられるが，通常の右室造影収縮期側面像では右室流

咋

図5　症例6におけるBPV前（A）と後（B）の右室造影正面f象Aに比べBでは肺
　動脈弁コ部が開大されている．
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　図6　　今回の検討には含まれていないTOF症例での右室流出路造影拡張期側面像

（A）と収縮期側面像（B）および通常の右室造影拡張期側面像（C）と収縮期側面像

（D）．流出路造影ではA，B共に右室流出路，肺動脈弁輪径は計測可能であるが，右

室造影ではCのみで計測可能で，Dでは計測不能である．　Ao；大動脈，　OT；右室

流出路，PA；肺動脈，　RV；右室．

出路や肺動脈弁輪部は大動脈起始部と重なり計測が困

難となるので拡張期のP／RVOTを検討した（図6）．

P／RVOTを100％の大小で区分した所，後者でより大

きい効果が得られた．さらにこの指標と酸素飽和度や

動脈血酸素分圧の変化率には定量的な関係が得られ，

TOFにおけるBPVの急性効果の予測に用い得る簡

便な指標と考えられた．しかし，この指標だけでなく

注意深い肺動脈から右室への引き抜き圧曲線で弁性狭

窄と弁下部狭窄の正確な程度や造影での弁下部の動的

狭窄の状態などをよく調べ，効果が十分に得られるか

どうかを検討してBPVを施行すべきであろう．一方，

Tynanら21）は過大なバルーンを使用すれば狭窄の主

体が右室流出路にあっても肺動脈弁のみならず右室流

出路まで拡大可能としている．しかし，この方法では

根治手術後に右室機能不全を来した症例9）も報告され

ており一般的な方法ではないと考えられる．

　低酸素血症の改善に留まらず，BPVの望ましい長期

効果はBPV後に肺動脈や左室容量が十分に発育し，

短絡術の追加なしで心内復修術が可能になる事であ

る．SreeramらのBPV後に再造影が施行された35人

中24人が心内修復術へと進み，残り11人は短絡術を追

加された．両群ではBPV施行年齢，肺動脈弁輪径，肺

動脈の大きさなどに差はなかったが，心内修復群では

BPV直後の酸素飽和度の上昇が短絡追加群に比し大

であったという1°）．一一方，BPV直後の酸素飽和度の上

昇が良くても短絡術を追加されたり，逆に上昇の程度
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が少なくても心内修復術に到った症例もある5）．しか

し，これらの報告では心内修復術の適応基準が明らか

でなく，BPV後に心内修復術に到った症例のどの程度

が実際に姑息的治療を必要としたか，またBPV前後

での肺動脈径や左室容量の増加率などが不明である．

今回の我々の再造影を行った2例では左室容量の増加

は十分でなかったが，肺動脈径は明らかに増大した．

TOFに対するBPVの適応と有効性を心内修復術の

適応を満たさない症例に対して短絡術が回避出来ると

いう点だけに置けば2°），今回のシリーズでは3例のみ

が適応と考えられた．1例の経過は不明で，2例では

短絡術の追加がなされ無効と考えられた．この内症例

4の経過は特異でBPV後2カ月半までは良好な経過

であったが，その後の10日位の短期間にチアノーゼが

急速に増強，造影上強い右室流出路狭窄の進行が認め

られ，緊急の短絡術を必要とした．純型肺動脈弁狭窄

症のBPV後の反応性右室流出路狭窄は時間と共に軽

快22ト24）するのに反し，TOFではBPVによる弁性狭

窄の解除後に弁下部狭窄が進行する可能性があり注意

を必要とする．現状ではBPV直後の酸素飽和度の上

昇幅だけでは，弁下部狭窄の進行の問題もあり，長期

予後を見通すことは困難でBPV後の経過を注意深く

見，再造影検査を行って方針を決定する必要がある．

しかしながら，今後はTOFに対するBPVは患者選択

を厳重にすることが極めて重要になると考えられる．

肺動脈がかなり細く，チアノーゼが強く，無酸素発作

を繰り返す症例のみに適応を限定し，乳幼児期BPV

が肺動脈径や左室容量を心内修復術に耐えるだけ十分

に増大させ得るか，またこれらの長期効果をBPV前

に予測出来る指標がP／RVOTやBPV前後での酸素

飽和度の上昇率などを含めて何か利用出来るものがあ

るかどうか等を前方視的に検討する必要がある．
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Balloon　Pulmonary　Valvuloplasty　in　Tetralogy　of　Fallot

Yuji　Matsuoka’），　Kazushi　Takamura1），　Shinjiro　Tashiro1），　Syunsuke　Yamasaki1），

　　　　　　　　Kouichiro　Taharau，　Naomi　Kubol）and　Toshihiro　Nishiguchi2）

　　　　　　　　　　　　　1）Department　of　Pediatrics，　Miyazaki　Medical　College

　　　　　　　　　　　　2）Department　of　Pediatrics，　Miyazaki　Prefectural　Hospital

　　　　Balloon　pulmonary　valvuloplasty（BPV）was　attempted　in　7　patients　with　tetralogy　of　Fallot．

In　one　patient，　the　valve　could　not　be　crossed　and　aortopulmonary　shunt　was　performed．　The

mean　age　at　BPV　was　4．4±0．5　years（range　O．4　to　15．6　years）．　After　BPV，02　saturation

increased　from　69±7to　86＋3％，　and　arterial　PO2　also　increased　from　41±7to　59±8mm

Hg．　BPV　was　successful　in　all　six　patients，　and　no　complication　was　noted．　Pulmonary　annulus

diameter　to　right　ventricular　outflow　tract　diameter　ratio（P／RVOT）was　a　useful　predictor　of

acute　effects　of　BPV．　Percent　changes　of　arterial　PO2　and　O2　saturation　after　BPV　in　P／RVOT〈

100％group　were　greater　than　that　of　P／RVOT≧100％group．　P／RVOT　correlated　well　with　the

percent　changes　of　arterial　PO2　and　O2　saturation．　Follow　up　angiocardiography　was　performed

in　two　patients．　Significant　increase　in　PA　index　was　observed，　but　left　ventricular　volume　did

not　increase　in　both　patients．　In　another　patient，　subvalvar　obstruction　progressed　rapidly　at

three　months　after　BPV　which　necessitated　an　emergent　aorticopulmonary　shunt．

　　　　These　data　suggest　that　BPV　in　tetralogy　of　Fallot　is　acutely　effective　for　increasing

pulmonary　blood　flow　especially　in　patients　with　mainly　valvar　stenosis．　However，　the　patients

have　to　be　followed　carefully　because　subvalvar　stenosis　may　be　progressive　requiring　aorticopul－

monary　shunt　especially　in　patients　with　mainly　subvalvar　stenosis．
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