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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　JPIC研究会のアンケート調査の成績とVACA　registryの成績を比較することにより，本邦における

大動脈縮窄（CoA）に対するバルーン拡張術（BA）の現状について検討した．方法はアンケート調査（Part

IBAの適応，方法，有効の判定基準など，　PartII　BAの成績，再狭窄および合併症など）とVACA

registryからの原著論文のドラフト資料を比較検討した．その結果，　JPIC研究会からは35施設一208例，

VACAからは25施設一970例が集積され，未手術例／術後症例数の比率はそれぞれJPIC：56／152，

VACA：422／548であり有意にJPICで未手術例の症例数が少なかった（p＜0．01）．　BA後の圧較差，縮

窄径の変化率は未手術例および術後例共にJPIC群に比しVACA群で有意に大きかった．合併症の頻度

は両群に有意差なし．施設の経験度についての比較ではVACA群で有意に20例以上経験している施設

数が多かった（40％vs　5．7％）．　BA施行開始からの調査までの年数とOdds比との関係は2年以下の経

験施設＝6．26，6年以上の経験施設＝1．69であった．

　本邦では米国VACA　registryと比較するとバルーン径／縮窄径比では差がないが，基礎疾患の差異の

ためかやや有効度に差を生じた．合併症の頻度には差はなかった．また未手術例に対する適応基準がや

や厳しい傾向にあると思われる．

　　　　　　　　　はじめに

　大動脈縮窄症（CoA）のうち手術を行っていない，

いわゆるnative（未手術）のCoAに対するバルーン拡

張術（BA）の適応に関しては欧米，本邦共に従来より

多くの議論があっk1）一’i°）．本邦では平成8年度に筆者

らにより日本Pediatric　Interventional　Cardiology

（JPIC）研究会からCoAに対するBAの適応，成績お

よび合併症などに関してアンケート調査を行い，本邦

の現状について既に報告した11）．その結果，本邦では米
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国のVACA　registryと比較し，未手術例の症例数が少

なく，未手術例のCoAに対して若干BAの適応基準

が厳しい傾向があると推察された．そこで今回はJPIC

研究会のアンケート調査の成績とVACA　registryの

成績を比較することにより，本邦におけるCoAに対

するBAの現状について検討し報告する．

　　　　　　　　　対象，方法

　①アンケート調査：Part　l－BAの適応，方法，有

効の判定基準など，PartII　BAの成績，再狭窄およ

び合併症などを調査，収集．この結果の詳細について

は既に報告した”）．

　②VACA　registryの成績：VACA　registryからの
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原著論文（出筆時には出版されていない）のドラフト

資料を用いた．（registryの委員McCrindle先生から

入手）］2）．

　検討中「無効例」の評価基準は，1．BA後の圧較差＞

201nmHg残存，2．　BA後の近位部／遠位部圧比＞

1，33，3．重篤な合併症（死亡，動脈破裂，神経症状な

ど）の出現のいずれかが存在した時無効例と判定した．

　①と②の資料を比較検討した．

　統計は平均値の比較にはt一検定，割合の比較にはκ2

検定を用い，p〈0．05を有意とした．またVACA　regis－

tryの危険因子の検討にはOdds比を用いて再検討し

た．（Odds比一1．0は危険率0，1．0以上は危険率の増

加，1．0以下は減少を示す．Odds比の数値と危険率の

程度は正の相関を示す）．

　　　　　　　　　　成　　績

　①Baselineのデータの比較（表］）：JPIC研究会

からは35施設より208例，VACAからは25施設より970

例が集積された．未手術例／術後例の症例数の比率はそ

れぞれJPIC：56／152，　VACA：422／548であった．こ

の比率は有意にJPICで未手術例の症例数が少なかっ

た（p＜0．01）．年齢中央値，バルーン／縮窄部径，縮窄

部径などには有意差はなかった．しかし，未手術例は

BAの適応としないと同答した施設数はJPIC群で有

意に低い傾向があった．その他，JPIC群では合併心奇

形の頻度が高かった．またBA前の圧較差はVACA

群で高い傾向があった．

　②BA後の成績の比較（表2）：BA後の圧較差，縮

窄径の変化率は未手術例および術後例共にJPIC群に

比しVACA群で有意に大きかった．すなわちVACA

群の方がより拡張されていることが示された．また無

効例の頻度はVACA群はJPIC群に比し有意に低

表1　baselineのデータの比較

VACA（11二970） JPIC（n＝208）

粁術例1術後例 未手術例i術後例

施設数 25 35

症例数 422 548 56＊ 152＊

平均年齢（歳） 4．2 2．7 3．9 4．6

未手術例を適応とし 5／25 17／35

ない施設数 （20％） （49％）＊

合併心奇形 36％ 44％ 71％＊＊ 83％＊＊

バルーン／縮窄径費 2．9 2．7 2．3 2．9

縮窄径（lnm） 4．4土2．8 5．0±2．9 3．7±1．7 4．2±2．5

圧較差（mmHg） 42±18 41±21 34エ19＊ 41±20

＊P〈O．05，　＊＊P〈0．〔〕1

日小循誌　13（4），1997

表2　バルーン拡張術のデータの比較

VACA（n－970） JPIC（n＝208）

未手術例 術後例 未手術例 術後例

圧較差変化率（％） 一 74土24 一 711士31 一 54±37＊ 一 66±28

縮窄径変化（％） 十128二94 十97⊥87 ⊥71」50＊ 十81±60

不成功例（％） 19％ 25％ 32％＊＊ 37％＊＊

合併症出現率 15％ 13％ 13％ 19％

死亡例 3（0．7％） 4（0．7％） 0 o

神経症状 0．7％ 0．6％ 1．4％ 0．4％

i血管損傷 4．5％ 3．7％ 5．1％ 4．5％

輸血施行例 4．1％ 1．5％ 1％ 1％

＊P〈0．05，　＊＊P〈0．Ol

表3　施設の経験度

VACA（25施設） JPIC（35施設）

症例数

1｛〕例未満 8（32％）＊ 30（86％）＊

m～20例 7（28％） 3（8．6％）

2］例以ヒ ］O（40％）＊＊ 2（5．7％）＊＊

症例数の幅 3～220 1～28

X2検定，危険率：＊X2＝18．1，　p〈O．OO1

＊＊ xz－10．7，　P〈0．Ol

かった．

　③合併症（表2）：合併症の頻度は両群に有意差な

し．死亡例数．神経系合併症や動脈損傷の頻度，輸血

を必要とした症例数などはいずれも有意差なし．

　④施設の経験度についての比較：JPIC群の35施設

およびVACA群25施設のうちアンケート調査時に

BA施行例数が10例以下の施設数はそれぞれ8施設

（32％），30施設（86％），10～20例では7施設（28％），

3施設（8．6％），20例以上では10施設（40％），2施設

（5．7％）とVACA群で有意に20例以上経験している

施設数が多かった（表3）．

　⑤VACA群のBA施行例数とOdds比との関係は
施行例数10例以下＝＝1．96，11～20例＝1．94，21～50例＝

2．74，51～100例＝1．09で，BA施行開始からの調査ま

での年数とOdds比との関係は2年以下の経験施設一

6．26，6年以上の経験施設＝1．69であった．

　⑥無効例における危険因子のOdds比は患者年

齢＞5歳＝1．13，BA前圧較差＝1．39，経験年数＝

0．92，術後狭窄例＝1．39であった．

　　　　　　　　　　考　　案

　今回の検討からは本邦では未手術例をBAの適応

とする施設数および未手術例のBA症例数ともにに
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少なく，やや未手術例に対しては消極的であることを

伺わせる．BAの成績については術後圧較差，縮窄径か

らみた場合有効度は未手術例および術後例共にJPIC

群でやや低い傾向があった．この原因は不明であるが，

用いたバルーン径／縮窄部径には有意差はなく，また術

前の縮窄の程度は縮窄径はややJPIC群で小さい動向

はあったが統計学的には差はなかった．しかしJPIC

群の方が術後例数の割合が大きく，合併心奇形の頻度

が高かった．またVACAでの術後例Odds比1．39を考

慮すると技術的なものよりは原疾患（術後例か未手術

例かあるいは合併心奇形の有無など）によるものが第

一に考えられる．しかし施設の経験度のデータから解

る様にVACAでは経験例数＞20例の施設が圧倒的に

多く，バルーン／縮窄径で表わされる以外の技術的な面

での差がこの結果をもたらした可能性がある．この他

手術術式，術後経過年数，未手術例の病変の人種差な

ど種々の要因が関与することも否定できない．従って

これらの結果は普遍的なものではなく，各施設内での

症例数の増加，技術の向上，器具類の改良およびBA

の長期予後の判明などにより変わり得るものであるこ

とは言うまでもない．

　本症のBAの適応については本邦でも多くの議論

がある1）－12）．今回の検討からはその適応基準を大幅に

替えなければならない様な成績は得られなかったが，

JPICでの成績からは新生児，乳児早期では再狭窄率が

極めて高い（4カ月未満52％，4カ月以上20％）こと

は特記すべき事項である．このことはRaoらも同様に

指摘している13｝．また末手術例と術後例の再狭窄率を

比較するとそれぞれ46％，18％と未手術例で高値であ

る．これらの成績を考慮すると新生児，乳児早期の未

手術例では根治的療法としてBAを選択できないこ

とになる．更に新生児，乳児早期にうっ血性心不全を

きたしたCoA複合では動脈管が開存しており，　CoA

をBAで拡張した場合，動脈管レベルで左右短絡が増

加し，うっ血性心不全を増悪させるとの危惧もある．

しかし動脈管依存性でなく，限局性のCoAであれば

BAの急性効果は充分であり，たとえ再狭窄しても再

度BAを行えば再々狭窄の頻度は極めて低いので

うっ血性心不全の姑息的治療法になり得る7）．最近

Geggelらは未手術CoAのBAと動脈管開存のコイ

ル塞栓を同時に行った症例を報告した．この点では動

脈管開存の存在はBAの適応を阻害するものではな

いと思われる14）15）．更にテキサスのMullinsのグルー

プ16）からの未手術的約100例の報告では大動脈ithmus

531－（25）

の径が正常値から求めたZ値が一2．0以下の低形成で

は年齢に関わらず有効性は極めて低い．従って合併心

奇形に関わらずCoAの形態が限局性で，　ithniusの低

形成がない場合にまずBAを試みて良いであろう．

　従来よりCoAの組織については詳細に検討され，

cystic　medial　necrosisが認められるため，未手術の

CoAはBAに適さない病変であると指摘されてい
た17）．また術後のCoAと異なり未手術例では周囲には

線維性の結合織が十分ないため動脈破裂の危険性を常

に持っている．更にCoAの外科手術の良好な成績な

ども未手術例に対するBAの適応を厳しくしている

施設が多くなる理由であろう．しかし長期経過後の動

脈瘤の出現頻度には未手術例および術後例ともに同頻

度であるとの報告されており，必ずしも臨床での成績

と理論とは一・致していない’°｝．また最近のBA直後の

血管内エコーによる検討では有効例の殆どが内膜フ

ラップないし解離が認められることが判明してい

る18）正9｝．6カ月～1年後にはその所見が消失するもの

と残存するものがあり，血管造影所見でもBA後の数

年後では血管壁がスムースになり，いわゆる動脈の

remodelingが起こっていると思われる．しかし長期の

血管壁の予後に関しては動脈瘤の出現を含め，注意深

い経過観察が必要である．また未手術のCoAに対す

る外科手術とBAの成績を比較するには前方視的な

コントロールスタディが必要である．

　以上の様に本邦でのCoAに対するBAの現状は米

国VACA　registryからの報告と比較するとバルーン

径／縮窄径比からみた技術面では差はないが，基礎疾患

の差異のためかやや有効度に差を生じた．合併症の頻

度には差はなかった．また未手術例に対する適応基準

がやや厳しい傾向にあると思われる．

　本論文の一部は第32回日本小児循環器学会のワーク

ショップIIで報告した．なおアンケート調査にご協力戴い

たJPIC研究会会員の先生方に重ねて御礼申し上げます．
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Comparison　of　Results　of　Balloon　Coarctation　Angioplasty　between　JPIC

　　　　　　　　　　　　　Questionnaire　Survey　and　VACA　Registry

Toshihiro　Ino，　Kei　Nishimoto，　Mataichi　Ohkubo，　Katsumi　Akimoto，　Masahiko　Kishiro，

　　　　　　　　　　　　Ken　Takahashi，　Yeijiro　Yabuta　and　Brain　W．　McCrindle＊

　　　Department　of　Pediatrics，　Jumtendo　University　School　of　Medicine，　Tokyo，113，　Japan

　　　　　　　　　　＊Division　of　Cardio］ogy，　Hospital　for　Sick　Children，　Toronto，　Canada

　　　To　assess　the　present　status　of　balloon　coarctation　angiopasty　in　Japan，　we　compared　the

results　of　this　procedure　between　Japan　Pediatric　Interventional　Cardiology（JpIC）and　VACA

registry　in　USA．　The　data　of　questionnaire　survey　from　JPIC　and　those　of　original　article　from

VACA　registry　were　compared．　As　a　result，　total　208　cases　from　35　institutes　in　Japan　and　970

cases　from　25　institutes　in　USA　were　collected．　The　ratio　of　native／operated　coarctation　were

56／152in　JPIC　and　422／548　in　VACA，　respectively．　This　value　was　significantly　different　between

these　two（p＜O．Ol）．　The　changes　of　pressure　gradient　and　coarcted　diameter　were　sigrlificantly

larger　in　VACA　than　in　JpIC．　There　was　no　significant　difference　of　complications．　In　compari－

son　of　institutional　experience，　the　number　of　the　institute　which　had　more　than　20　cases

angioplasty　were　higher　in　VACA　than　JplC（40％vs　5．7％）．　Odds　ratios　of　experience　years　were

6．26in　the　institute　with　less　than　2　years　experiences　and　l．69　with　more　than　6　years．

　　　In　conclusion，　there　was　no　significant　difference　of　technique　of　angioplasty　between　VACA

and　JpIC　but　was　some　difference　of　the　effectiveness．　In　addition，　the　more　strict　criteria　for

native　coarctation　exists　in　Japan．
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