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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　小児心疾患28例：肺動脈弁狭窄症12例，大動脈弁狭窄症1例，末梢性肺動脈狭窄症5例，大動脈縮窄

症6例，Mustard手術後のbafHe狭窄1例，　Rastelli手術後のconduit狭窄1例，大動脈炎症候群による

腎動脈狭窄症1例および川崎病冠動脈狭窄1例に対して延べ32回のBalloon　valvuloplasty（BV）また

はangioplasty（BA）を行い，有効性と合併症などについて検討した．　BVは合併心奇形のない肺動脈弁

狭窄には有効であったが，純型肺動脈閉鎖の弁切開術後狭窄や高度の漏斗部狭窄合併例およびファロー

四徴症根治術後の残存狭窄には無効であった．末梢性肺動脈狭窄の3／5例，大動脈縮窄の未手術例2例を

含む3／6例およびbafHe狭窄の1例でBAは有効であったがconduit内の弁下狭窄例では無効であった．

大動脈炎症候群の腎動脈狭窄および川崎病冠動脈狭窄においても有効であったが，長期予後については

不明であり今後検討する必要がある．

　　　　　　　　　1．はじめに

　近年，種々の狭窄性弁膜疾患および血管病変に対し

てバルーソカテーテルを用いた治療，すなわちbal－

loon　valvuloplasty（BV）およびangioplasty（BA）

が行われるようになり，外科手術に替わり得る新しい

治療法として欧米の多くの施設で試みられている．本

邦においても孤立性肺動脈弁狭窄症に対するBVの

有効性や安全性については認識されるようになっ

た1）一’3）が，その他の疾患への有効性や適応についての

報告は極めて少ない4）．最近，筆者らは28例の患児に32

回のBVまたはBAを行い，有効性および合併症など

について検討し，BVおよびBAの適応について考察

した．

　　　　　　　II。対象および方法

　対象は1988年1月から1989年8月までに当科にて
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BVまたはBAを行った28例（32回）である，疾患の内

訳は肺動脈弁狭窄症（PVS）12例，大動脈弁狭窄症

（AS）1例，末梢性肺動脈狭窄症（PPS）5例，大動脈

縮窄症（CoA）6例，完全大血管転位症のMustard手

術後のbaMe狭窄1例，修正大血管転位＋心室中隔欠

損＋肺動脈狭窄症のRastelli手術後のconduit狭窄1

例，大動脈炎症候群による腎動脈狭窄症1例および川

崎病冠動脈狭窄1例である．PVS　12例のうち9例は他

の合併心奇形を伴わない孤立性PVSであり，そのう

ち1例は二尖弁であった．他の3例は漏斗部狭窄

（IPS）合併1例，純型肺動脈閉鎖の肺動脈弁切開術＋

Blalock－Taussig術後残存狭窄1例およびファロー四

徴症（ToF）根治術（心室中隔欠損閉鎖術＋右室流出

路形成術＋二尖肺動脈弁交連切開術）後の残存狭窄1

例である．PPS　5例中4例は合併心奇形を有し，この

内の1例はToF根治術後で両側の肺動脈分枝狭窄を

認めた．1例は他の合併心奇形の無い多発性の末梢性

肺動脈狭窄症である．CoA　6例のうち3例は大動脈再
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建術後の再狭窄で3例は未手術例（native　CoA）であ

る．方法は，まず通常のカテーテル検査および心血管

造影を行い，圧測定ならびに弁輪径，狭窄部径を計測

した．BVおよびBAの適応は，　PVSでは圧較差30

mmHg以上または右室圧50mmHg以上で心電図変化

や心エコー上明らかな弁のdomingを認める症例を，

ASでは圧較差30mmHg以上で心電図変化を認め，有

意な閉鎖不全の合併の無い場合，PPSでは圧較差30

mmHg以上または右室圧50mmHg以上あるいは狭窄

のための明らかな肺血流の減少を認めた場合，また

CoAでは限局性の縮窄で圧較差30mmHg以上または

高血圧・心不全を認める場合を適応基準とした．バルー

ン径の選択は，PVSでは弁輪径の100～130％大，　AS

では弁輪径の90～100％大とし，PPSでは狭窄部径の

2～4倍で狭窄部の前後の肺動脈径を越えないよう

に，CoAでは縮窄部径の2～3倍で正常大動脈弓径を

越えないことを目標にした．バルーンの拡張はwaist

の消失を目標に行った．術中の鎖静，麻酔は，原則と

して通常のカテーテル検査時はchlorpromazine　l

mg／kg，　promethazine　1．25mg／kgおよびpethidine

2．5mg／kgの混合カクテル筋注で鎖静し，　BVまたは

BA中は絶対安静を保つために直前にketamine　1～2

mg／kgを静注した．ただし，過去6ヵ月以内にカテー

テル検査が行われている場合や術直前のドプラーエ

コーで明らかな狭窄が確認されている場合および臨床

的に有意な症状を認める場合はカテーテル検査時から

ketamine　5mg／kgの筋注にて麻酔した．

　効果判定は従来の報告5）6）を参考に，BVでは圧較差

が30mmHg以下かつ術前の圧較差の50％以下に減少

した場合，PPSでは狭窄部径の30％以上の拡大，　CoA

では圧較差が30mmHg以下かつ30％以上の拡大をそ

れぞれ有効とした．さらに術中の実際のバルーン最大

拡張径（B）と弁輪径（A）あるいは狭窄部径（S）と

の比（B／A，B／S）を求め，有効性との関係を検討した．

圧較差および狭窄部径の変化についての差の検定には

paired　t　testを用い，　p（危険率）〈0．05を有意とした．

　　　　　　　　　III．結　　果

　1）balloon　valvuloplastyについて

　A）9例の孤立性肺動脈弁狭窄では圧較差は47±15

mmHg（平均±SD）から17±7mmHg（p＜0．001）に

減少し，4～15ヵ月後の再検（心カテまたはドプラー

エコー ）でも圧較差は不変またはさらに低下しており，

二尖弁を含めて全例で有効であった．用いたバルーン

の表示径は弁輪径の106～136％（118±9％）であった

255－（33）

表1　孤立性肺動脈弁狭窄におけるBV

症
例 年　齢 圧較差（mmHg）

前／後／follow　up
弁輪径
（mm）

バルーン径
　（mm）
表示／実際

B／A

1 10yllm 37／10／13（15m）＊＊章 17 18／17 1．00

2傘 3yllm 55／10／9（14m） 15 18／15 1．00

3 8y　5m 30／15／ 17 20／20 1．18

4＊ホ 7y　4m 36／22／15（12m） 23 15＋10／25 1．09

5＊ヰ 10y　lm 40／12／12（14m） 26 15＋18／27 1．04

6 3y　8m 35／12／14（4m） 16 18／15．5 0．97

7 1y　2m 71／30／25（6m） 13 15／12 0．92

8 1y　5m 66／19／一 11 15／13．5 1．23

9 5m 50／24／16（6m） 8．5 10／9 1．06

＊：二尖弁．＊＊：double　balloon法を使用．＊＊＊；（）内は

follow　up期間．症例1　5は過去に報告した（文献3）．

が，術中の実際のB／Aは0．92～1．23（1．05±0．10）で

あった（表1）．

　B）漏斗部狭窄合併例では弁および漏斗部に計120

㎜Hgの圧縫を認め，　BV後も85mmHgの斜部
狭窄が残存していたためその後外科手術を行った．純

型肺動脈閉鎖の弁切開術後残存狭窄の1例では弁輪径

5mmに対して径5mmのバルーンを用い，圧較差は38

mmHgから22mmHgヘー且低下したが，6ヵ月後の

カテーテル検査では39mmHgであった．径7mmのバ

ルーンを用いて再度BVを行ったが，有意な圧較差お

よび右室圧の低下を認めず無効と判定した．ToF術後

例は弁および漏斗部にそれぞれ10mmHg，18mmHg

の計28mmHgの残存狭窄を認めていたがBV後も圧

較差は不変であった．

　c）大動脈弁狭窄の1例は圧較差30mmHgの二尖弁

で閉鎖不全の合併なく，心電図上左室肥大を認めたた

めBVを試みた．　B／AO．9のバルーンを用いてBVを

行ったがバルーンが弁輪部に静止せず無効であった．

　2）balloon　angioplastyについて

　A）末梢性肺動脈狭窄5例の6病変に7回のBAを

行った．狭窄部径は4．3±1．9mmから5．8＋2．2mm

（p＜0．05）に拡大し，3例で有効であった．B／Sは平

均2．6±1．9（1．2～6．6）であり，有効例のB／Sは2．4以

上であったがB／S＜2．0ではすべて無効であった．ま

た無効例のうち1例は多発性肺動脈分枝狭窄であった

（表2）．有効例の1例はファロー四徴症の根治手術後

で，両側に肺動脈分枝狭窄を認め，BAは両側の病変に

計3回行った．初回は右肺動脈の病変にやや小さいバ

ルーン（B／S1．7）を用い，狭窄部径は5．2mmから5．8

mmに拡大し，4ヵ月後により大きいバルーン（B／S

2．4）を用いて再度行い10mmに拡大した（図1）．さ
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表2　末梢性肺動脈狭窄におけるBA

症
例

年　齢 心疾患 手術歴
狭窄部径

前／後（mm）

　ノミノレーン

実際径（mm）
B／S 有効性

1 4m DORV，　PS 右BT 4，1／4．5 5 1．2

2 11y　4m 多発性PPS 一
5，0／5．0 6．3 1．3

3 1y　5m ECD，　PA 両側BT 0，7／3．6 4．6 6．6 十

4 gylm TOF 根治術 5．2／5．8＊ 8．8 1．7

gy　5m 6．0／10．0＊ 14．1 2．4 十

gy　gm 5．7／7．2＊卓 11 1．9

5 5yllm TGA Mustard 3，1／4．5 10 32 十

＊：右PA，＊＊：左PA

症例4の3回目を除き，過去に報告した（文献4）．

A

　　　　　　　　　　　B

図1　9歳1ヵ月，ToF根治術後のPPS，肺動脈造影
　正面像．

　A：BA前．右肺動脈近位部に狭窄（→）を認める．

　B：2回目のBA後4ヵ月．狭窄はほぼ完全に解除

　されている．

らに4ヵ月後に左肺動脈の病変にBAを行い，　B／S

1．9に・ミルーンを拡張して狭窄部径は5．7mmから7．2

mmに拡大した．右室圧は120→100→75→60mmHgと

減少し有効であった．

　B）大動脈縮窄6例に8回のBAを行い，縮窄部径

は6．0±2．7mmから8．0±3．Omm（p＜0．01）に拡大し

た．BA後の圧測定ができなかった1例を除く7回で

は圧較差は41±17mmHgから19±8mmHg（p＜0．Ol）

に低下した．有効例は3例で，そのうち2例は未手術

例であった．B／Sは1．8±0．6（1．3～2．7）で，有効例

のB／SはL8以上，無効例では1．7以下であった．また

B／Sが2．7であった2例では縮窄部は2倍以上に拡大

した（表3）．未手術の有効例の2例（1歳5ヵ月，12

歳9ヵ月）では縮窄が高度であったため2回に分けて

BAを行った．1歳5ヵ月の症例では初回はバルーン

を7mmに拡張し，縮窄部径は2．6mmから5．6mmに圧

較差は50mmHgから30mmHgに軽快し，10ヵ月後の

2回目はバルーソを9mmに拡張して縮窄部径および

圧較差はそれぞれ5．9mm，25mmHgへとさらに改善

した（図2）．他の1例では，初回は12mmにバルーン

を拡張し，縮窄部径は4．5mmから9mmに，圧較差は

75mmHgから25mmHgとなり，5ヵ月後に18mmの
バルーンで再度拡張し縮窄部は13mmに，圧較差は15

mmHgに改善した．この症例では初回のBA直後の大

動脈造影で，縮窄部に一致して大動脈壁の限局性の突

出を認めたため動脈瘤の発生を疑ったが，5ヵ月後の

再造影では瘤状の病変は認めなかった（図3）．MRIで

は，BA前に造影上の縮窄部に一致して膜様構造物を

認めたが，2回目のBA後には消失していた（図4）．

　3）その他

　A）PPSの1症例はMustard術後のBafHe狭窄を

合併し頚静脈の怒張，顔面浮腫などの上大静脈症候群

を呈していたためBAを行った．上大静脈平均圧は29

mmHgから9mmHgへ，狭窄部径は4．7mmから6．1
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表3　大動脈縮窄におけるBA

症例 年　齢 CoA
手術歴

縮窄部径
前／後（mm）

圧較差（mmHg）
　　前／後

　ノミノレーン

実際径（mm）
B／S 有効性

1 12ygm 4，5／9．0 75／25 12 2．7 十

13y　2m 11．0／14．0 25／15 17 1．5

2 1y　5m 2，6／5．6 50／30 7 2．7 十

2y　3m 5，2／5．9 35／25 9 1．7

3 5y　4m 7，0／7．5 25／15 9．4 1．3

4 1y　4m 十 4，7／4．7 25／一 6．2 1．3

5 12ylm 十 8．6／10．0 42／8 1L5 1．3

6 4y10m 十 4，4／6．9 35／15 8 1．8 十

症例1の2回目を除き，過去に報告した（文献4）．

A
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纏
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　　　　　　　　　　B
図2　1歳5ヵ月，native　coarctationの大動脈造影

　側面像．

　A：BA前．限局性の狭窄（→）を認める．　B：初回

　BA直後．圧較差は50mmHgから30mmHgに減少
　した．

mmへと軽快し，

2．13であ．った．

頚静脈の怒張も消失した．B／Sは

　B）Rastelli手術後のconduit内狭窄の1例にBA

を試みた．狭窄はconduit内生体弁下に認め圧較差69

mmHgであった．狭窄部径9．8mmに対して15mmの

バルーンを用いて行ったが，拡大中にバルーンが破裂

し，狭窄は不変であった．再度BAを試みたが，大腿

静脈へのバルーン再挿入が不能となり，断念した．

　C）大動脈炎症候群の腎動脈狭窄では，腎血管性高

血圧を認めていたためBAをおこなった．狭窄部径

1．8mmに対して4．75mmのバルーンを用い，8気圧で

60秒間拡張した．狭窄部は4mmに拡大し，高血圧は軽

減した（図5）．

　D）川崎病後の限局性右冠動脈狭窄に2．5mmのバ

ルーンを用いて4～6気圧で60秒間PTCAを行い，

90％狭窄から30％狭窄に改善した．7ヵ月後に行った

冠動脈造影では再狭窄は認めなかった．

　4）合併症

　A）肺動脈弁閉鎖不全（PR）：二尖弁の1例にBV

後のドプラーエコーでわずかに検出された．

　B）大腿動脈の脈拍触知不能：CoAの2例に認め

たがウロキナーゼの静脈内投与にて改善した．

　C）動脈瘤：未手術のCoA　1例に疑われた．

　　　　　　　　　IV．考　　案

　肺動脈弁狭窄（PVS）について

　孤立性PVSに対するBVの効果はBV前の圧較差
の程度にかかわらず良好とされている5）．筆者らの孤

立性PVSの9症例では従来手術適応とならない圧較

差50mmHg未満の症例を5例含むが，従来の報告と同

様に全例有効であった．筆者らは圧較差30mmHg以上

または右室圧50mmHg以上であれば，有効性と安全性

は高いので適応と考える．使用するバルーン径は弁輪

径よりもやや大きいものがよいとされている5）6）．筆者

らは弁輪径の106～136％（118±9％）大のバルーンを
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　　　　図3　12歳9ヵ月，native　coarctationの大動脈造影正面像．

A：BA前．圧較差は75mmHgであった．　B：初回BA直後．圧較差は25mmHgに減
少したが動脈瘤の発生を疑わせる限局性の壁の突出（→）を認めた．C：初回BA　5カ

月後．瘤状の病変は認めない．

用いたが術中の実際のB／Aは0．92～1．23（1．05±

0．10）であった．すなわちwaistが消失すればバルー

ンはかならずしも完全に拡張しなくても有効と思われ

る．9例中7例ではBV後6～15ヵ月に心カテーテル

またはドプラーエコーにて圧較差を再検したが，従来

の報告と同様に再狭窄は認めず遠隔成績も良好と思わ

れた，

　一方，筆者らの成績ではIPS合併，純型肺動脈閉鎖

の弁切開術後，およびToF根治手術後ではBVは無

効であった．IPSを合併していない例であってもBV

後にIPSが出現し，その多くは1年以内に消退すると

報告5）6）されているものの狭窄が増強し重症化した例7）

もある．従ってIPS合併例ではBVの適応は慎重に決

定するべきと思われる．弁狭窄のための二次的右室肥

大に伴うIPSの場合は，　BVによる圧負荷の軽減の結

果IPSが消退すると考えられるが，筆者らの症例のよ

うに弁狭窄よりも高度のIPSが合併する場合はIPS

が残存すると思われるためBVの適応外としたほう

が良いと考える．同様に右室二腔症のように右室内異

常筋束による狭窄の場合はBVの効果は望めないた

め適応外と考える．筆者らの純型肺動脈閉鎖の弁切開

術後残存狭窄例では，肺動脈弁の心エコーおよび造影

所見で著しい肥厚と可動制限を認め，またdomingを

認めずdysplastic　valveに類似していた．　DiSessaら8）

はdysplastic　valve対してはBVは無効と報告してい

るが，Reyら9）は3／4例，　Beekmanら6）は5／8例で有効

だったと報告している．また，Beekmanら6）はBVが

成功するか否かは弁の形態よりも弁輪径によるとし，

弁輪径が正常値の75％以hであれぽBVは成功する

と述べている．筆者らの症例では弁輪径が5mm（正常

値1°）の約60％）と狭小であったためBVが無効であっ

たと思われる，また本症例は純型肺動脈閉鎖症であり，

右室流出路バルーン閉塞法による直視下弁切開術が施

行されているため弁は充分に切開されていたと思われ
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図4　12歳9ヵ月，native　coarctationの大動脈MRI

　矢状断面像．

　A：BA前．造影上の縮窄部に一致して膜様構造物を

　認める．B：2回日BA後．膜様物は認めない．

る．このためにBVの主な機序である弁交連部の分離

や弁の裂開1’）が起こらなかったとも考えられる．ToF

根治術後例でも弁狭窄は軽度であり，既に手術によっ

て弁狭窄は限界まで解除されていたと思われ，また残

存IPSに対してはBVの適応は無かったと思われる．

　末梢性肺動脈狭窄（PPS）について

　PPSに対するBAの有効性については，最近では多

数例での検討が報告5）6｝されている．Perryら5）は過去

に報告された症例12｝13）を含む170回のBAを検討し，成
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図5　13歳6ヵ月，腎動脈狭窄（大動脈炎）の腹部大

　動脈造影正面像，

　A：BA前．右腎動脈起始部に限局性の狭窄（→）を

　認める．左腎動脈は完全閉塞している．B：BA直後．

　狭窄はほとんど認めない．

功率は55％であったと報告し，Beekmanら6）も25例37

回のBAで成功率は54％と報告している．用いるバ

ルーン径は狭窄部の3～4倍が良く，小さいバルーン

は無効とされている．筆者らの成績ではのべ7回の

BAのうち3回（3例）で有効であり，有効例でのB／

Sはすべて2．4以上であった，一方，無効の4回ではい

ずれもB／S〈2と小さく，より大きなバルーソが必要

であったと思われた．Ringら12）は2歳以上では不成功

例が多いと報告しているが，Beekmanら6）は年齢と成

功率は関係ないとし，成功率が低い症例として

Blalock－Taussig術などのシャント部狭窄やWil－

liams症候群およびAlagille症候群に合併するPPS

などを挙げている．筆者らの有効例の2／3例は2歳以上
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（9歳5ヵ月，5歳11ヵ月）であり，必ずしも年齢は不

成功因子とは言えないと思われた．また無効例の1例

では広範囲に狭窄を認め，Williams症候群に似た多発

性PPSであった．

　合併症としては肺動脈の血栓症，動脈瘤，肺動脈破

裂による死亡例の報告12）もあり，PVSに対するBVと

比較して有効性が低く危険性が高いと思われる．しか

しPPSに対する手術成績は良好とは言えず，またしぼ

しぼ困難であることから，BAは試みる価値のある治

療法と思われる．

　大動脈縮窄（CoA）について

　CoAに対するBAは術後の再狭窄あるいは残存狭
窄には極めて有効であると報告5）6｝14）“”16）されている．

過去に施行された術式にかかわらず多くの症例では

BA後に圧較差は20mmHg以下に改善し，再狭窄や動

脈瘤の発生率も低く，手術成績に優るようである．未

手術のいわゆるnative　CoAに対しても有効であると

報告6）17｝A－’9｝されているが，再狭窄や動脈瘤の発生が問

題となる．バルーソ径は縮窄部径の2．5～3倍が必要と

されている2°）が，正常の大動脈の損傷を防ぐために縮

窄部の近位（isthmus）または横隔膜の高さでの大動脈

径を越えない大きさのものが用いられてい
る5）6）14）’v19）．筆者らの成績では術後CoA　l／3例，未手術

CoA　2／3例（2／5回）でBAが有効であった．有効例の

B／Sは1．8以上であり，縮窄部が2倍以上に拡大した

2例のB／Sは2．7であった．一方，無効例ではいずれも

B／S≦1．7であり，より大きなバルーソの選択が必要と

思われた．しかし縮窄が軽度の症例においては，正常

な大動脈を損傷することなしに充分な大きさのバルー

ンを用いることは困難である．Perryら5）は43回のBA

のうち9回が不成功に終わり，そのうち5回ではBA

前の圧較差が20mmHg以下であったと報告している．

筆者らの症例では無効であった5回のうち3回ではい

ずれもBA前の圧較差は25mmHgであった．合併症と

して重要なものに大動脈瘤の発生と大腿動脈の閉塞が

あげられる．大動脈瘤は特に未手術CoAにしばしぼ

認められ，その頻度はおよそ10％程度とされている6）．

筆者らの1例ではBA直後の造影所見で動脈壁の限

局性の突出を認めたため動脈瘤の発生を疑ったが，5

ヵ月後の再造影では瘤状の病変は認めなかった．した

がってこれは瘤ではなく部分的に拡大された大動脈で

あったと思われ，再度のBAが可能と考えた．しかし

動脈瘤の可能性も否定しきれないため今後慎重な観察

が必要とされる．大腿動脈の閉塞は最も頻度が高い合

日本小児循環器学会雑誌　第6巻　第2号

併症であり5）6）16）19），筆者らも2例に認めた．大腿動脈

の損傷を少なくするために，よりシャフトの細いカ

テーテルが望まれる．CoAに対するBAは合併症の危

険性が高いと思われるため，治療効果が充分に望める

症例に限って行われるべきと考える．術後CoAに対

するBAは，再手術と比較して危険性および再狭窄の

頻度が低いとされていることから試みる価値があると

思われるが，筆者らの成績および諸家の報告から縮窄

部径がisthmus径の50％以下かつ圧較差が少なくと

も30mmHg以上を適応と考える．一方，　native　CoAで

は動脈瘤や再狭窄の頻度が高いと考えられているた

め，適応はより厳密を要する．筆者らは，著明な高血

圧や心不全を認め早急に縮窄解除を必要としながら手

術の危険性が高いと考えられる場合（他臓器の緊急手

術が必要な場合，全身状態が極めて不良な場合，緊急

を要する重篤な心奇形を合併し一期的な手術が困難な

場合など）や，新生児乳児期早期で手術後の再狭窄の

危険性が高い症例などのうち，限局性の縮窄で大動脈

弓の低形成を認めない場合を適応と考える．

　その他の疾患について

　BAはRastelli手術後のconduit内生体弁の狭窄

や，MustardやSenning手術後の心内bafneの狭窄に

有効と報告21）～23）されている．筆者らの症例では，con－

duit内狭窄は生体弁の狭窄ではなく新生した内皮の

peelに因るものと思われたが，　waistが消失する前に

バルーンが破裂し無効であった．より耐圧性に優れた

バルーンで試みる必要があるが，Ensingらの報告22）で

は生体弁狭窄以外のconduit内狭窄にはBAは無効と

されており，適応は無いとも思われる．Mustard手術

後のbafHe狭窄では，比較的短時間で容易に狭窄の解

除が可能であったため，再手術が必要な症例には一度

はBAを試みる価値があると考える．さらに筆者らは

大動脈炎症候群による腎動脈狭窄および川崎病冠動脈

狭窄24｝にもBAを行い有効であったが，長期予後につ

いては不明であり今後の検討を要する．

　BVおよびBAは技術的には比較的容易に行える

が，合併症の出現には常に留意する必要がある．特に

左心系に行った場合にはバルーンによる動脈損傷が起

こり術後に大腿動脈の閉塞を来すことが多いとされて

おり25），注意深い観察が必要である．また，特にBAは

術中に重篤な合併症が出現する可能性があるため，心

臓外科医の待機のもとで行うべきであると思われる．

　　　　　　　　　V．ま　と　め

　BVおよびBAを種々の心血管病変に試みたが，現
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在のところ孤立性肺動脈弁狭窄が最もよい適応とな

る．大動脈弁狭窄，末梢性肺動脈狭窄および大動脈縮

窄などに対しては適応，方法，合併症ならびに長期予

後についてさらに検討を要する．

　なお，本稿の要旨は第25回日本小児循環器学会総会（1989

年7月，久留米）において発表した．
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　　　bolytic　therapy　for　femoral　artery　thrombosis
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Balloon　Valvuloplasty　and　Angioplasty　for　Heart　Disease　in　Children

Kei　Nishimoto，　Toshihiro　Ino，　Mataichi　Ohkubo，　Shinjiro　Shimazaki，　Hitomi　Boku，

　　　　　　　　　　Katsumi　Akimoto，　Keijiro　Yabuta　and　Atsushi　Tanaka＊

　Department　of　Pediatrics　and　Thoracic　Surgery＊，Juntendo　University　School　of　Medicine

　　　Balloon　valvuloplasty（BV）or　angioplasty（BA）was　performed，　and　its　effectiveness　and

complications　were　evaluated　in　28　infants　and　children　with　heart　diseases：twelve　cases　with

pulmonary　valve　stenosis，1with　aortic　valve　stenosis，5peripheral　pulmonary　artery　stenosis，6

coarctation　of　the　aorta　and　5　with　the　other　heart　diseases，　BV　was　judged　to　be　effective　in

pulmonary　valve　stenosis　with　no　associated　heart　malformations，　but　not　effective　in　residual

pulmonary　valve　stenosis　following　surgical　valvotomy　of　pulmonary　atresia　with　intact　ventricular

septum，　severe　infundibular　stenosis　and　residual　stenosis　of　right　ventricular　outflow　following　total

correction　of　Tetralogy　of　Fallot．　BA　was　effective　in　30f　the　5　patients　with　peripheral　pulmonary

stenosis，3　of　the　6　with　coarctation　of　the　aorta　and　one　with　baffle　obstruction　following　Mustard

procedure　for　transposition　of　the　great　arteries，　but　not　effective　in　a　patient　with　conduit　stenosis．

BA　was　also　useful　in　acquired　vascular　disease　such　as　renal　artery　stenosis　due　to　aortitis　and

coronary　artery　stenosis　in　Kawasaki　disease，　BV　and　BA　are　therapeutic　alternative　to　surgical

procedure　in　various　congenital　and　acquired　heart　disease．　However，　the　long－term　prognosis　require

clarification．
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