
はじめに

近年，術後の末梢性肺動脈狭窄の治療としてバルー

ンやステントによる拡大術が試みられ，その有効性が

報告されている1）．これらの有効性は，通常留置後早期

から肺血流不均衡分布の改善等から確認されている

が2），右心バイパス手術後のような低圧系で非拍動流

下にある肺循環においても同様の変化が早期から期待

出来るのかは明らかではない．

今回我々は，肺動脈血流が静脈系の血流特性を有す

るBidirectional cavopulmonary shunt（BCPS）術後の

単心室患児の左肺動脈狭窄に対してステント留置術を

施行し，経時的に肺血流分布や血行動態的指標の変化

を追跡した．本症例の経験をふまえ，肺動脈への血流

供給の状態による肺血管床の発育の違いについて若干

の考察を含めて報告する．

症 例

症例：9歳男児．身長 131 cm，体重 26 kg

診断：単心室，共通房室弁，肺動脈弁狭窄

既往歴，家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：出生後の心雑音および全身性チアノーゼを認

め，諸検査にて上記疾患と診断された．徐々にチアノー

ゼの増強を認めたため，生後 3か月時に他院にて左

modified Blalock-Taussig shunt 術（BTS）が施行され

た．5歳時に当院に紹介．6歳時に施行した心臓カテー

テル検査では右肺動脈径 9.3 mm，左肺動脈径 7.8 mm

と左右差を認めていた．同年にBCPS及び左肺動脈

BTS部に対してパッチ拡大術を施行した．8歳時に心

臓カテーテル検査を施行（表），肺動脈造影像では右肺

動脈径 12.5 mmに対して左肺動脈径は 4.6 mmと細く

著明な左右差を認めた（図 1 a）．また同時に行った心
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表　心臓カテーテル検査（8歳時）

SaO2（%）圧（mmHg）

69（10）SVC

73 （2）RA

70（10）rtPA

77（10）ltPA

 （5）LA

92ltPV

84104/69（84）Ao

（　）：平均圧

室造影像では，心室から肺動脈に順行性に流れる血流

はほとんど認めず，肺動脈閉鎖に近い状態と考えられ

た．左肺動脈狭窄に対してバルーンによる拡大を試み

たが有効ではなく，右上肢から行ったTc-MAAを用

いた肺血流シンチグラムでは，血流のほとんどは右肺

に流れ著しい左右差を認めた（図 2 a）．この時点で

Fontan 型手術は不可能と考え，動脈血酸素飽和度の上

昇及び左肺動脈と肺血管床の発育を目的に，9歳時に

左肺動脈狭窄に対してステント留置術を施行した．

全身麻酔下にて右内頚静脈を外科的に剥離・露出

し，直視下に 10 Fr.のロングシースを挿入，左肺動脈狭

窄 部 に 12 mm及 び 30 mm長 の Palmaz Iliac Stent

（Johnson & Johnson 社 製）各 1個 を 径 10 mmの バ

ルーンにマウントして留置した（図 1 b）．これにより

左肺動脈径は 4.6 mmから 8.8 mmにまで拡張したが，

留置直後の血液ガスや経皮的動脈血酸素飽和度は術前

と変化はなかった．翌日の胸部レントゲン写真におい

ても左肺血流の増加は認めなかった．また留置翌日に

行った肺血流シンチグラムでも，術前同様に著しい肺

血流分布の左右差を認めた（図 2 b）．しかしながら 3

か月後の同検査ではその左右差は改善し，右肺と左肺

のカウント比（Rt�Lt）は留置術翌日の 5.0 から 1.6 へ著
明に改善していた（図 2 c）．さらに，経過観察中の SpO2

は 82％前後と大きな変化を認めなかったが，ステント

留置前は 17.0 g�dl と徐々に増加しつつあった血中ヘ
モグロビン値が留置後 7か月には 14.7 g�dl となって
おり，進行する多血症を抑制していた．
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図 1 肺動脈造影像

a）；ステント留置前，左肺動脈の狭窄を認める．b）；ステント留置直後，左肺動脈狭

窄部は十分に拡大された．矢印はステント留置部．c）；ステント留置後 9か月時，ステ

ント内側に薄く内膜の増生を認める．矢印はステント留置部．
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現在，本症例はFontan 型手術を考慮中である．

考 察

ステント留置術は，冠動脈や末梢動脈の狭窄に対し

て開発された治療法であり，従来からのバルーンによ

る拡大が困難な症例においても良好な成績を上げてい

る3）4）．近年，本法は先天性心疾患領域にも応用され，

末梢性肺動脈狭窄5）や大動脈縮窄6），動脈管への留置7）

等幅広く用いられ，その治療としての地位が確立され

つつある．中でも，術後の末梢性肺動脈狭窄へのステ

ント留置術は，外科的治療やバルーンによる拡大が困

難な症例に対して積極的に用いられ，両者に比較して

も良好な成績を上げている8）．

今回我々は，BCPS術後の一側肺動脈狭窄に対して，

患側の肺血管床の発育および肺血流増加による換気血

流不均衡分布の改善を目的にステント留置術を施行し

た．ステント留置により，肺動脈狭窄部は 4.6 mmから

8.8 mmと約 190％にまで拡大したにも関わらず，術前

後の動脈血酸素飽和度は変化なく，翌日の肺血流シン

チグラムでも明らかな改善は認められなかった．しか

しながら 3か月後に再度施行した肺血流シンチグラム

では，不均衡分布は著しく改善しており，血中ヘモグ

ロビン濃度の上昇も抑制出来ていた．通常一側肺動脈

狭窄解除の効果としては，圧較差の改善や肺血流不均

衡分布の改善9）などが報告されている．しかしながらこ

れらの報告はいわゆる通常の拍動流下での検討であ

り，我々の症例のように非拍動流下にあるステント留

置術の効果としても術後早期から期待出来るのかは明

らかではなく，非拍動流下でのステント留置後の経時

的な評価も報告がない．今回の経験から，BCPSや

Fontan 型手術後のような非拍動性血流下での一側肺

動脈狭窄拡大術では，血流分布の改善すなわち患側の

肺血管床の発育には時間を要するものと考えられる．

よって右心バイパス手術では，肺循環の適応に時間を

要する事を考慮して治療戦略を立てる事が重要である

と思われる．

一方，肺血流の不均衡分布や肺血管床の減少はFon-

tan 型手術においては予後を左右する危険因子の一つ

である10）．Moore ら11）は，我々の症例と同様にBCPS

後の一側肺動脈狭窄 8例に対してステント留置術を行

い，5症例がFontan 術へ到達できたとしている．彼ら

の対象患者と今回の症例とは年齢差があることから一

概に判断はできないが，ステントによる肺動脈の拡張

によりFontan 術への希望が持てるようになったと思

われる．このように，ステント留置術は根治術後の肺

動脈狭窄だけではなく，よりよい根治手術を目指すた

めの段階的治療の 1手段として更なる適応の拡大が期

待できるものと思われる．

しかしながら，留置したステントの内膜増生による

再狭窄に関する検討は未だ明らかではない．本症例の

場合，ステント留置後 9か月時に血行動態の評価およ

びステントの re-dilation を目的に心臓カテーテル検査

を施行したが，肺動脈造影により軽度の内膜増生を認

めた（図 1 c）．さらなる肺血管床の発育を期待するとこ

ろであるが，上大静脈あるいは下大静脈のような非拍

動性血流下へのステント留置後遠隔期に新生内膜の増

殖を認めた報告もあり12），今後も慎重な経過観察が必

要と思われる．

図 2 肺血流シンチグラム

a）；ステント留置前，著しい血流の不均衡分布を認める．b）；ステント留置翌日，留

置前と同様の不均衡分布を認める（Rt�Lt=5.0）．c）；ステント留置後 3か月時，左右の
不均衡分布は改善されている（Rt�Lt=1.6）．
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ま と め

BCPS術後の単心室患児の左肺動脈狭窄に対しステ

ントを挿入し，その直後と 3か月後に肺血流シンチグ

ラフィーを施行した．肺血流シンチグラム上，ステン

ト留置翌日では右肺と左肺の血流比は 5.0 だったが 3

か月後には 1.6 と血流の左右差が改善されていた．こ

れらより，非拍動流性の肺血流下では肺血管床の発育

には時間を要する可能性が示唆された．
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Improvement of unbalanced pulmonary perfusion after stenting in a patient of
single ventricle with bidirectional cavopulmonary shunt

Tomoko Kita, Tohru Matsushita, Shigetoyo Kogaki, Takashi Miwatani, Tsubura Ishii,
Hajime Ichikawa＊, Hikaru Matsuda＊, Tetsuya Sano＊＊ and Shintaro Okada

Department of Developmental Medicine（Pediatrics）Osaka University Graduate School of Medicine
＊Division of Cardiovascular Surgery, Department of Surgery，

＊＊Department of Pediatrics, Osaka Kouseinenkin Hospital

We experienced a case of unbalanced pulmonary perfusion with single ventricle after bidirec-
tional cavopulmonary shunt. The case, a nine years old boy, had severe left pulmonary artery steno-
sis so that unbalanced distribution of pulmonary perfusion evaluated by the nuclear medicine perfu-
sion scan. Repeated balloon dilatations were not effective and 2 stents were placed with sufficient
size（190％ dilatation）. However, an unbalanced distribution remained on the next day scan（Rt�Lt；
5.0）. His activity and SpO 2 did not changed compared with those before stenting. Three months
later, a pulmonary perfusion scan was performed again and demonstrated the improvement of pul-
monary distribution（Rt�Lt；1.6）. Also his hemoglobin concentration was decreased at that moment.
Our experience suggests that the development of the pulmonary vascular beds under non-pulsatile
blood flow may take more time than that under pulsatile blood flow.
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