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〈症例報告〉

バルーンカテーテルによる経皮的血管形成術を

施行した大動脈弁上狭窄症候群の1例

（平成6年2月15日受付）

（平成6年7月1日受理）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　大動脈弁上狭窄症候群患者の大動脈弁上狭窄（SAS）に，バルーンカテーテルによる経皮的血管形成

術（BAP）を行ったので報告する．患者は2歳2カ月の男児で，圧差118mmHgのHourglass型SASに

BAPを施行したが，狭窄に変化なく，圧差の低下は14mmHgであった．その後extended　aortoplasty

を施行，術後生じた圧差95mmHgの狭窄にBAPを再度施行した．狭窄に有意な変化はなかったが，圧

差は20mmHg低下した．　BAP中一過性の心室性期外収縮以外，臨床症状や検査所見に異常はなかった．

SAS部の内膜と中膜には，弾性線維や膠原線維による肥厚を認め，これがBAPの効果が不十分に終

わった原因と思われた．本例は，Hourglass型SASにBAPを施行した本邦で初めての報告だが，海外

には同じ型のSASにBAPが成功した報告例があり，　Hourglass型SASは組織学的に単一ではなく，

様々な段階の組織型がある可能性が示唆された．障害なく行い得たこと，効果の得られた報告があるこ

とから，今後症例を重ねて，BAPの効果と手技やSASの型，組織等を検討する必要があると思われた．

　　　　　　　　　　はじめに

　大動脈弁上狭窄症候群（SASS）において，末梢性肺

動脈狭窄（末梢性PS）は自然緩解するが，大動脈弁上

狭窄（SAS）は進行性であるとの報告が多い1）」－3）．また

SASが原因と考えられる突然死も報告されてい

る4）～9）．SASに対して外科的治療が行われてい

る3）7）8｝1°）一’14）が，手術に伴う危険性や術後の再狭窄の出

現などの問題点が，依然残されている．最近様々な狭

窄性病変に，経皮的にバルーンカテーテルによる血管

形成術（BAP）が行われるようになったが，わが国で

はSASに対してBAPを施行した報告はない．今回わ

れわれはSASS患者のSASに対して，　BAPを行う機

会があったので報告するとともに，その問題点や今後
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の課題について検討した．

　　　　　　　　　　症　　例

　［症例］2歳2カ月の男児．

　［家族歴］父方伯父が16歳でSAS手術中に死亡，母

方祖父母は従兄弟結婚である．

　［現病歴・既往歴］正常分娩で出生したが，生後2

日目に心雑音を指摘され当科を受診した．生後11カ月

に心臓カテーテル検査を施行され，SAS，多発性末梢

性PSおよびその妖精様顔貌からSASSと診断され

た．左冠動脈口には狭窄がみられ，その未梢は拡張し

ていた．2歳頃から労作時顔色不良の出現や活力低下

を認めるようになったため，2歳2カ月時に心臓大血

管病変の評価，およびSASに対するBAPを目的に入

院した．なお発育発達は正常であった．

　［心電図］心電図は生後8日（図1左）に比較して

両室肥大の進行を認めた（図1右）．

　［胸部レントゲン］心胸郭比は0．53で明らかな異常
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左　生後8日時…右室肥大を認めた．右：2歳2カ月時…両室肥大が進行していた．
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　　　　　図2　2歳2カ月時血管造影
左上：大動脈造影右前斜位，左下：大動脈造影左前斜

位，右：右室造影正面

Hourglass型のSAS，多発性の末梢性肺動脈狭窄およ

び左冠動脈の起始部の狭窄と分岐部の拡張が認められ
た．
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Before　BAP

BAP

After　BAP

　　　　　　　図3　2歳2カ月のBAP施行時血管造影

上：BAP施行前の血管造影，中：BAP施行中，下：BAP施行後の血管造影

はなかった．

　［大動脈造影］（図2）正面像では弁輪径13．5mm，

狭窄部より遠位の上行大動脈径7．5mmに対し，　Hour－

glass型の弁上狭窄部は3．7mm，側面像では4．6mmで

あり，11カ月時の大動脈造影と著変なかった．冠動脈

も同様であったが，起始部の狭窄は軽減しているもの

の，分岐部付近の拡張は進行していた．末梢性PSはや

や軽減していた．

　［BAP中の所見］BAPは，右大腿動脈から経皮的

に行った．用いたバルーンカテーテルは，正常大動脈

径の目安として横隔膜レベルの下行大動脈径を参考に

し，バルーン径8．5mm（大動脈最狭窄部の2．3倍の径），

シャフト径5F，長さ80cmのMansfield社製PTA用

Ultra－Thinバルーンカテーテルを用い，4回いずれも

ウェストが消失するまでinflateした後に，直ちに

deflateした（図3中）．しかしウェストが消失したにも

かかわらず，造影上SAS部はBAP施行前後で計測上

著変はみられなかった（図3下）．

　［BAP施行中圧曲線］血管形成術中の圧曲線を示す

が，施行前で左室収縮期圧196mmHg，狭窄遠位部で78

mmHgと圧差118mmHgであった（図4上）．施行中，

左室圧は最高340mmHg，左室拡張末期圧も80mmHg

まで上昇，右僥骨動脈での血圧は26mmHgまで低下

し，deflateと共に血圧は速やかに回復した（図4中）．

BAP施行後圧差は104mmHg，圧差の低下は約14
mmHgにとどまった（図4下）．術中一過性に心室性期

外収縮が出現したものの（図4中）．全身状態，その他

の諸検査上異常は認められなかった．

　［その後の経過］このような経過から内科的治療の

限界と考え，BAP施行から2カ月後の2歳4カ月時に

extended　aortoplastyを施行した．手術中の所見では，

大動脈壁は著明に肥厚していた．BAPの後遺症を疑わ

せる異常は認めなかった．手術直後には心エコー上圧

差は一旦なくなったが，術後しばらくして再び圧差が
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　　　　　　　　　図4　2歳2カ月時BAP施行中の圧曲線
上：BAP施行前の左心室圧と右榛骨動脈圧．圧差は118mmHgであった．中：BAP施

行中の左心室圧と右梼骨動脈圧．左心室収縮期圧は最高340mmHg，拡張末期圧は80

mmHgに上昇，右僥骨動脈圧は26mmHgに低下したが，　balloonのdeflateとともに

速やかに回復した．術中に一過性の心室性期外収縮を認めた．下lBAP施行後のSAS

近位部から遠位部への引き抜き圧曲線．圧差は104mmHgで，約14mmHg低下した．

LV：左心室圧，　r－Radial　a、：右梼骨動脈圧

生じてきた．2歳6カ月時（手術後2カ月）に施行し

た大動脈造影上，SASは解除されていたが，狭窄部の

拡大に用いたパッチ上部と思われる部位に狭窄を生じ

ていた（図5上）．術後生じたこの狭窄に対して，再度

BAPを試みた．BAP前の最狭窄部は径3．8mmであっ

た．使用したのはMansfield社製MURAKAMIのバ

ルーンカテーテルで，シャフト径5F，長さ85cm，バ

ルーン径8mmで2回，バルーン径10mmで7回の計9

回行った（図5中）．しかし狭窄部に関して，造影上有

意な変化は認められなかった（図5下）．BAP施行前
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Before　BAP

BAP

After　BAP

　　　　　　　　図5　2歳6カ月のBAP施行時血管造影
上：BAP施行前の血管造影．　SASは解除されていたが，狭窄部の拡大に用いたパッチ

上部と思われる部位に狭窄を生じていた．中：BAP施行中．下：BAP施行後の血管

造影．狭窄部に著変はなかった．

は左室収縮期圧170mmHg，狭窄遠位部75mmHgで，

圧差は95mmHgであった（図6上）．施行中左室収縮期

圧は310mmHg，拡張末期圧も70mmHgまで上昇し，

右梼骨動脈血圧は21mmHgまで低下したが，バルーン

カテーテルのdef］ateとともに速やかに回復した（図

6中）．BAP後の左室収縮期圧は150mmHg，下行大動

脈の収縮期圧は75mmHgで，圧差は75mmHgと約20

mmHgの低下を認めた（図6下）．施行中一過性に心室

性期外収縮が出現したが（図6中），全身状態やその他

諸検査上異常は認められなかった．その後は特に症状

は認められないが，術後3年経過した現在，心電図や

心エコー上の左室負荷は依然として残存しており，再

度のBAPあるいは手術の施行を念頭において経過観

察中である．

　［病理所見］手術で得られたSAS部の組織のElas－

tica　van　Gieson染色では，弾1生線維の増加した中膜の

一部と，弾性線維および膠原線維の増生による内膜の

肥厚を認めた（図7）．

　　　　　　　　　　考　　察

　SASSは，その特徴的な顔貌の他，心血管系の異常と

してSASや多発する未梢性PSを合併する症例があ

ることから，知能発達遅延を伴うWilliams症候群と

しての報告15）～18）も含めて，これまで数多くの報告がな

されているが，その中に突然死の報告が散見され

る4｝”v9）．その原因として，SASが冠状動脈起始部より末

梢に存在することにより，冠状動脈が常に高圧にさら

されるため，冠状動脈が硬化性病変を生じ易く，また

大動脈内膜肥厚による冠動脈口の狭窄を来し，その結

果心筋虚血に陥るという可能性4）～6｝8）12）13）19）や，大動脈

弁の癒着による閉塞6）19）などが一般に考えられてい

る．また自然緩解するという報告の多いSASSの末梢

性PSに対し，　SASは常に進行性であるといわれてい

る1）8｝17）．以上から，SASに関してこれまで外科的な治

療が必要であるとされてきた3）7）～13）．SASの外科的治
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　　　図6　2歳6カ月時手術後生じた再狭窄に対するBAP施行中の圧曲線

上：BAP施行前の左心室からSAS遠位部への引き抜き圧曲線．左心室収縮期圧170

mmHg，　SAS遠位部動脈圧75mmHg，圧差は95mmHgであった．中：BAP施行中の

左心室圧と右梼骨動脈圧．左心室収縮期圧は最高310mmHg，拡張末期圧は70mmHg

に上昇，右擁骨動脈圧は21mmHgに低下したが，速やかに回復した．術中一過性の心

室性期外収縮を認めた．下：BAP施行後左心室からSAS遠位部への引き抜き圧曲

線．圧差は75mmHgとなり，約20mmHgの低下を認めた．

S．　　　　　　　　　　　　intlma

　　　－　　　　　．、　辻湊
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図7　病理所見．手術で得られたSAS部の組織の
　Elastica　van　Gieson染色．弾性線維の増加した中

　膜の一部と，弾性線維および膠原線維の増生による

　内膜の肥厚を認めた．

Presented by Medical*Online



412－（74）

療としては，近年extended　aortoplastyが行われ

SASの術後の予後は向上した3）1°）11）13）が，外科的手術

には手術，麻酔自体の危険性の他，体外循環や輸血と

いった問題があり，また手術手技によっては，術後の

狭窄の残存や冠状動脈へ影響を及ぼす可能性など，依

然いくつかの問題点も残されていると思われる．

　最近，心臓の弁狭窄や血管の狭窄に対して，バルー

ンカテーテルによる経皮的な治療が一般的に行われる

ようになってきた2°）－t27）．大動脈に関して，大動脈弁狭

窄や大動脈縮窄には，バルーンカテーテルによる弁形

成術やBAPの適応が一般的に認められているが，

SASにっいては適応がないとされてきた．文献上わが

国にはSASにBAPを施行した報告はみられない．し

かしTyagiらが，　BAPを施行したSASの3例を報告

している28）．その中でmembrane型の成功例1例の

他，われわれの症例と同様の2例のHourglass型のう

ち，圧差165mmHgが28mmHgへ低下した1例の成功

例と，1例の不成功例を報告している．一方，われわ

れの症例では，BAPが不十分な結果に終わったが，十

分な効果が上げられなかった要因として，まず図7の

ような，弾性線維をはじめとした線維性増生のみられ

る内膜や中膜の肥厚が考えられる．これまでの文献に

見られるHourglass型SASの病理組織には，われわ

れの症例と同様の膠原線維や弾性線維の増生による中

膜肥厚と内膜肥厚5）29）一一31）の他，中膜の粘液腫状変性，空

胞変性を伴うものもみられる4｝5）’3）15）3’）．最近，Wi1－

liams症候群がElastin遺伝子のある7番染色体の部

分欠失が認められるとの報告がある32）．SASSのSAS

が同様の成因で生じているとすると，その狭窄部の大

動脈壁の厚さや組織は，その遺伝子の部分欠失の程度

により，症例毎に異なると考えられる．Tyagiらの報

告とわれわれの症例とのように，血管造影上，一見同

じような形態と思われるHourglass型SASに対する

BAPの結果に違いがあるのは，組織学的に単一ではな

く，様々な段階の組織型（例えば，様々な程度の内膜

や中膜の肥厚，中膜の空胞変性の有無など）が存在し

ていることが原因であるという可能性も示唆された．

効果が不十分であった第二の要因として，バルーンサ

イズの選択の適否が挙げられる．Tyagiらのバルーン

径の決定が，正常上行大動脈径の75～100％を目安にし

ていたこと，大動脈縮窄に対するBAPでは横隔膜レ

ベルの下行大動脈径を超えないバルーンサイズを選択

することから，われわれの症例では正常大動脈径とし

て横隔膜レベルの下行大動脈径を目安にバルーンサイ

日本小児循環器学会雑誌　第10巻　第3号

ズを決定した．しかしこれが適切なバルーンサイズの

選択であったかは，今後SASにBAPを施行した症例

を重ね，検討する必要があると思われる．

　術後出現した狭窄は，おそらくパッチ上部のパッチ

自体の屈曲によると考えられる．従って，この狭窄部

に対するBAPが十分な効果を上げられなかったメカ

ニズムは，これまで考察してきたSASに対するBAP

効果が不十分であった理由とは当然異なると考えられ

る．今後大動脈縮窄手術後の再狭窄に対するBAPの

経験などを参考に，やはりSASに対するBAPの症例

を重ね，バルーンサイズや耐圧バルーンの選択なども

含め，検討していく必要があると思われる．

　今回のBAPの効果は不十分であったが，特に大き

な障害なく行い得たこと，また十分な効果の得られた

症例が報告されていることから，外科的治療より先

だって施行する意義があり，今後も症例を重ね，その

効果にっいて，BAPの手技やSASのタイプ，さらに

組織所見などと対照させ，それぞれを検討する必要が

あると思われた．

　　　　　　　　　　結　　語

　1）本邦で初めて，SASに対してBAPを施行した

SASSの1例を報告した．

　2）BAP施行中，一過性の心室性期外収縮を認めた

のみで，他に異常はみられなかった．

　3）本例の狭窄部には，弾性線維および膠原線維の増

加した内膜の肥厚と弾性線維の増加した中膜の肥厚が

認められた．これがBAPが不十分な結果に終わった

原因のひとつと考えられた．

　4）症例によってBAPの有効性に差がみられる理

由として，Hourglass型SASは組織学的に単一では

なく，様々な段階の組織型（例えば，様々な程度の内

膜や中膜の肥厚，中膜の空胞変性の有無など）が存在

していることが考えられた．

　5）今後症例を重ねて，BAPの手技やSASのタイ

プ，さらに組織などを検討する必要があると思われた．

　なお本論文の主旨は，第2回日本Pediatric　Inter－

ventional　Cardiology研究会（1991年1月，東京）におい

て発表した．
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ACase　Report　of　Percutaneous　Balloon　Angioplasty　for　Supravalvular　Aortic　Stenosis

Hiroshi　Fukumochi，　Shosei　Hayashi，　Kenji　Hamaoka，　Takashi　IIayano，　Koichi　Sakata，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yutaka　Omochi　and　Zenshiro　Onouchi
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　　　This　report　describes　the　case　of　a　patient　with　hourglass－type　supravalvular　aortic　stenosis

（SAS）in　whom　percutaneous　balloon　angioplasty（BAP）was　attempted．　The　patient，　an

ll－month－old　boy，　had　ll8　mmHg　pressure　gradient　SAS，　multiple　peripheral　pulmonary　stenoses

and“elfin”facial　features．　He　was　diagnosed　as　having　SAS　syndrome．　We　performed　BAP　for

the　SAS　when　he　was　2　years　old．　The　pressure　gradient　across　the　narrow　segment　of　the　SAS

decreased　from　ll8　to　104　mmHg　and　the　diameter　of　the　lesion　did　not　significantly　increase　in

spite　of　disappearance　of　the　waist　during　balloon　expansion．　Left　ventricular　peak　systolic

pressure　rose　from　196　to　340　mmHg　during　BAP　and　radial　artery　systolic　blood　pressure　fell

to　26　mmHg．　Several　premature　ventricular　contractions　transiently　occurred　but　there　were　no

other　complications．　After　BAP，　the　general　condition　of　the　patient　was　good　and　all　of　his

laboratory　data　were　normal．　He　underwent　extended　aortoplasty　2　months　after　BAP　to　relieve

the　SAS．　BAP　was　again　attempted　because　of　postoperative　supravalvular　aortic　restenosis

after　the　extended　aortoplasty．　The　pressure　gradient　decreased　20　mmHg　from　95　to　75　mmHg，

but　the　diameter　of　the　lesion　did　not　significantly　increase．　No　side　effects　were　observed．　The

reason　that　BAP　was　insufficient　in　our　patient　seemed　to　be　markedly　hypertrophied　intima　and

media　composed　of　increasing　collagenous　fibers　and　elastic　fibers　on　histological　examination．

We　feel　that　BAP　should　be　attempted　for　SAS　before　surgery　because　it　may　be　performed

without　severe　complications　and　effective　for　some　cases．
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