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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　最近，我々は，術後57日目（日齢59）に，体重2，360gで緊急バルーン血管拡大術（balloon　dilation

angioplasty，　BDA）を施行し救命し得た大動脈縮窄症複合型術後再狭窄の1例を経験した．症例は日齢

2の女児で，大動脈縮窄症複合型の診断で手術を目的に入院し，入院後直ちにBlalock　Park法による弓

再建と動脈管結紮術および肺動脈絞拒術を施行した．手術後，内科的治療を続けたが多呼吸，体重増加

不良は改善せず，体重は2，360gと入院時よりも減少していた．術後57日目に下肢の脈は触れず無尿の状

態になり，動脈血血液ガス分析では混合性アシドーシスを認めたため挿管し，大動脈縮窄症術後再狭窄

と診断し緊急BDAを施行した．　BDA後，狭窄部径は1．Ommから2．3mmに拡大し大動脈引き抜き圧較

差は64mmHgから23mmHgに低下した．BDA後の大動脈造影では動脈瘤の発生や大動脈解離は認めら

れなかった．術後早期でかつ低体重であっても術後再狭窄の症例に対して緊急BDAは有効な治療法で

あった．

　　　　　　　　　はじめに

　近年，大動脈縮窄症術後再狭窄に対する治療法とし

てその有用性や安全性からバルーン血管拡大術（bal－

loon　dilation　angioplasty，　BDA）が第一選択とされ

ている1）”13）．しかし施行時期に関しての明確な基準は

なく，術後早期の低体重例にBDAを施行した報告は

少なく数えるのみである1）～14）．我々は術後57日目（口

齢59）に，体重2，360gで緊急BDAを施行し，救命し

得た大動脈縮窄症複合型術後再狭窄の1例を経験し

た．本症例はBDA施行時期や適応を考える上で貴重

な症例と思われたので報告する．

別刷請求先：（〒371）前橋市昭和町3　3922

　　　　　群馬大学医学部小児科　　　井上　佳也

　　　　　　　　　症　　例

　症例は日齢2の女児で，在胎39週2日に正常分娩に

て出生し，出生体重は2，812gであった．日齢1，多呼

吸およびチアノーゼを主訴に群馬県立小児医療セン

ターに入院し，日齢2，逆行性榛骨動脈造影を施行し

た（図1）．同日，大動脈縮窄症複合型の診断で手術を

目的に当科に入院した．

　入院時現症：心拍数150／分，呼吸数80／分，90／30

mmHg（上肢），50／30mmHg（下肢）でh下肢血圧差

は40mmHgであった．聴診所見としてはII音の充進を

認め，腹部では肝を3横指触知した．

　入院時検査成績：動脈血血液ガス分析ではpH

7．251，pCO222mmHg，　pO279mmHg，　HCO39．7

mmol／1，　BE－15．3mmol／1，　Sat．0294．4％と代謝
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性アシドーシスを認めた．胸部X線では心胸郭比は

65％で肺血流量の増加を認めた．心電図は洞調律で両

室肥大を示した．心エコー検査では大動脈縮窄，心室

中隔欠損，動脈管開存を認めた．心室中隔欠損は

malalignment　t｝・peで，エコー計測上，6．3mmであつ

た．動脈管開存の血流は右左短絡で下肢へのMl流は動

脈管依存性であった．逆行性榛骨動脈造影（図1）で

は大動脈峡部が管状形成不全を呈し，同時に動脈管前

部に限局性の狭窄を認め，同部位での径は1．Ommで

あった．動脈管および肺動脈は描出されなかった．

　手術および人院後経過：日齢2に，Blalock　Park法

による弓再建術と動脈管結紮術および肺動脈絞掘術を

施行し，日齢5に人11［呼吸器より離脱した．以後はア

スピリン，利尿剤による内科的治療を行ったが，多1呼

吸および体屯増加不良は改善せず下肢の脈も弱く触れ

るのみであった．日齢56にドップラーlll山i計にて測定

日ノ」＼tii「1－　，］，S　　l　l　（6），　1995

した右ヒド肢lllL圧差は50mmllgで，日齢59（術後57日

目）にはチアノーゼが増強しド肢の脈は触れず無尿の

状態になったため挿管した．体重は2，360gであった．

挿管前の動脈上flHm液ガス分析では，　pH　6．978，　pCO，，54

mmllg，　pO223mmHg，　HCO、12．8mmo1／／，　BE－

20．2mmol／／，　Sat．022｛｝．4％と混合L性アシドーシスを

認め，胸部X線では，心胸郭比は66％で肺聖1佃象を認

めた．これらの所見から，大動脈縮窄症術後再狭窄と

診断し緊急のBDAを行った．

　BDAの方法（表1，図2）：カットダウンにて左大

腿動脈を露出し4Frのシースを挿人した．BI）A前の大

動脈造影では，ヒ行大動脈径は6．7mm，狭窄前部径は

3．7mm，狭窄後部径は7．Omm，横隔膜部ド行大動脈径

は5．Ommであった．カテーテルはバノレーン径が横隔膜

部下行大動脈径を越えないという基準から選択した．

0．Ol8，150Cln長のガイドワイヤー操作ドに，まず，バ

ルーン径が4mmの3．5Fr．　TYSIIAKバルーンカテー

テルを挿人し，バルーンは5気圧，1｛〕～20秒の条件で

2回拡張したが，2回の拡張で大動脈引き抜き圧較差

に変化を認めなかったため，5mm径のバルーンに変更

し同条件でさらに2回拡張した．図2Bの如く，Waist

は完全には消失しなかったが，BI）A後，狭窄部径は

表　1　　　BI）A　O）糸1ヤ果

A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C

　［ツ｜2　バルーンl／ll］1弓広ノミ術レ）糸過（A：郁∫III∫，　B　・iノレーン拡大‖芋，　C：郁仔菱）
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表2　術後大動脈閉塞性病変に対するバルーン療法一当院での成績

症例 診断
　手術法
（施行年齢） BDA時年齢 手術との間隔 BDA時

体重

狭窄部径
（mm）
前／後

圧較差
（mmHg）
前／後

遠隔期大動脈
引き抜き圧較差
（BDAとの間隔）

S．S． CoA 　B．P
（日令2）

日令59 57口 2，36｛19 1，O／2．3 64／23

ll．S◆ IAA 　B－P
（日令3） 1歳4ヵ月 1年4カ月 8kg L6／5．9 65／26

T．II． CoA SCF法
（口令7） 1歳4カ月 1年4カ月 10kg 4，2／6．O 50／25 201nmHg

（4カ月）

1．E． CoA Meier法
（5カ月） 6歳7カ月 6年2カ月 16kg 3，O／6．0 55／35 漂唱ξ

B－P法：Blalock　Park法，　SCF法：鎖骨下動脈フラップ法

1．Ommから2．3mmに拡大し，大動脈引き抜き圧較差

は64mmHgから23mmHgに低下した．BDA直後の大

動脈造影では動脈瘤の発生や大動脈解離は認められな

かった．血管壁，カットダウンの部位を縫合しBDAを

終了した．

　術後経過：術後はアスピリンおよび利尿剤の投与を

続け，BDA後4日目に人工呼吸器から離脱した．4カ

月時，BDA施行2カ月後の時点で，両側の大腿動脈は

弱いが触知した．血圧は右上肢84／47mmHg，右下肢

50／38mmHg，左下肢52／44mmHgであった．さらに同

時期に行った心エコー検査では，大動脈弓遠位部に38

mmHgの圧較差を認めた．現在10カ月で外来にて二期

手術の待機中である．

　術後大動脈閉塞性病変に対するBDAの成績（表

2）：当院では本症例を含め4例の術後大動脈閉塞性

病変に対しBDAを施行した．基礎疾患は大動脈縮窄

症複合型術後が3例，大動脈弓離断症術後が1例で，

手術法は，Blalock　Park法が2例で，鎖骨下動脈フ

ラップ法1例，Meier法1例であった．　BDA施行時年

齢は日齢59，1歳4カ月，1歳4カ月，6歳7カ月で

平均2歳6カ月，術後経過期間は57日，1年4カ月，

1年4カ月，6年2カ月で平均2年5カ月であった．

体重は2，360g，8kg，10kg，16kgで平均9kgであっ

た．3例は二期手術前に待機的にBDAを施行し二期

手術を施行したが，本症例は緊急的にBDAを施行し

た症例であった．結果，4症例の狭窄部径は平均2．5

mmから5．5mmに拡大し，引き抜き圧較差は平均61

mmHgから28mmHgに低下した．BDA後遠隔期に心

臓カテーテル検査を施行し得た症例は4例中2例で，

2例は遠隔期に大動脈引き抜き圧較差の低下を認め
た．

　　　　　　　　　　考　　察

　大動脈縮窄症に対する縮窄解除の手術法として，鎖

骨下動脈フラップ法，縮窄部切除端々吻合，パッチ拡

大術など施設により様々な方法が選択されてい
る15）”‘22）．当院においては，大動脈縮窄症に対する手術

法の基本方針として鎖骨下動脈フラップ法を第一選択

としてきた．しかし，本症例は，大動脈峡部が管状形

成不全を呈し同時に動脈管前部に限局性の狭窄を認

め，鎖骨下動脈フラップ法による縮窄部の拡大が困難

と判断し，Blalock　Park法を選択した．

　本症例が術後再狭窄を生じた理由として，縫合部が

全周性になり動脈管組織が残存するBlalock　Park法

を選択したことが一因として考えられる．Russellら23）

は，縮窄部切除端々吻合を施行した大動脈縮窄症23例

の切除部分の病理組織を検討し，22例に動脈管組織が

大動脈に全周性に存在したことを報告し，術後の再狭

窄に動脈管組織が関与している可能性を示している．

その他の報告においても大動脈縮窄症の術後の問題点

として術後再狭窄を挙げており15）－22｝，その機序として

残存する動脈管組織の収縮を考慮し手術法を工夫した

という報告15）もある．しかしながら術後再狭窄例は手

術法に関わらず認められ，他の要因として本症例のよ

うな新生児期手術例15）～2°｝，低体重例21）で多いとの報告

もある．

　術後再狭窄を生じた場合，再手術例は死亡例も少な

くなく，しかも術後の癒着や再々狭窄さらに動脈瘤お

よび脊髄損傷などの問題点がある22｝24）．そこで最近は，

BDAが，その有効性や安全性の面より，大動脈縮窄症

術後再狭窄に対する第一選択の治療法として認められ

てきた1）～12）．大動脈縮窄症術後再狭窄に対するBDA

を施行した200例を集計したVACA　Registryの報告8）

では，狭窄部位前後の圧較差は，平均42±20mmHgか
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ら13±12mmllgと有意に低下し，死亡例は200例中5

例に過ぎず，うち3例は合併奇形によるものであり，

BDAは有効であると結論している．

　本症例は術後57口目に人工呼吸管理が必要となり体

重2，360gで緊急BDAを施行した．我々が施行した

BDAと表3に示した過去の報告1）一’1’）の間に，バルー

ン径の選択，拡張圧，時間の差は認められなかったが，

過去の報告と比較すると，術後早期に低体重でBDA

を施行し合併症を生じなかったことが本症例の特徴で

ある．BDAの適応に関する報告7）25｝は散見され，　Coo一

日本小児循環器学会雑誌　第11巻　第6号

perら7｝は，人工呼吸管理が必要な症例や1二肢の高血圧

が高度な症例を除き，待機的BDAが可能な再狭窄例

は8～10kg以ヒになるまで待つことを基本方針として

いる．しかし，BDAの最適時期や，術後経過期間と

BDAの安全性に関しての明確な基準は現在認められ

ない．BDAは術後早期に有効例が多いとされD8），

Singerら14）も術後7週にBDAを施行し救命し得た大

動脈縮窄症術後再狭窄の1例を報告している．一方，

術後早期のBDAは術創が離開し大動脈破裂を生じる

頻度が高いという矛盾がある．Rovertsら26｝はBDA

表3　術後大動脈閉塞性病変に対するバルーン療法　過去の報告1）’“14）一

報告者（西暦） 症例数 BDA施行年齢
o∠均）単位：月

r術とBDAの間隔
（平均）単位：月

体重（平均）

単位：kg
合　併　症 備　　号

Sillgerら
　（1982）

1 L8 1．8 大腿動脈閉塞なし 生後7週にBDA施行

Lockら
（1983）

5 1．5204
　（90）

　動脈瘤：o
Intimal　tears：2

Kanら
（1983）

7 lo　204
（ll3）

1098
（95） 死亡：1 心室細動による死亡

Lababidiら
　（1984）

7 36192
（121）

36132
（74）

Allel1ら
（1986）

8
724〔｝

（lo2） 一
動脈瘤：o
高lflL月：：1

Hessら
（1986）

5 1，514．3
　（8．2） バルーン破裂：3

Sal11ら
（1987）

27 3261
（67）

318n
（2・1）

　動脈瘤：2
大腿動脈閉塞：5

Cooperら
　（1989）

41 2240
（18）

｜．5】80
　（49）

272
（18）

　動脈瘤：1
大腿動脈閉塞：4
　　死亡：2

2例が遠隔期に
動脈瘤を発生

He｜1ellbralldら
　　（1990）

200 1312
（84）

1．5430
　（6｛D

lntimal　dissecti（）n：3

　大腿動脈閉塞：17
　バルーン破裂：19
　　　死亡：5

Raoら
（199ω

9 684
（29）

684
（26）

　動脈瘤：0
人腿動脈閉塞：1

Hijaziら
（1991）

26 4348
（45）

4276
（31）

5，461
　（一）

　動脈瘤：1
大腿動脈閉塞：1
　高1【11圧：3

Anjosら
（1992）

27
2．622｛｝

　（8）
2216

（7．5）
3，250
　（8）

　動脈瘤：2
大腿動脈閉塞：1一過性半盲：1バルーン破裂：1 動脈瘤を合併した

1例に丁術施行

Witsellburgら
　　（1993）

24
4－194
（7D

　動脈瘤：1
大腿動脈閉塞：3一過性半盲：1バルーン破裂：4

　心不全死：1

Inoら
（1995）

7 2132
（32）

4，132．6
（ll．6）

大腿動脈触知不良：1
（1～2日後に回復）

自験例
（1995）

4 1，979
　（30）

L974
　（29）

2，416
　（9）

　動脈瘤：o
大腿動脈閉塞：0

術後57日〕（2，3609）に

　　BDA施行

：記載，無し
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により致死的な大動脈破裂を生じた症例を報告し，小

さいベルーン径でWaistの消失しない症例では大き

いサイズのバルーン径に変更する際に注意が必要であ

ることを述べており，ここに報告したBDAにおいて，

Waistの消失に固執しなかったことが未然に大動脈破

裂などを防いだ可能性はある．しかし，術後早期の

BDAの安全性を確立するには今後の症例の蓄積が必

要と思われる．つまり，Singerらや我々の症例に於い

て術後7～8週にBDAを施行し合併症を生じること

なく救命し得た事実は術後早期BDAの最適時期を決

める一つの参考資料になるものと思われる．

　本症例のような低体重例でBDAを施行した時に，

発生しやすい合併症は大腿動脈損傷である．Burrows

ら27）はBDAを施行した64例の大腿動脈を検討し，12

kg以下の乳幼児に対しBDAを施行した場合，大腿動

脈閉塞や大腿動脈破裂の可能性が高いと述べている．

しかし，Burrowsらの報告は全例がシースを用いてお

らず，8Fr．，9Fr．の比較的太いカテーテルを大腿動脈

に挿入しバルーンカテーテルを直接引き抜いているた

め，大腿動脈損傷を生じる頻度を高めた可能性がある．

本症例はBDA施行前には下肢の脈は触知しなかった

ため穿刺法は選択せず，確実性を優先するためにカッ

トダウンを行い，大腿動脈に4Fr．のシースを挿入して

からガイドワイヤー操作下に3．5Fr．　TYSHAKバ

ルーンカテーテルを挿入した．直視下では4Fr．のシー

スが限界で5mmのバルーン径が最大であったが，血管

壁を縫合し術後はアスピリンを投与し結果的に大腿動

脈の閉塞は来さなかった．大腿動脈損傷を防ぐ方法と

して出来る限りサイズの小さいカテーテルを選択する

ことが挙げられ，本症例も3．5Frのカテーテルを使用

し合併症を生じず目的を達成できた．過去の報告8）9）で

も大腿動脈損傷を軽減する目的で症例の発育を待ち，

可能な範囲で細いカテーテルの選択を推奨している．

また，大腿動脈損傷に対する他の予防的手段として抗

凝固療法28）や，静脈側からの順行性BDA29）が報告され

ている．

　BDA後の合併症としては，動脈瘤の発生が多く報

告されている6）－8｝1°｝11）．BDAによる大動脈縮窄部の拡

大は組織学的には内膜と中膜の断裂であるとさ
れD3°），血管内エコーによる血管壁の検討31）～34）からも

BDA有効例の多くで内膜の亀裂や動脈壁の解離が観

察されている．血管断裂が過剰であった場合には動脈

瘤が合併症として生じ，発生頻度は9％であるとされ

ている8｝．動脈瘤に関してHijaziら1°）は，　MRIを用い

825－（81）

て再狭窄に対するBDAを施行した13例に平均3．1年

の経過観察を行い，BDA直後に動脈瘤を生じた1例

はBDA施行15カ月後に動脈瘤の拡大を認めなかった

こと，他の12例は新たに動脈瘤を生じなかったと報告

している．一方，Cooperら7）はBDA施行平均12カ月後

に，21例中2例に新たに動脈瘤を生じたと報告してい

る．従って本症例もBDA直後には動脈瘤を生じな

かったが，二期手術前に動脈瘤の有無を確認しておく

ことが必要と思われる．他の合併症として，バルーン

破裂5），Post　coarctectomy　sydrome8），一過性半盲’1）’2）

の報告がある．また，武知ら35）は，BDA時のガイドワ

イヤーによるCollateral　vessel穿孔合併症に対し，止

血用スポンゼルにて塞栓止血した症例を報告してい

る．

　BDA後の遠隔期成績について，多くの症例は拡大

した吻合部が成長し圧較差が若干減少するという報告

が散見される9）～ll）．当院でBDA後遠隔期に心臓カ

テーテル検査を施行し得た2例も同様の経過をとり，

大動脈引き技き圧較差は，1例がBDA後25mmHgか

ら遠隔期20mmHgに，1例がBDA後35mmHgから
遠隔期19mmHgに低下している．一方，　BDA後遠隔

期に術後再狭窄を生じる例もあり，過去の報
告6）7）9｝1’）12）によればBDA後遠隔期に20mmHg以上の

圧較差を認める頻度は9～67％である．Witsellburg

ら12）は，BI）A後24例中22例に対し平均1．4年の経過観

察を行い，4例に20mmHg以上の圧較差を認めたこ

と，4例中3例の術式が縮窄部切除端々吻合であった

こと，うち1例にBDAが有効であったことを報告し

ている．Anjosら11）は，26例に対し平均1．8年の経過観

察を行い11例に20mmHg以上の圧較差を認めたこと

を報告し，その危険因子として大動脈弓が低形成であ

ることを挙げている．本症例の術後の大動脈弓遠位部

は初回手術がBlalock　Park法であるために低形成で

あり，BDA施行2カ月後の時点で心エコー上38
mmHgの圧較差を認めていることから，今後，狭窄が

残存もしくは進行する可能性がある．

　術後再狭窄例に対するBDAや再手術以外の方法と

して今後，年長児には内膜や中膜の亀裂を生じないス

テントが普及してくるものと思われる36｝．成長著しい

乳児例に対するステント療法は現状では適応となら

ず，おそらくBDAが今後しばらくは乳児の再狭窄に

対しても第一選択の治療法になるものと思われる．

　　　　　　　　　　結　　語

　大動脈縮窄症術後再狭窄を生じたため，緊急BDA

Presented by Medical*Online



826－一・（82）

により救命し得た一乳児例について報告した．術後早

期（術後57日目）の低体重児ではあったが，至適サイ

ズのカテーテルを使用することにより合併症を生じる

ことなくBDAを施行できた．　BDAは，術後早期かつ

低体重例の術後再狭窄に対しても有効な治療法であっ

た．

　最後に御校閲を賜りました群馬大学医学部小児科学教室

森川昭廣教授に深謝致します．
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Balloon　Dilation　Angioplasty　for　Aortic　Recoarctation　in　an　Acutely　Ill　Infant

　　　　Yoshinari　Inoue，　Sanayasu　Ono，　Shigeki　Ishihara＊，　Katsuhiko　Sone＊＊，

　　　　　　　　Takashi　Kosuda＊＊，　Makoto　Shinohara＊＊，　Yasunori　Okada＊＊，

　　　　　　　　　　　　Toshihiro　Kobayashi＊＊＊and　Tomio　Kobayashi＊＊＊

Department　of　Pediatrics，　Saiseikai　Maebashi　Hospital，　Maebashi，　Gunma，371、　Japan

　　　　　　＊Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Saiseikai　Maebashi　Hospital

　　　　　　　　　　＊＊Division　of　Cardiology，　Gunma　Children’s　Medical　Center

　　　　　　　＊”Department　of　Pediatrics，　Gunma　University　School　of　Medicine

　　　We　report　a　case　of　emergency　balloon　dilation　angioplasty（BDA）for　aortic　recoartati（）n．

This　patient　was　diagnosed　with　coarctation（CoA）of　the　aorta　complex　and　was　hospitalized　for

surgical　repair　at　the　age　of　2　days．　The　PDA　ligation　and　pulmonary　artery　banding　were

performed，　and　the　CoA　was　repaired　by　Blalock　Park　procedure．　But　57　days　later，　she　was

noted　to　have　severe　cyanosis．　Her　weight　was　2360　grams．　Physical　examination　revealed

marked　tachypnea　and　the　femoral　pulses　were　not　palpable．　Endotracheal　intubation　stabilized

her　condition　without　significant　improvement．　Blood　gas　analysis　in　the　right　arm　revealed

mixed　acidosis．　Chest　radiograph　demonstrated　cardiomegaly　and　pulmonary　vascular　conges－

tion．

　　　Cardiac　catheterization　was　performed　with　a　4　French　guiding　catheter　via　a　4　French

arterial　sheath　at　the　left　femoral　artery．　A　O．018　inch　guide　wire　was　positioned　in　the　ascending

aorta　and　a　3．5French　TYSHAK　angioplasty　catheter　with　inflated　diameter　of　4　and　5　mm　was

advanced　over　the　guide　wire　and　positioned　at　the　recoarctation　site．　The　balloon　was　inflated

with　dilute　contrast　medium　to　a　pressure　of　5　atm，　which　was　maintained　for　lO～20　seconds，

and　the　balloon　then　deflated；this　procedure　was　repeated　four　times．　After　BDA，　the　peak

systolic　pressure　difference　across　the　recoarctation　site　decreased　from　64　mmHg　to　23　mmHg

and　the　diameter　of　the　lumen　at　the　recoarctation　site　increased　from　1．Omm　to　2．3mm．　No

complications　developed　during　and　after　procedure．　Over　the　next　4　days　the　she　was　weaned

from　the　respirator　and　extubated．　We　administered　smaller　doses　of　diuretics　and　aspirin　to　her．

The　femoral　pulses　have　remained　palpable．

　　　　BDA　was　an　effective　treatment　for　a（）rtic　recoarctation　in　an　acutely　ill　infant　even　in　the

early　stage　after　surgical　repair．
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