
はじめに

純型肺動脈閉鎖（Pure pulmonary atresia：PPA）は

従来外科手術でしか治療ができない疾患であったが，

近年カテーテル治療（Interventional catheteriza-

tion）の進歩に伴い，経皮的肺動脈弁形成術（Percuta-

neous transluminal pulmonary valvuloplasty ：

PTPV）の成功例が報告されるようになった1）～10）．し

かし PPAに対する PTPVでは右室流出路や肺動脈壁

の穿孔といった合併症の報告もあり，手技上の問題点

が多い．PTPVの手技上の問題点としては，1）右室流

出路へのカテーテルの留置・2）肺動脈弁の穿孔・3）穿

孔後のガイドワイヤー（GW）の保持，などがある．以

前我々はこれらの問題点に対する手技・方法を提案し

たが11），その後の検討で穿孔後のGWの保持に対する

問題が生じた．今回我々は穿孔後のGWの保持に関す

る問題（GW入れ替えの妥当性）を中心に，PPAに対

する PTPVの治療戦略について検討した．

対 象

対象は 1998 年及び 1999 年の 2年間に埼玉県立小児

医療センター循環器科に入院した PPAの患児 6名で

ある．いずれの症例もチアノーゼ・心雑音などを主訴

に当科に入院し，心エコー図で PPAと診断されてい

る．入院時の心エコー図所見は表 1に示す通りで，全

例動脈管の開存を目的にプロスタグランディンE 1

（PGE 1）を使用している．初期の 3例（症例 1～症例
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3）を Group Aとして，3例の経験をもとに前述の 1）～

3）の項目について検討した．Group B（症例 4～症例

6）では，1），2）の項目はGroup Aで検討した方法で

施行し，3）は GWを stiff side から flexible side へ入れ

替える方法で施行し，その妥当性について検討した．

PPAに対する PTPVの適応基準は，（1）膜様の肺動

脈弁閉鎖である（2）主要右室冠動脈瘻が無い（3）右

心室は tripartile（流入部・肉柱部・流出部の 3部分が

存在）である（4）三尖弁輪径が Z-value12）で－4以上で

ある，の 4項目とし，心エコー図・心臓カテーテル検

査で以上の項目を満たす場合を対象とした．

手技及び経過

Group A（症例 1～症例 3）

全例塩酸モルヒネの鎮静下で局所麻酔の後に大腿静

脈・大腿動脈を穿刺し，静脈には 5 F又は 6 Fのシー

スを，動脈には 4 Fのシースを留置した．右室造影は

5 F Berman 造影用カテーテルで行った．

症例 1：右室造影の結果・心エコー図の結果と合わ

せて上記 4つの PTPVの条件を満たすことより，

PTPVの適応と判断した．右室流出路へ留置するガイ

ディングカテーテルは 4 F Judkins 右冠動脈カテーテ

ルを使用し，三尖弁を通過させる際は 0.035 inch Stain-

less Steel GW（ARGON社製）でガイドした．右室内で

4 F Judkins カテーテルの操作は比較的容易で，軽度の

不整脈が出現する程度で右室流出路へカテーテルを留

置することができた．主肺動脈内には安河内らの報告8）

に基づき，10 mm直径の 4 F Goose neck snare（MI-

CROVENA社製）を大腿動脈から動脈管経由で肺動脈

弁上部に留置した．肺動脈弁の穿刺は 0.018 inch Plati-

num Plus GW（Boston Scientific 社製）の stiff side を用

日小循誌 16（ 5），2000

図 1 純型肺動脈閉鎖と重症肺動脈弁狭窄

A～F：純型肺動脈閉鎖の右室造影側面像

（A：症例 1，B：症例 2，C：症例 3，D：症例 4，E：症例 5，F：症例 6）

G，H：重症肺動脈弁狭窄の右室造影側面像

Pin hall 状の肺動脈弁開口部を通過するわずかな血流が認められる（→）．
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表１　純型肺動脈閉鎖 6例の内訳

症例 6症例 5症例 4症例 3症例 2症例 1

入院時

女男女男男男性別

3,4742,7143,2603,1983,2183,480体重（g）

678368567273心胸郭比（%）

心エコー

912791110三尖弁輪径（mm）

－ 1.2－ 0.6－ 3.4－ 1.7－ 0.8－ 1.2三尖弁 Z-value

544568肺動脈弁輪径（mm）

67%56%48%66%76%100%肺動脈弁輪径（%）

mildseveretrivialmoderateseveremoderate三尖弁逆流

343353心房間交通（mm）

心カテ

201576191621日齢（日）

3,4023,0884,0403,1123,5723,590体重（g）

31%67%28%74%95%106%右心室容量

4.33.43.16.14.77肺動脈弁輪径（mm）

手術

2528463922日齢（日）

3,3763,3763,9003,0473,872体重（g）

R-BT（3.5mm）RVOTRR-BT（4.0mm）Open BrockOpen Brock手術方法

R-BT（3.5mm）R-BT（3.5mm）RVOTR

R-BT（3.5mm）

心エコー：入院時心エコー図所見，　肺動脈弁輪径（%）：正常予測値に対する肺動脈弁輪径の割合（%）

心カテ：心臓カテーテル検査時の所見，　RVOTR：Right ventricular outflow tract reconstration, 

R-BT：Right Blalock-Taussig shunt,　（3.5mm）：PTFE 3.5mm,　（4.0mm）：PTFE 4mm

表２　心臓カテーテル検査の結果

症例 6症例 4症例 1

後前後前後前

21/9/1218/6/912/7/712/6/716/6/1017/9/9RA（A/V/M）

97/e12132/e1935/e8104/e1249/e16100/e12RV（S/E）

97/e1278/e961/e661/e667/e971/e8LV（S/E）

1.001.690.571.700.731.41RV/LV（S）

47/29/3820/17/1849/27/3928/25/26MPA（A/V/M）

前：PTPV前，後：PTPV後，RA：右房，RV：右心室，LV：左心室，MPA：主肺

動脈，A：a波，V：v波，M：平均圧，S：収縮期圧，E：拡張期圧，

いた．GWが弁中央部にあることを確認後Goose neck

snare を目標に弁を穿刺したところ，GWは比較的容

易に弁を穿孔し主肺動脈内へ達した．GWをGoose

neck snare で捕捉した後，4 mm PDCバルーンカテー

テルをGWに沿って進め，予備 PTPVを施行した．次

にGWを 0.021 inch Daimon GW（シルックス社製）の

flexible side と入れ換え，横隔膜の位置でGWを固定

し，10 mm PDCバルーンカテーテルで PTPVを行っ

た．主 PTPV直後の造影で肺動脈弁の開放は良好であ

り，右室と肺動脈に圧較差は無かった．PTPV後 10

カ月時に心臓カテーテル検査を施行したが，右室と肺

動脈の圧較差は 5 mmHgであった．

症例 2：手技は症例 1と同様で，主肺動脈内に 10

mm直径の 4 F Goose neck snare を留置して行った．

744―（44） 日本小児循環器学会雑誌 第16巻 第 5号
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症例 1に比べて右室流出路が狭いため，ガイディング

カテーテルが流出路にしっかりと固定される様に，5

F Judkins 右冠動脈カテーテルと 5 F内胸動脈造影用

カテーテルの留置を試みた．しかしカテーテル先端の

曲がりが強くカテーテルも固いため心内操作に難渋

し，心房粗動を繰り返し全身状態が不良となったため

PTPVは断念した．

症例 3：手技は同様で，主肺動脈内に 10 mm直径の

4 F Goose neck snare を留置して行った．ガイディン

グカテーテルとして，症例 2と同様に 5 F Judkins 右

冠動脈カテーテルと 5 F内胸動脈造影用カテーテルを

使用したが，右室流出路へのカテーテルの留置は困難

であり，カテーテルの操作中に心房粗動となった．こ

のため 4 F Judkins 右冠動脈カテーテルを用いたとこ

ろ，比較的容易に右室流出路へカテーテルを留置でき

た．肺動脈弁穿刺は 0.018 inch Platinum Plus GWの

stiff side・滅菌した 0.028 inch GWの core（0.035 mm

で Platinum Plus GWよりも先端が鋭利で固い）で試

みたが，いずれも穿孔は不可能であり PTPVは断念し

た．

図 2 純型肺動脈閉鎖（症例 1）

上段：右室造影側面像 左：弁形成術前，右：弁形成術後 10 カ月 下段：A．右室流

出路での造影：右室流出路へ留置した 4 F Judkins 右冠動脈カテーテル内に，0.018－

inch Platinum plus ガイドワイヤー（Stiff side）を通し肺動脈弁へ押し当てているとこ

ろ． B．肺動脈弁穿孔：ガイドワイヤー（→）で肺動脈弁を穿孔し，ガイドワイヤー

はGoose neck snare カテーテル内に位置している． C．弁形成術（4 mm PDC）：

Goose neck snare カテーテルでガイドワイヤーを保持し，ガイドワイヤーに沿わせて

挿入した 4 mm PDCバルーンカテーテルで弁形成術を施行した． D．弁形成術（10

mm PDC）：ガイドワイヤーを flexible side と入れ換え，動脈管経由で下行大動脈へ固

定した．カテーテルを 10 mm PDCバルーンカテーテルに入れ換えて 2回目の弁形成

術を施行した．
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Group B（症例 4～症例 6）

症例 4：入院時の心エコー図検査で，右心室は tri-

partile を呈していたが，三尖弁入口部は 7 mm（Z-

value：－3.4）・心房間交通は 3 mmで，類洞交通が認

められた．21 日齢に類洞交通の確認を目的として，心

臓カテーテル検査を施行した．右室造影では著明な類

洞交通の発達が認められ，造影剤は冠動脈を逆行して

大動脈まで達した．また右心室の大きさは正常の 28

％（Sinusoid は除いて計測）で，三尖弁輪も小さいこと

より心房中隔裂開術も同時に施行した．冠動脈が右室

依存性の可能性があることより，右心室の減圧は行わ

ず 46 日齢に右Blalock-Taussigh シャント手術（PTFE

4 mm）を施行した．シャント手術後 PGE 1 を中止し動

脈管は閉鎖したが，酸素飽和度は 80％台で安定してい

た．77 日齢に類洞交通の再評価目的に心臓カテーテル

検査を施行した．右室造影で類洞交通は認められたが，

大動脈造影及び選択的冠動脈造影では冠動脈全体が造

影され，冠血流は右室依存性では無いと判断し，右心

室の減圧目的に PTPVを施行した．

カテーテルの選択・操作方法などは症例 1と同様に

行った．右室流出路へは 4 F Judkins 右冠動脈カテー

テルを留置した．肺動脈弁穿孔は 0.018 inch の Plati-

num Plus GWの stiff side で試みたが，カテーテル内

の通過に難渋した．GWを 0.018 inch の Dimon GW

の stiff side に変えたところ，比較的容易にカテーテル

内を通過し，肺動脈弁も容易に穿孔できた．しかし動

脈管は閉鎖していたため，肺動脈弁を穿孔したGW

を stiff side から flexible side へ入れ替え，可能な限り

図 3 純型肺動脈閉鎖（症例 4）

上段：右室造影で著明な類洞交通が認められ，右冠動脈から逆行性に大動脈が造影さ

れた．しかし大動脈造影と選択的冠動脈造影では冠動脈全体が造影され右室依存性で

は無いと判断した．左：正面像，右：側面像 下段：PTPV時の側面像 A：肺動脈弁

穿孔時の流出路での造影（0.018－inch ガイドワイヤーの stiff side で穿刺） B：ガイ

ドワイヤー抜去後の流出路での造影．Pin hall 状の肺動脈弁穿孔部を通過するわずか

な血流が認められる．（→） C：NC BANDIT 2 mmでの PTPV（ガイドワイヤーは

stiff side から flexible side へ入れ替えている） D：PTPV後の右室造影

746―（46） 日本小児循環器学会雑誌 第16巻 第 5号
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肺動脈の遠位側へ進めることでGWを保持する方針

とした．GWのみを抜去して Judikins カテーテルで流

出路を造影すると，肺動脈弁に pin hall 状の開口部が

認められた．開口部付近を 0.014 inch の Platinum Plus

GWの flexible side で探ると容易に肺動脈弁を通過し

た．GWを右肺動脈内に進め，PTCA用NC BANDIT

2 mm（Boston Scientific 社）で予備拡張を行った後に

4 mm PDCバルーンカテーテルで拡張を行った（類洞

交通があったためバルーンサイズは小さめにした）．

PTPV後右心室圧は 35�e 8 mmHgまで低下した（体
血圧は 61 mmHg）．

症例 5：入院時の心エコー図検査で，三尖弁入口部

は 12 mm（Z-value：0.6）であったが，三尖弁の逸脱と

著明な三尖弁逆流が認められた．肺動脈弁は厚く可動

性が無く筋性閉鎖が疑われた．日齢 15 に施行した心臓

カテーテル検査でも肺動脈弁は筋性閉鎖と診断され日

齢 28 に右室流出路形成術・右側Blalock-Taussig

shunt 手術を施行した．手術所見でも肺動脈弁は筋性

閉鎖であった．なお心臓カテーテル検査の際，右室流

出路に 4 F Judkins 右冠動脈カテーテル留置するのは

容易であった．

症例 6：入院時の心エコー図検査で，右心室は tri-

partile を呈していたが，右室流出路は非常に狭く，三

尖弁入口部は 9 mm（Z-value：－1.2）・心房間交通は

3 mmで，類洞交通は認めなかった．20 日齢に，右心室

の形態を調べる目的で心臓カテーテル検査を施行し

た．右心室の大きさは正常の 31％（Sinusoid は除いて

計測）で，三尖弁輪も小さかったが，右心室は tripar-

tile を呈していることより PTPVを施行した．カテー

テルの選択・操作方法などは症例 4と同様に行った．

図 4 純型肺動脈閉鎖（症例 6）

上段：右室造影で，肉柱の著明な発達と右室流出路の低形成が認められる．類洞交通

は認められなかった．左：正面像，右：側面像 下段：PTPV時の側面像 A：右室流

出路での造影 B：肺動脈弁穿孔時の流出路での造影（0.018－inch ガイドワイヤーの

stiff side で穿刺） C：PDC 4 mmでの PTPV（ガイドワイヤーは stiff side から flex-

ible side へ入れ替えている） D：PTPV後の右室造影
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表３　ガイドワイヤー入れ替えの報告

結果症例数年度報告

Success21994Latson L et. al 1）

Success21995Fedderly RT et. al 2）

9：Success151995Gournay V et. al 3）

Success21996中西ら4）

右室流出路へは 4 F Judkins 右冠動脈カテーテルを留

置した．肺動脈弁穿孔は 0.018 inch Dimon GWの stiff

side で比較的容易に穿孔できた．GWのみを抜去して

Judikins カテーテルで流出路を造影すると，肺動脈弁

の開口部は不明瞭でGWの flexible side も通過が困難

であった．このためもう一度 0.018 inch GWの stiff

side で穿孔を行い同様の操作を繰り返したところ，

0.014 inch の Platinum Plus GWの flexible side は比較

的容易に肺動脈弁を通過した．GWを動脈管経由で下

行大動脈へ進め，PDCバルーンカテーテル 4 mmと 5

mmで拡張を行った．PTPV後の右室圧は 97�e 8
mmHgであった（体血圧は 97 mmHg）．

考 案

1）右室流出路へのカテーテルの留置

PPAに対する PTPVでは，まず右室流出路へGW

を通すためのガイディングカテーテルを留置すること

が必要である．本邦ではガイディングカテーテルとし

て，Judkins 右冠動脈用カテーテル8）や内胸動脈造影用

カテーテル9）を用いた報告が多い．Group Aの経験で

は，5 F Judkins は 4 F Judkins に比べてカテーテルが

固く，右室内での操作性が悪かった．また内胸動脈造

影用カテーテルは Judkins に比べてカテーテル先端の

曲がりがきつく，心内での操作性が悪く不整脈を誘発

しやすかった．これらのことより右室流出路への留置

には 4 F Judkins 右冠動脈カテーテルが最適と考えて

いる．Group B では全例 4 F Judkins 右冠動脈カテー

テルを用いたが，いずれも比較的容易に右室流出路へ

カテーテルを留置できた．しかし症例により右室流出

路の形態は異なり，カテーテルのカーブを右室流出路

の形態に沿って変形させることが必要な場合もある．

また 4 Fのカテーテルは 5 Fのカテーテルより操作性

が良い反面，柔軟であるためGWの stiff side 挿入の際

にカーブが伸展する欠点もあり，今後も検討の余地は

ある．

2）肺動脈弁の穿孔

GWを用いた肺動脈弁の穿孔については様々な報告

がある7）～9）．サ イ ズ につ い て は 0.014 inch・0.018

inch・0.035 inch などの報告があるが，0.018 inch が最

も多く使われている．穿孔する side については，stiff

side・flexible side・研磨した stiff side を用いた報告

がある．症例 1では 0.018 inch GWの stiff side での穿

孔が容易であり，症例 4・6でも同様の方法で比較的容

易に肺動脈弁を穿孔できた．しかし症例 3では 0.018

inch Platinum Plus GWの stiff side・0.028 inch GWの

core（0.035 mm），のいずれでも弁穿孔は不可能であっ

た．一般的には，弁の穿孔は 0.018 inch GWの stiff side

で良いと考えられるが，症例によっては弁が厚い場合

もあり stiff side を研磨したものを準備する必要もあ

る．しかし stiff side を研磨したものはカテーテルの内

腔を傷つけやすく，研磨したGWを細いカテーテルで

覆うなどの工夫も必要である．一方肺動脈弁の穿孔に

laser や radiofrequency 法 を 使 用 し た 報 告 も あ

る5）6）13）14）．しかし laser や radiofrequency は弁周囲組

織への障害が強く，ワイヤー先端に炭化血液成分が付

着するなどの問題点もあり，使用の際には十分な注意

が必要である．

3）ガイドワイヤーの保持

肺動脈弁の穿孔は難渋する場合が多くGWの入れ

替えは避けたいのが実情である．しかしGWの stiff

side を進めるのは危険であり，安全なGWの保持が問

題となる．そこで我々は，Group Aでは安河内ら8）の報

告に基づきGoose neck snare で GWを捕捉する方法

をとってきた．しかし症例 4のように動脈管が閉鎖し

ている場合にはこの方法は困難であり，またGoose

neck snare の使用は大腿動脈損傷・動脈管の損傷や

攣縮などの危険性もある．これに対して木村らは，stiff

movable core type GWを考案している9）．これは J型

steel GWの stiff side を切断しそこからコアワイヤー

を引き抜き，この stiff side を GWの先端まで挿入し J

型を直線上にして鉗子で固定したものである．弁の穿

孔後コアワイヤーを固定して外ワイヤーのみを進める

と先端は flexible な J 型になる．安河内ら・木村らの

方法は，穿孔したGWを入れ替えることなく安全に保

持するために考案され方法である．

一方，過去の報告では肺動脈弁の穿孔後にGWを

flexible side へ入れ替えている報告も散見される．中西

らは 0.021 inch GWの stiff side で肺動脈弁を穿孔後，

flexible side で穿刺部を探り容易に通過したと報告し

ている7）．この他にも同様の報告は散見され1）～3），い

ずれも比較的容易に flexible side が穿孔部を通過して
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いる．また肺動脈弁を通過する血流がごくわずかな重

症肺動脈弁狭窄も，閉鎖した肺動脈弁をGWで穿孔し

た後と同様の状態と考えられる．この重症肺動脈弁狭

窄でも，これまでの報告1）3）7）・我々の経験ともにGW

の flexible side の通過は比較的容易であった．この様

に非常に小さな穿孔部を比較的容易にGWが通過す

るのは，肺動脈弁が収縮期に穿孔部を中心に肺動脈側

に凸に変形するため，GWの flexible side が穿孔部に

向かいやすいためと考えられる．難渋して穿孔した

GWを抜去することは躊躇する場合がある．しかし肺

動脈弁穿孔後のGWの入れ替えは，妥当性のある手技

として，チャレンジして良いと考えられた．
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Catheter intervention in patients with membranous pulmonary valve atresia and
intact ventricular septum―Technical problems for catheter intervention―

Kenji Hoshino, Kiyoshi Ogawa, Takashi Hishitani,
Reiko Kitazawa and Kazuhiro Terano,

Department of pediatric cardiology, Saitama Children’s Medical Center

Although percutaneous transluminal pulmonary valvuloplasty（PTPV）is feasible treatment for
patients with membranous pulmonary valve atresia and intact ventricular septum（PPA）, there are
some technical problems. We discussed about its technical problems：�Type of catheter setting to
right ventricular outflow tract（RVOT）as guiding catheter,�Type of guide wire（GW）to perforate
atretic pulmonary valve,�Technique of holding GW after perforation for pulmonary valve.

After March 1998, 6 patients with PPA admitted to Saitama children’s medical center. Of the
first three patients, one patient could perform PTPV but the other two patients could not. From our
experience of these three patients, we thought for the feasible methods for these technical problems.
�4 F right Judkins catheter is most suitable to setting to RVOT, �Stiff side of 0.018－inch GW is
most feasible to perforate atretic pulmonary valve, �Using snare catheter through arterial duct is
most easy to hold the GW. Of the last three patients, two patients could perform PTPV.（One patient
is muscular pulmonary valve atersia and we did not try PTPV.）In these two patients, we performed
same procedure for the technical problems of�and�. As for the technical problems of�, we tried
to exchange the GW from stiff side to flexible side through a puncture in the atretic pulmonary valve
and was easily done. Some previous reports also state that exchange of GW through a puncture was
easy. We suspect that this is because atretic pulmonary valve move toward pulmonary artery with
its punctured valve opening as center position, and thus the flexible side of GW tend to advance to
preexiting valve opening.

We conclude that perforation with stiff side of 0.018－inch GW through 4 F right Judkins to
RVOT is most feasible technique. After perforation, GW exchange through a puncture in the atretic
pulmonary valve may be propriety.
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