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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　手術により作成した大動脈一肺動脈窓と肺動脈内トンネルにより冠動脈血流が確保されている症例に

おいて，術後肺動脈狭窄を合併した3症例に対し経皮的バルーン肺動脈拡大術（以下balloon　dilation：

BD）を施行した．

　3症例のうち2例（症例1，2）は完全大血管転換症に対する大血管転換術（Aubert変法）の術後で，

年齢，体重はともに2歳1カ月，11．8kgで，左右肺動脈分岐部と主肺動脈に狭窄がみられた．　BD施行

時期は術後2年であった．他の1例（症例3）は左冠動脈肺動脈起始症のTakeuchi法による修復術後で，

年齢は6歳2カ月，体重は23kg，主肺動脈の狭窄を認め，　BD施行時期は術後5年4カ月であった．症例

1では右肺動脈分岐部狭窄に対して最狭窄部径の3．1倍，弁上狭窄に対して2．6倍の，症例2では左右肺

動脈分岐部狭窄に対してそれぞれ5倍，3．2倍，弁上狭窄に対して2．0倍，症例3では弁上狭窄部に対し

て3．3倍のバルーンカテーテルを用い，BDを施行した．症例1～3の右室一末梢肺動脈圧較差はBD前

後でそれぞれ89mmHgから30mmHg，100mmHgから45mmHg，68mmHgから20mmHgに減少した．

3症例ともBD施行中は心電図モニター上，冠動脈トンネル圧迫に伴うST－Tの変化はみられなかっ

た．またTakeuchi法術後の症例ではBD前後での冠動脈造影に著変はみられなかった．

　従って肺動脈内に冠動脈トンネルがある術後PSに対してもバルーン拡大術は冠動脈血流を障害せず

肺動脈狭窄に対し有効なBDを施行しうると考えられる．

　　　　　　　　　はじめに

　1983年，Lockらが肺動脈狭窄（以下PS）に対しバ

ルーンカテーテルによる治療を報告1）して以来，種々

の肺動脈狭窄病変に対しballoon　dilation（以下BD）

が行われるようになってきた．術後のPSに対しての

BDはJatene手術後2）～4），　Rastelli術後5）～6），その他の

心内修復術後7）～9）の報告はあるが，大動脈一肺動脈窓

と肺動脈内パッチによるトンネルで冠動脈血流が確保

されている状態でのPSに対するBDの報告はない．

別刷請求先：（〒162）東京都新宿区河田町8－1

　　　　　東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究

　　　　　所，循環器小児科　　　　　森　　善樹

この状態ではバルーンの拡張時に冠動脈トンネルが圧

迫され，冠動脈血流を障害する可能性があるが，今回

そのような血行動態を示す術後の3症例に対してBD

を行ったので報告する．

　対象：症例は3例で，2例は完全大血管転換症の

Aubert変法の術後，1例は左冠動脈肺動脈起始症

（Bland－White－Garland症候群：以下BWG症候群）

のTakeuchi法術後である．完全大血管転換症の2例

の年齢，体重はともに2歳1カ月，11．8kg，　BD施行時

期は術後2年，BWG症候群の年齢は6歳2カ月，体重

は23kgで，　BD施行時期は術後5年4カ月であった

（表1）．BD施行前のカテーテル検査ではAubert術後
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表1　肺動脈内に冠動脈トンネルのある症例

年　齢 体重（Kg） 診　　　断 冠動脈 手　術　法 手術時期

症例1

　　2

　　3

2歳1カ月

2歳1カ月

6歳2ヵ月

1L8
11．8

23

　dTGA（1）．PDA

　dTGA（1）．PDA

BIand－White－Garkand
　syndrome．　MR

　Shaher　5A

　Shaher　5A

左冠動脈肺動脈
　　起始

Modi6ed　Aubert法

Modi6ed　Aubert法

　Takeuchi法．
　僧帽弁輪形成術

日齢11

日齢12

10カ月

＊dTGA（1）　完全大血管転換症1型　PDA：動脈管開存　MR：僧帽弁閉鎖不全

表2　冠動脈トンネルのある術後肺動脈狭窄の狭窄部位と血行動態

PA－RV（mmHg） RV／AO比 狭窄部径（mm）
肺動脈弁輪径 バルーン径 BSR狭窄部位

拡大前 拡大後 拡大前 拡大後 拡大前 拡大後
（mm） （mm） （％）

症例1 主肺動脈弁上部 7．6 8．8 20 260

右肺動脈分岐部 89 30 0．91 0．57 6．4 8．0 12 20 310

左肺動脈分岐部

症例2 主肺動脈弁上部 6．1 6．9 12 200

右肺動脈分岐部 83 48 1．28 0．65 3．7 4．9 7．5 12 320

左肺動脈分岐部 100 45 2．0 3．8 10 500

症例3 主肺動脈弁上部 68 20 0．87 0．63 8．9 13．2 15．4 29．5 330
＊＊ （1818）

＊PA－RV：肺動脈一右室圧較差　RV／AO：右室圧収縮期圧／大動脈収縮期圧　BSR

＊＊バルーン径の計算はダブルバルーンを用いた時はシングルバルーンへの換算

バルーン径／狭窄部径

バルーン拡張前　　バルーン拡張中　バルーン縮小後
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図1　Aubert術後の肺動脈狭窄に対するバルーン拡大術中の心電図

の症例1，2においては肺動脈弁上部と左右肺動脈分

岐部に狭窄がみられ，症例1では右肺動脈一右室圧較

差は89mmHg，症例2では右肺動脈一右室圧較差は83

mmHg，左肺動脈一右室圧較差は100mmHgであっ

た．またBWG症候群のTakeuchi法術後の症例3で

は主肺動脈に狭窄がみられ，肺動脈一右室圧較差は68

mmHgであった（表2，図2，3）．

　BDの方法：すでに報告した完全大血管転換症の

Jatene術後にPSに対するBDの方法4）に従った．っ

まり症例1では右肺動脈分岐部径6．4mm，肺動脈弁上

狭窄部径7．6mmに対し直径20mmのMansfield社製

Lo－profileのバルーンカテーテルを大腿静脈から挿入
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　図2　完全大血管転換症のAubert変法術後（症例2）の肺動脈狭窄に対するバルーン拡大術

A）拡大前で左右分岐部狭窄（左分岐部狭窄部径2．Omm，右分岐部狭窄部径37mm），軽度の弁上狭

窄（狭窄部径61mm）がみられる．　B）弁上狭窄に対し12mmのバルーンを用いて拡大していると

ころで，バルーンは手術で作成した主肺動脈内の冠動脈トンネル（矢印）にかかっている．

C）拡大後で左分岐部は3．8mm，右分岐部は49mm，弁上部は6．9mmに拡大されている．
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図3　左冠動脈肺動脈起始症のTakeuchi法術後（症例3）の肺動脈狭窄に対するバルーン拡大術

上段A）B）C）正面像，下段a）b」c）側面像

A）a）：拡大前で弁上狭窄（狭窄部径89mm）がみられる．　B）b）：弁上狭窄に対し，18mm，18mm

のダブルバルーンで拡大しているところで，バルーンは手術で作成した主肺動脈内の冠動脈トンネ

ル（矢印）にかかっている．C）c）：弁上狭窄部は拡大されている．
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し，BDを施行．症例2では両側大腿静脈閉塞のため気

管内挿管下で内頸静脈よりバルーンカテーテルを挿入

した．左肺動脈分岐部狭窄径2．Ommに対し，直径10

mmの，また右肺動脈分岐部狭径3．7mm，弁上狭窄部

径6．1mmに対し，直径12mmのMansfield社製のバ

ルーンカテーテルを用いた．BWG症候群の症例3で

は弁上狭窄部径8．9mmに対して，直径18mm，18mm

の2つのバルーンがついたMansfield社製Triad－

twin　catheter（Yeagerの方法’°）で直径29　．　5mmに相

当）を用い，BDを施行した（表2）．弁上狭窄を解除

する際，1回のバルーンの拡張時間は可能なかぎり短

くし，5～10秒以内であった．

　結果：症例1では右肺動脈一左室圧較差は89

mmHgから30mmHg，右室収縮期圧／大動脈収縮期圧

比は0．91から0．57に，症例2では右肺動脈一左室圧較

差は83mmHgから48mmHg，左肺動脈一右室圧較差

日本小児循環器学会雑誌　第10巻　第4号

は100minHgから45mmHgに減少し，右室収縮期圧／

大動脈収縮期圧比も1．28から0．65に低下した．また症

例3においては肺動脈一右室圧較差は68mmHgから

20mmHgに，右室収縮期圧／大動脈圧比は0．87から

0．63に減少した．また症例1の右肺動脈分岐部狭窄部

径は7、6mmから8．8rnm，弁上狭窄部径は6．4mlnから

8．Ommに，症例2では右肺動脈分岐部狭窄部径が3．7

mmから4．9mm，左肺動脈分岐狭窄部径は2．Ommか

ら3．8mm，弁上狭窄部径は6．1mmから6．9mmに拡大

された．症例3においては弁上狭窄部径は8。9mmから

13．2mmに拡大された（表2，図2，3）．　BD施行中，

Aubert術後の2症例ではモニター心電図上，　ST－T変

化はなく（図1），症例3においては心室性期外収縮が

みられたが，著明なST・T変化はなく，術前後の大動

脈造影においても冠動脈に著変はみられなかった（図

4）．
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　　　　図4　Takeuchi法術後（症例3）のバルーン拡大術前後の上行大動脈造影

上段A）B）正面像，下段a）b）側面像

バルーン拡大術（A，a）後（B，　b）で冠動脈に著変はなかった．
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　合併症：症例3において術後造影で造影剤が肺動脈

外にもれ，左肺動脈分岐部に亀裂がはいっており，肺

動脈壁解離と診断した．しかし血圧低下もなく，貧血

の進行，心エコー上のエコーフリースペースの増大が

みられず，術後12日目に退院した．

　　　　　　　　　考　　案

　Aubert法11）は完全大血管転換症に対する大血管転

換手術において，冠動脈の移植が困難な時，例えば冠

動脈の走行がShaher分類’2）5Aのように右冠動脈と

左冠動脈がposterior　sinusから別々にでて左冠動脈

が大動脈と肺動脈の間を通り心臓の前面を走行する症

例においては，大動脈　肺動脈窓と肺動脈内トンネル

を作成し，冠動脈血流を確保し，大血管を転換する方

法である．原法は大動脈一肺動脈窓を覆う肺動脈内ト

ンネルにダクロンパッチを使用しているが，本報告例

では自己の大動脈壁有茎のフラップを用いて，冠動脈

口，大動脈一肺動脈窓を覆う方法13）を用いた．

　またBGW症候群に対するTakeuchi法14）は大動脈

一肺動脈間に大動脈一肺動脈窓を作成し，左冠状動脈

口まで肺動脈内トンネルを作成する術式で，肺動脈前

壁をフラップ状に用い，肺動脈後壁にトンネルを作成

し，肺動脈前壁は心膜パッチを補填する方法である．

　一般に完全大血管転換症に対する大血管転換術

（Jatene手術）の術後PSは7～28％16）～18）の頻度でお

こると報告されている．当施設で冠動脈の走行がSha－

her分類5AのためJatene手術ではなく，Aubert変法

を施行した症例は5例で，うち術後PSは2例（40％）

にみられている．またBWG症候群に対するTakeu－

chi法は7例に行っており，うち2例（29％）にPSが

みられている．

　完全大血管転換症のJatene術後PSに対するBD

の成功率は以前は低かったが，最近では肺動脈狭窄部

径の3～5倍のバルーン径を用い，手術後3．5年の比較

的早期にBDを施行することで，約90％の成功率を得

るようになっだ）．弁性，および弁上狭窄の場合はバ

ルーン径が肺動脈弁輪径で規定されてしまい，充分な

大きさのバルーンが選択できず効果が期待できないこ

とが指摘3）されているが，我々はバルーン拡張時に肺

動脈弁の位置にバルーンがかかる場合は原則として経

輪径のL7倍を越えない程度のバルーンを用いるよう

にしている．

　問題はこれら3症例が肺動肺内トンネルにより冠動

脈血流が確保されているため，弁上狭窄を解除するた

めにバルーンを拡張する際，このトンネルを圧迫し，

543－（51）

冠動脈血流を障害しないかという点であった．症例1，

2ではBD前後で造影を行って冠動脈の変化をみてお

らず，また3症例ともBD前後で心筋逸脱酵素の測定

はしていないので微細な心筋虚血に関しては否定でき

ない．しかしモニター心電図上では著明なST－T変化

はなく，また臨床上心筋虚血を疑わせる所見はなかっ

た．また症例3においてはBD前後の大動脈造影にて

も冠動脈に著変はみられなかった．臨床上，問題とな

る心筋虚血をきたさずにBDを施行しえた理由とし

て，1）バルーンの拡張時間を可能なかぎり短くするこ

とにつとめた．2）3症例とも術後2年以上経過してお

り，冠動脈トンネル周囲の組織が癒着，線維化でかた

くなっており，バルーン拡張程度の圧迫では虚血にな

るほどの閉塞に至らなかったことが理由として考えら

れる．成人では冠動脈狭窄をバルーンで拡大する際，

体表面の心電図上でST－T変化がおこるのはバルー

ンの拡張を開始して約40秒後からであるが，冠動脈内

の心電図をモニターすると体表面心電図に変化がおこ

る前の拡張開始数秒後からST－T変化がおこると報

告2°）されている．このようなことから我々は拡張時間

は短くすることにつとめ，結局3症例とも5秒～10秒

の拡張時間となった．

　バルーン径に関しては症例1，2では弁上狭窄部径

の2．6倍，2倍で行ったが合併症はなかった．症例3で

3．3倍のバルーンを用いたところ肺動脈分岐部の亀裂

が生じたことから，冠動脈トンネルの亀裂の可能性も

考えて，最狭窄部径の3倍にまでとどめておくのがよ

いかと思われた．

　今までに肺動脈内に冠動脈トンネルのある術後PS

に対するBD施行症例の報告は我々が知るかぎりでは

なく，この3症例が初めてであると思われる．3症例

とも少ない経験であるが，肺動脈内に手術で作成した

冠動脈トンネルがあってもPSに対し有効なBDを施

行できると考えられた．
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Balloon　Dilation　for　Postoperative　Pulmonary　Stenosis　with　Aortopulmonary

　　　Window　and　Intrapumonary　Coronary　Tunnel－Report　of　3　Cases一

Yoshiki　Mori，　Toshio　Nakanishi，　Makoto　Nakazawa，　Kazuo　Momma　and　Yasuharu　Imai

　　　　Department　of　Pediatric　Cardiology　and　Pediatric　Cardiovascular　Surgery，　The　Heart

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Institute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　performed　balloon　dilation　in　3　patients　with　postoperative　pulmonary　stenosis（PS），

who　had　coronary　tunnel　in　the　main　pulmonary　artery．

　　　Two　patients（case　l，2）had　postoperative　PS　after　intracardiac　repair　for　transposition　of

the　great　arteries（TGA）treated　with　a　modified　Aubert　method．　In　one　patient（case　3），　there

was　postoperative　PS　after　Takeuchi　procedure　for　anomalous　left　coronary　artery　from　the

pulmonary　artery．　Case　1，2were　both　2　years　l　month　of　age　and　weighed　11．8kg，　case　3　was

6years　2　months　of　age，　weighed　23　kg　at　the　time　of　balloon　dilation．　In　three　patients，　the

surgical　repair　included　a　creation　of　an　aortopulmonary　window　and　an　intrapulmonary　tunnel

between　the　aortopulmonary　window　and　the　coronary　ostium．

　　　Pulmonary　stenosis　at　the　main　pulmonary　artery　was　observed　in　all　three　patients　and

additional　branch　pulmonary　stenosis　at　the　pulmonary　bifurcation　in　two　patients（case　1，2）．

After　balloon　dilation，　the　pressure　gradients　between　the　right　ventricle　and　the　pulmonary

artery　reduced　from　89　mmHg　to　30　mmHg，100　mmHg　to　45　mmHg，68　mmHg　to　20　mmHg，

respectively．　During　balloon　inflation　in　the　main　pulmonary　artery，　no　ST－T　change　appeared

on　ECG．　No　change　in　morphology　of　the　coronary　artery　on　angiogram　was　observed　after

balloon　dilation　in　case　3．

　　　These　data　suggest　that　balloon　dilation　for　postoperative　PS　can　be　performed　effectively

in　patients　with　intrapulmonary　coronary　artery　tunnel　and　aortopulmonary　window．
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