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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Blalock－Taussig（B－T）短絡の吻合部狭窄を伴った肺動脈閉鎖症例に対し，ステント留置術を施行し

たので報告した．症例は18歳の女性．心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖および動脈管開存と診断され，5

歳時に右側のoriginal　B－T短絡の手術を行った．肺動脈の低形成のため根治術は困難と判断され，　B－T

短絡吻合部の狭窄に対しステント留置術を行った．B－T短絡吻合部の狭窄径1．6mmに対し，4mlnのバ

ルーンカテーテルを装着した長さ15mmのPalmaz－Schatz冠動脈ステントを狭窄部に留置した．ステン

ト留置前後で，吻合部狭窄の血管径は造影上1．6mmから3．1mm，血管内エコーの面積では6．1inni2から

8．9mm2に拡張した．酸素飽和度は，76．1％から84．7％に」二昇した．ステント留置後は運動能力は改善し

外来通院での管理ができるようになり，ステント留置術は有用な治療法であったと考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　血管内ステント1）L））は，最近，成人の冠動脈狭窄に使

用され臨床的に有川性が報告されている3｝．特に

1’alinaz－S．　chatzステントは，1994年より本邦でも臨床

応用がn∫能になった．小児においても、大動脈縮窄，

末梢性肺動脈狭窄に対するバルーン拡張術の無効例や

術後の再狭窄などに対する臨床応用が報告されてい

る”i’）．今lt，｜，　Blalock－Taussig（B－T）短絡の吻合部狭

窄を伴った肺動脈閉鎖症例に対しステント留置術を経

験したので報告する．

　　　　　　　　　症　　例
　痘三fダJ：　18ffi3t－，　女’1生．

　家族歴，既往歴：特記すべきことなし．

　現病歴：出生直後よりチアノーゼを認め口齢11に心

臓カテーテノレ検査を行い，心室中隔欠損を伴う肺動脈

閉鎖および動脈管開存と診断された．4歳時に右側の

original　B－T短絡手術を行った．12歳時，他院での心

臓カテーテル検査では，左肺動脈直径10．4mm，右肺動
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脈直径7mm，　PA　index　116mm2／M2であり，肺動脈の

低形成，B－T短絡吻合部の狭窄が確認された．根治術

は困難であり，B－T短絡吻合部の狭窄に対する経皮的

バルーン血管形成術が行われた．3mmのPTCAカ

テーテルで拡張し，酸素飽和度は78％から84％に改善

した．最近，チアノーゼ，心不全症状の増強および運

動能力の低ドがあり，17歳時の心臓カテーテル検査で

右心機能の低下と再度B－T短絡の吻合部狭窄を認め

た．今回，手術を拒否する家族の要望もあり，吻合部

狭窄に対するカテーテルによる治療を試みることに

なった．バルーン拡張術のみでは，再度狭窄する可能

性が高いことを考慮し，吻合部狭窄のステント留置術

を行った．

　入院時現症：身長137cm（－4．OSD），体重35kg（－

1．8SD），心拍数104／分，呼吸数32／分，1爪圧104／58

mmHg．高度のチアノーゼを認めた．胸部の聴診では，

胸骨左縁下部にLevine　III／VI度の逆流性収縮期雑音

と心尖部に奔馬調律を聴取した．肝を右肋骨弓下に5

Cm触知し，下肢の浮腫とばち状指を認めた．

　検査所見：胸部X線写真では，心胸郭比0．65で心拡

大があり，肺血管陰影の減少を認めた．心電図は，洞
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調律で散発性の心室性期外収縮を認めた．QRS電気軸

135度，右房負荷，右室肥大の所見を認めた．断層心エ

コー所見では，大動脈弁下に直径19mmの心室中隔欠

損を認め，大動脈は心室中隔に50％騎乗していた．右

房，右室腔の拡大を認めた．カラードップラーエコー

で中等度の三尖弁逆流を認めた．右室流出路から主肺

動脈は確認できず，左右肺動脈も描出できなかった．

　心臓カテーテル検査では，右房圧a＝20，v＝21，平

均圧＝17mmHg，右室圧115mmHg（EDP二20），大動

脈圧115／65（85）mmHg，動脈血酸素飽和度73．9％で

あった．ステント留置前の心Jfi1管造影を図1に示す．

右室造影（図la）では，騎乗した大動脈と中等度の三

尖弁逆流を認めた．左右の肺動脈が不明瞭のため，各

日小循誌　11（6），1995

領域の血管造影を図lb，　c，　dに示す．1）右i”llifiへの

血流は，肋間動脈由来の側副血管から供給された（図

1b）．2）右卜肺への血流は，高度の吻合部狭窄を伴う

B－T短絡を通じて右肺動脈により供給された．また，

左右肺動脈の交通は認められなかった（図Ic）．3）左

肺の血流は，接合部に狭窄を伴う動脈管より供給され

た（図ld）．

　ステント留置術について：大腿動脈よりB－T短絡

部まで8Fr．の左ジャドキンスカテーテルをガイディ

ングカテーテルとして挿入した．B－T短絡の造影およ

び血管内エコーにより狭窄部の形態，最大狭窄径およ

び位置を評価し，最大狭窄径1．6mlnに対し3．5mmお

よび4mmのPTCAカテーテルで6気圧，30秒間で予

b．肋間動脈造影

a．右室造影

d．大動脈造影

c．B－Tシャント造影

図1　心川L管造影1】ノi見

拡張前：15mm
拡張後：15－11．2mm

く一《s＿sc－
　＜卜→　　　　＜←■一■●一

　　　ステント拡張部位

一一1
　　一　拡張前：1．6mm
　　　　　拡張後：3－6mm

［・雀リジ↑彗1蓼｛il］lllll
ガイドカテーテル：8Fr．

専用シースカテ：5Fr．

ガイドワイヤー：0．0141nch

図2　PALMAZ－SCIIATZステント
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備拡張を行った．その後，4mmのバルーンカテーテル

に装着したPalmaz－Schatz冠動脈ステント（ジョンソ

ン　エンド　ジョンソン　インターベンショナルシス

テム社）を，狭窄部まで進めバルーンで拡張した．さ

らに高圧型4．5mmの1）TCAカテーテルにより14気

817－．（73）

圧，30秒間でステントを拡張した．

　図2は実際に使用したものと同様のPalmaz－

Schatz冠動脈ステントである．拡張前のステントは長

さ15mm，直径L6mmで，拡張後は直径3～6mmまで

拡張可能である．最大狭窄部を矢印に示した拡張部位

ステント留置前

ステント留置

一一
ステント留置後

図3　ステント留置前後の造影所見

ステント留置前

一
ステント留置後

図4　血管内エコー所見

ステント留置前 ステント留置後
矢印の灰色の部分が血管内腔を示す

図4　血管内エコーの模式図
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になるようにステントを留置した．図3にステント留

置前後のBT短絡造影を示す．ステント留置後は，吻

合部狭窄が拡張し末梢肺動脈の造影像が明らかに増加

し，ステント留置前は造影されなかった右上葉枝も造

影された．

　図4は，ステント留置前後の吻合部狭窄の血管内エ

コーとその模式図を示したものである．留置前の血管

内エコーでは血栓，石灰化を示す所見はなかった．ス

テント留置後は、拡張した血管，周囲のステントとそ

れによるアコースティックシャドウを認めた．

　表1は，ステント留置前後のパラメーターの比較で

ある．吻合部狭窄の血管径は造影上1．6mmから3．1

mm，1．9倍に，血管内エコーの面積では6．1mm2から

8，9mm2，1．7倍に拡張された．動脈血酸素飽和度は

76．1％から84．7％に上昇した．肺血流シンチの左肺対

右肺取り込み率は56：44から53：47へ変化し，右肺の

取り込みがわずかに増加したが，視覚的評価では明ら

かなものではなかった．

　ステント留置前後の抗凝固療法は，ジョンソン　エ

ンド　ジョンソン　インターベンショナルシステム社

の推奨薬物療法に準じて行った．ステント留置術24時

間前よりアスピリン（5mg／kg／day）とジピリダモール

（3mg／kg／day）内服を開始し，2時間前より低分子デ

キストラン点滴（1001nl／hr）を行った．術中は，ステ

ント留置直前にヘパリン100u．／kgを静注した．術後は

ACT　200秒以下でシースを抜去し，3日間はヘパリン

持続静注（200u．／kg／day）行い，その後3カ月間のワー

ファリン（トロンボテスト10～20％に維持できる量），

6カ月間のアスピリン，ジピリダモールの内服を行っ

た．ステント留置後，運動能力は改善し心不全も内服

薬でコントロールされ，外来で管理ができるように

なった．

　　　　　　　　　　考　　案

　狭窄性病変に対するバルーンカテーテルによる血管

表1　ステント留置前後の比較

ステント留置前 ステント留置後

B・T吻合部狭窄

造　影 1．6×1．5mm 3．1×3．3mm　（×1．9）

血管内エコー 2．1×2．8mm 2．6×4．3mm　（×1．5）

6．lmm2 8．9mm2　　（×1．7）

酸素飽和度 76．1％ 84．7％　　　（⊥8．6％）

肺血流シンチ

左肺：右肺 56：44 53：47

日本小児循環器学会雑誌　第ll巻　第6号

形成術は，PTCA以外に小児においても末梢肺動脈狭

窄，大動脈縮窄の術後再狭窄，BT短絡狭窄などに行わ

れているが，無効例，拡張後の再狭窄，動脈瘤形成な

どの問題がある．そこで1984年にパルマッツらによっ

て開発されたのがバルーン拡張時に血管内腔を補強す

るためのステンレススチール製のステントである1）．

特に冠動脈ステントとしては，数社より臨床応用され

ているものがある．Selfexpanding　stentとしてWall－

stent，　Balloon　expanding　stentとしてPalmaz－

Schatz　stent，　Gianturco－Rubinstentなどがある．現

在，わが国で認可されているPalmaz－Schatz　stentは

次のような特徴，問題点がある．特徴としては，1）一

本のステンレススチール管を削って図2に示したよう

に互い違いに切れ込みを入れたもので，もとは一本の

管なので金属同士が重なることがなく強固であり，

recoilがほとんどないため再狭窄率が低い，2）格子状

構造のため，拡張バルーンのサイズによって拡張径を

調節でき，あとで再拡張が可能である．問題点として

は，1）長期に強力な抗凝固療法が必要である，2）屈

曲部を通過しやすいようにステント中央は1mmの関

節（articulation）を入れてあるが，屈曲蛇行した狭窄

血管では屈曲性は少ないためデリバリーが困難なこと

がある，3）バルーン拡張によりステントが拡張できな

い石灰化を伴う強度の狭窄性病変やステントの強度を

超える外圧がかかる可能性がある場合は適応にならな

い，4）8Fr．のシースの挿入が必要であること，などが

あげられる6）．現在，本邦で市販されている冠動脈

Palmaz’Schatz　stentは，専用のデリバリーシステム

（保護シースとバルーンカテーテル）に装着されてお

り，バルーン径は3．0，3．5，4．Ommのものがあり，ス

テント自体は最大径6mmまで拡張可能である．また，

0’Laughlinら4）や中西ら5）が末梢性肺動脈狭窄，大動

脈縮窄などに用いたPalmaz　stent（“iliac”stent）は，

拡張前の直径3．5mm，長さ3cmで拡張後は最大18～20

mmまで拡張可能である．従って，かなり太い血管に

対しても使用可能であるが，現在のところステントの

デリバリーには11～12Fr．の太いロングシースの挿入

が必要である．

　実際のステント留置に際し注意すべき点として，1）

事前にバルーンカテーテルからステントの脱落を防ぐ

ために，ステントデリバリーシステムが病変部位に進

むまで，保護シースとバルーンカテーテルを別々に動

かさないこと，また，ステント留置前にバルーンを陰

圧にしたり膨らませたりしないこと，2）狭窄部が限局
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している場合には狭窄部を図2の矢印に示した部位に

なるようにステントを留置すること，3）ステント留置

後，内皮化されるまで（2カ月間を目安）ステントが

移動する危険性を考慮し，MRI検査は行わないこと，

などがあげられている．また，ステント留置後の抗凝

固療法に関して，動物実験では留置したステントのll

に3週で新生内膜が形成され8～32週で内膜増殖は消

退するとされているので，約6カ月間の抗凝固療法が

必要と考えられているL）．

　B－T短絡後の吻合部狭窄に対する治療としては，バ

ルーンカテーテルの拡大術による報告があり7トll），根

治術の適応から外れるような限られた症例に対して非

侵襲的で簡便かつ安全な方法として行われている．し

かし，本症例のように再狭窄を認め，再手術の適応に

なることがある．再手術が困難な場合やバルーン拡張

術が無効な再狭窄例には，ステント留置術は非常に有

用な治療法になると考えられる．また，ステント留置

後に根治術を行う場合には，血管の結紮は容易であり，

ステントを切開することも可能であることより：’），問

題は少ないと考えられる．

　今回，B－T短絡の吻合部狭窄に対するバルーン拡張

術後に再狭窄し，管理に苦慮していた肺動脈閉鎖症例

に対し，B－T短絡の吻合部狭窄にPalmaz－Schatzス

テントを用いることを試みた．ステント留置後は運動

能力は改善し，外来通院での管理ができるようになっ

た．治療法の選択が限られた症例において，この方法

は有川な治療法であると判断できる．

　　　　　　　　　　まとめ

　Blalock－Taussig短酪狭窄を伴った肺動脈閉鎖例に

対しステント留置術を経験した．留置後，造影一ヒの肺

IfrL流の改善と酸素飽和度のヒ昇を認め，運動能力が改

善し，外来での管理が可能になった．ステント留置術

は有用な方法であると考えられた．

　なお，今回のステント留置術に関して，直接，ご指導いた

だきました日本大学医学部第2内‡斗斉藤　頴先生をはじめ

とする循環器グループの諸先生方に深謝致します．
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Implantation　of　Endovascular　Stent　in　Stel〕otic　Blalock－Taussig　Shunt

Kensuke　Karasawa，　Mamoru　Ayusawa，　Tsunehisa　Yamashita，　Nobutaka　Noto，

　　　　　　　　　Naokata　Sumitomo，　Tomoo　Okada　and　Kensuke　Harada

　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Nihon　University　School　of　Medicine

　　　We　experienced　the　use　of　balloon・expandable　endovascular　stent　for　the　stenotic　Blalock－

Taussig（B－T）shunt　in　a　18－year－old，　fernale　with　pulmonary　atresia　with　ventricular　septal

defect．　The　patient　had　the　right　sided　original　B－T　shunt　at　four　years　of　age．　At　12　years　of　age，

cardiac　catheterization　demonstrated　hypoplastic　pulmonary　artery　and　severe　B・T　shunt

stenosis．　Since　severe　cyanosis　and　exercise　intolerance　developed，　implantation　of　the　stent　in

the　stenotic　B・T　shunt　was　scheduled．　A　l5　mm－long　stainless　steel　Palmaz－Schatz　coronary　s　tent

was　placed　in　the　B－T　shunt　stenosis．　The　stenosis　diameter　increased　from　1．6mm　to　3．1mm

and　the　area　increased　from　6．1mm2　to　8．9mm2　by　intravascular　ultrasound．　Systemic　arterial

oxygen　saturation　after　the　procedure　increased　from　76．1％to　84．7％．　After　the　stent　implanta－

tion，　cyanosis　and　exercise　tolerance　improved．　This　experience　suggests　that　the　implantation

of　the　endovascular　stent　in　the　stenotic　B－T　shunt　are　useful　procedure　ill　selected　patients．
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