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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　症例は日齢28日に当院に入院した新生児で，大動脈弓離i断症（type　B）兼心室中隔欠損症と診断，当

日緊急で大動脈弓再建術および肺動脈絞拒術を施行した．しかし気管支狭窄を合併し，呼吸器からの離

脱不能であった．このために日齢47日心内修復術と左気管支を圧迫していた主肺動脈および左肺動脈の

縫縮を行った．術中所見では，縫縮により気管支の圧迫は解除されたものと考えられ，肺動脈のつり上

げは行わなかった．しかし術後も呼吸状態の改善は得られないため，気管支鏡検査を施行，左主気管支

の扁平化による閉塞，右主気管支は肉芽の形成による高度の狭窄を認めた．そこで日齢7ユ日にバルーン

カテーテルによる気管形成術を試み，左気管支閉塞部の良好な開存および右気管支の肉芽の消失が得ら

れ，呼吸器からのスムーズな離脱が可能となった．先天性心疾患に合併した気管・気管支狭窄は予後不

良となることが多いが，本治療は侵襲が少なく，本例のような有効例もあり有意義な治療法と考えられ

た．

　　　　　　　　　　はじめに

　重症の先天性心疾患に気管・気管支狭窄を合併した

場合，予後不良の転機をとることが多い1）．我々は，大

動脈弓離断兼心室中隔欠損症の術後にみられた気管支

狭窄例に，バルーンカテーテルによる気管支形成術を

施行し，著効を呈したので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　38週2，970gにて出生．アプガースコア9点．生後12

日，発熱を来たし，産科受診．そのとき心雑音も指摘

され，某病院に紹介入院．心室中隔欠損症と敗血症の

診断で入院加療されたが，日齢26日から多呼吸，嘔吐

出現し，口齢28日で当院に転院となった．心エコーな

らびに逆行性梼骨動脈造影により大動脈弓離断症

（type　B）兼心室中隔欠損症と診断した（図1）．同日，

緊急手術にてreversed　subclavial　flapにパッチを用

いた大動脈弓再建，動脈管結紮，肺動脈絞拒術を行っ
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図1　右榛骨動脈から行った逆行性梼骨動脈造影の左

　前60度斜位像．大動脈弓は左頸動脈分岐部で離断，

　下行大動脈は左頸動脈から頭部を経て椎骨動脈を経

　由し造影された．

た．しかし術後，人工呼吸器の換気条件を下げると呼

吸困難症状が出現し，左側呼吸音の減弱が認められた．

呼吸器からの離脱不能と判断し，日齢47日に心室中隔

欠損パッチ閉鎖手術を施行した．その際に左肺動脈に
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よる気管支圧迫解除を目的として主および左肺動脈の

縫縮術を行った．肺動脈縫ネ宿後，左肺の換気が改苫し，

外見からの気管・£形態からも気管支の圧迫は解除され

たものと考えられ，肺動脈のつり上げは行わなかった．

しかしながら，術後巾行動態は安定していたものの気
，i工〔5央ラ吉」］i斗犬1よ・li）ζ力夷一V寸ご，　ノ亡賄lf（ノ三）II乎1吸丁当ニカ支弓弓，　↑rド」：1三1∬より

認めた胸部X線写貞における左側川∫気腫の1所見は改

善しなかった（図2）．

　　日齢61川に気管支鏡を行った．左主気管支は分岐部
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図3　内視鏡所見．左｜：気管支（▲）は閉塞し，右主

　気管支（▲▲）は肉り｛により高度の狭窄を認y）る．
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ヵ、らlcm亘主f寸元剖｛一（；一扁il／：fヒし閉笥忘して『し、i‘．　㌃て管（ノ）月「元11ユ

にkる拍動や，加圧換気による形態の変化は認めず，

malaciaの合併1よないと考えられた．右⊥気管・支は分

岐部から1cmほどの部位に生じた肉り｛に．より
20～3｛｝°o程度しか｜用存していなかった（図3）．左一i：気

管支閉塞の1鵬〔因は外因，すなわち血管による圧迫のた

占り…式㌘了）ヒ川’イ」三力∫」肩’1乙イヒし，　JWI育｝㌣（ノ）ll三〕上ニュf彫1：i幻ミ7・菱もjF　寛眞自ξJiこ

はllll復しなか一♪たためと考えられた．そこでlI齢71日
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術を試みた．挿管チ．1－一ブの外径を｝，｛こ準として計測し

えこ長て育”；；f’f”ζt5．51nn〕’こ：’］来’ク吉音「～σ）ン｝・ミi；iLi　El［Jレ）i－1隻〔㌘∫；一芝ff｛よ

イ13．8nm〕，左は：．lmmであ一．．）た．

　　全身麻酔ドに気”i｝；；内に1％キシロカインを注人し，

気管支鏡にて左右気管支を観察した．その際，ファイ

バーの先端を透衿］で確認し，透視Lの狭窄音1≦の位置を

石在元忍した．　ノゾでドワィアを’S’t　｛ゴさ一ぜてカ・らバ’ルーンカ

ブ’一フ・’ノレ（7i〈，6mm，　ノぐノレーン⊥ミ2Cln　U）ノぐノレーンプノテー一

テルピ1ノルトラシン，メディテック社））を挿入した．

ノぐノレーンU）圭広弓長に1まこ上fごてニ’2f音にfii　／l・｛した〕巴景〃斉‖（io－

hexol）を川い，10気A三1分間c，i）IJIII　IIを原則とした．圭

ず左主気管如、こカテーテルを挿入し，深度を調整しな

がら計6川／川圧’Y－Jiつた．左側で『は，狭窄部がバルー

ンの有効長より長いためにwaistを認めず，／川圧によ

りバルーンが糸麦やかに4広大し，狭’窄剖1（ノ）角ノ自笥ミがf」1われ

たと考えられた（図4）．ついで，右1：気管．支α）「勾・芽形

図4　左上気管1ζに‡ifi入したバノレーンカf’　一アルを拡

　張し，気管．芝形成を行った．左側で’はwaistを認め

　　なか一・た．
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1司5　右E気‖～’支エバルーンカアー」’ルを拡’1長したところ．1勾芽に一・致してwaist（▲）／l、認めたC勺二
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図6　治肖後の内視鏡所見．左L式管↓ζ腔（▲）が開

　川し，右ヒ気管：支の肉｛杓よ消失した（▲▲）．

成による狭窄部に対しても同様に加1：llを計6回施行し

た．右側では川才の部分に一一致してwaistが形成され

加圧により消失した（図5）．操作中は］00％酸素によ

り用手換気を行ったが，バルスオキシメーターにより

モニターした動脈血酸素飽和度の低ドは認めなかっ

た．術後の内視鏡所見では，左側の気管支腔は開［し，

右主気管支の肉芽は消失した（図6）．処置に要した時
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図7　治／《侵の胸1’1／ICX線’勺：貞．術前に11忍めた左肺気腫

　所見が改苫し，良好なiX気状態となった．

間は’1・O分間であった．処置後デキサメサゾン1日量0．3

mg／kgを4［MH静注した．

　治芦翌日のX線写真では，左側の肺気腫所見が改善

しており，両側肺の含気状態の改善を確認した（図7）．

その後は川頁調に呼吸器からの離脱が11∫能となり，バ

ルーン治療後5日目に抜管した．抜管後も喘鳴，陥没

1呼吸等の気道狭窄症状が続いたが，気管芝拡張剤の吸

入等により対処した．気道狭窄音は治療後2週日頃か

ら改善し，日齢9｛〕日に無車退院，以後外来にて経過観
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察中である．なお患児には特徴的な円錐動脈幹顔貌が

認められ，染色体分析にて22番染色体q11．2の欠失を

有することが判明した．

　　　　　　　　　　考　　案

　先天性心疾患に伴う気管・気管支狭窄におけるバ

ルーン形成術の意義

　先天性心疾患に伴う気管狭窄は，血管輪，pulmonary

artery　slingや拡大した肺動脈などの心血管による気

管・気管支の圧迫が原因であることが多い’）．

　気管・気管支狭窄に対する治療は，従来保存的治療

または手術による再建が行われてきた．手術治療法と

しては，限局性のものに対しては端々吻合が試みら

れ2｝，またentire　tracheaなどlong　segmentの狭窄例

に対しては軟骨グラフトを用いた気管形成術（Kimur－

aが初めて報告）が3｝，さらに心膜や食道壁を用いた拡

大法4）5）などの報告がみられる．しかし最近のトロント

小児病院からの報告においても手術を受けた症例の生

存率は31％であり6），良好な成績とは言い難い．

　そこで，原則的には保存的治療を優先するべきであ

ると考えられてきた7）が，近年バルーンカテーテルに

よる気管狭窄の治療が注目されるようになった．

Cohenらは，初めて先天性気管狭窄の術後再狭窄例に

対しバルーンによる気管形成を試み良好な結果を報告

した8）．その後，後天性気管狭窄のみならず，先天性の

限局性9）からlong　segmentにわたる狭窄に対しても

バルーンカテーテルによる気管形成術が施行され，満

足できる結果が報告されている1°）．

　本症例のような先天性心疾患と気管または気管支狭

窄合併例に関しては，Yamaguchiらが心疾患と軟骨

グラフトによる気管狭窄の同時手術による救命例を初

めて報告しているが］’），彼らが指摘しているように，心

疾患の手術侵襲に加え気管狭窄部の解除手術も大きな

侵襲となる上に，手術部位の感染や呼吸不全自体の長

期化のため，一般に治療成績は極めて不良である．そ

こでバルーンカテーテルによる気管形成術はこれらの

問題を回避できるため，心疾患合併例では特に有意義

な治療法として期待される．

　本症例において左気管支狭窄は，高肺血流に伴い拡

大した肺動脈および左房の圧迫のため，本来狭窄また

は軟化症のない気管支に生じたものと思われ，心臓に

対する手術および肺動脈縫縮術により軽快するものと

考えていた．しかしその後も気道狭窄症状の改善を認

めず，さらに長期挿管のために右主気管支の肉芽形成

を合併し，抜管不能であったため，気管支狭窄に対し

77］　（33）

処置が必要な症例と判断，まずバルーンによる気管支

形成術が選択された．

　気管・気管支狭窄に対するバルーン形成術の方法に

ついて

　バルーンサイズの選択

　我々は透視下で挿管チューブの外径との比較により

気管・気管支内径の計測を行い，気管径とほぼ同サイ

ズの径6mmのバルーンを選択し，特に合併症もなくか

つ有効であった．本症例のように気管・気管支に膜性

部も存在すると思われるタイプ（内視鏡所見からの推

測による）の狭窄では，正常部の気管または気管支径

とほぼ同サイズまたはわずかに大きいサイズのバルー

ンが適正かと考える．一方，complete　tracheal　ring等

では気管軟骨に亀裂の形成されることを確認するまで

サイズを上げ，挿管チューブをステントとして損傷部

の治癒を待つ方法も報告されている1°）12）13）．しかしバ

ルーン気管形成術では合併症として穿孔，縦隔気腫の

報告もあり慎重な選択が必要である1°）12）13）．新生児の

気管径が5mmから5．5mmであることから4mmで治

療開始，6mmまでサイズアップをすれば十分な効果が

得られるとし，過大なサイズのバルーンに反対する意

見もある9）．

　バルーンの位置決定および操作について

　侵襲の大きい気管・気管支造影を行わなくとも，病

変部を描出した内視鏡の位置を透視下で確認すること

により，透視下の狭窄部の範囲を容易かつ正確に決定

することが可能であった1（”．またガイドワイアを用い

ることにより左右の気管支各々に容易にバルーンを進

めることが可能であった．

　加圧の上限およびバルーンの充填方法について

　加圧最大圧についてはバルーンの耐圧許容範囲内に

とどめるのは当然であるが，範囲内においても気管・

気管支損傷を危惧した場合，過剰な高圧は避けるべき

である．本例では10気圧までの加圧により，出血また

は縦隔気腫等の合併症はなかった．肉芽形成の部位で

はwaistを確認し，消失するまで加圧することにより

良好な結果が得られた．

　バルーンの充填内容物は，空気による方法も報告さ

れている14）．確かに，容易にdeflateできることやバ

ルーンが破裂した際の肺損傷を考えると有利である

が9），バルーンの位置やwaistの形態確認には造影剤

による充填が優れている．今回は造影剤を2倍希釈す

ることにより，迅速なde廿ateが可能であった8）9）．
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　適応について

　気管支狭窄に対するバルーンカテーテルによる気管

支形成術は，心疾患術後早期は処置による影響が懸念

されるものの，血行動態の安定が得られた後であれば，

侵襲が極めて少なく，積極的に考慮すべき治療法と思

われる．

　ただし，狭窄のタイプにより，その成功率の異なる

ことが推測される．本症例の左主気管支のように，気

管・気管支軟化症合併がなく，かつ外部よりの圧迫が

原因であるタイプの気管・気管支狭窄に対して，外部

からの圧迫（本症例では肺動脈による）を手術により

解除した後も，気管あるいは気管支の変形が持続する

ような症例において最も有効ではないかと思われた．

外部からの圧迫を解除していない場合は，バルーン

de廿ate後に再度圧迫により気管の変形を来すと考え

られるため，バルーン治療前に圧迫の主原因を除去し

ておく必要があると考えられる．

　また肉芽形成による気管狭窄に対しても非常に有用

であった．この機序として，肉芽組織の挫滅等の物理

的な要因によるものと推察される．ただし，肉芽組織

が上皮化してきた場合には，レーザーの併用等も考慮

する必要があると考えられる13）．

　一方気管軟化症によるものは原則的に適応外と考え

られる1°）．また軟骨輪が形成されているようなタイプ

に対しては，十分な効果を得るためにはバルーンサイ

ズを過大なものにする必要があり，穿孔の危険性が高

く，慎重に対応するべきである9）1°）12）13）．しかし，気管・

気管支に対する手術による種々の合併症が懸念され，

予後不良と考えられる症例においては，気管・気管支

に対する外科的治療のバックアップを整えた上で積極

的に試みてよい治療法であると考えられた．

　　　　　　　　　　むすび

　気管支狭窄に対するバルーンカテーテルによる気管

支形成術は，種々の合併症が懸念され予後不良と考え

られる先天性心疾患症例に合併した気管・気管支狭窄

において有意義な治療法であると考えられた．
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ACase　Report：Balloon　Dilation　of　Br（，nchial　Stenosis

Yoshitomo　Okajima1），　Hiroyuki　Aotsukal），　Hiromichi　Hamada’），　Tadashi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kozo　Matsuo2｝and　Koichiro　Niwa1）

　　　　　　　　　　　　　Department　of　Cardiology1）and　Cardiovascular　Surgery2）

Fujiwara2），

　　　We　report　a　case　with　successful　balloon　dilatation　of　bronchial　stenosis　associated　with

interruption　of　the　aortic　arch．　A　28－day－old　female　infant　was　hospitalized　for　interruption　of　the

aortic　arch（type　B）．　Aortic　arch　reconstruction　was　successfully　performed　immediately　after

admission，　however，　weaning　from　the　ventilator　was　difficult　because　of　left　bronchial　stel〕osis

due　to　compression　of　left　pulmonary　artery．　Then　47　days　after　birth，　intracardiac　repair　for

ventricular　septal　defect　and　tailoring　of　the　main　and　left　pulmonary　artery　by　resection　of　part

of　the　wall　were　performed．

　　　Despite　these　procedures，　weaning　from　the　ventilator　was　still　difficult　and　endoscopic

examination　on　the　61st　day　after　birth　revealed　complete　obstruction　of　the　left　main　bronchus

and　newly　developed　granuloma　in　the　right　main　bronchus，　which　were　only　20　to　30％patent．

　　　We　performed　balloon　dilatation　of　bronchial　stenosis　on　the　71st　day　after　birth．　The

balloon　was　6　mm　in　diameter，　the　same　at　the　tracheal　diameter．　After　the　catheter　was　passed

over　a　guide　wire　into　the　desired　segrnent，　the　balloon　was　inflated　with　dilute　contrast　material

for　l　minute　at　10　atm．　This　procedure　were　repeated　6　times　on　each　side．

　　　After　balloon　therapy，　chest　X－ray　showed　dramatic　improvement　and　the　infant　was　weaned

from　the　ventilator　smoothly．　The　patient　was　extubated　5　days　after　the　procedure　without　any

sequelae．

　　　　Balloon　therapy　is　less　invasive　and　as　effective　for　the　bronchial　stenosis　compared　to

surgical　procedure．
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