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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　12ヵ月から20歳までの各種術後の血管性狭窄病変に対して，バルーンカテーテル（バルーン）を用い

て血管形成術（Catheter　balloon　angioplasty：CBA）を行い，その有用性について検討した．狭窄部

位別は，大動脈閉塞性病変5例（大動脈離断症術後2例，大動脈縮窄症術後3例），大血管転i喚症でJatene

手術後の肺動脈狭窄病変5例，　Rastelli手術後のConduit内狭窄病変3例，各種術後の末梢性ならびに肺

動脈主幹部病変7例の計20例である．大動脈閉塞性病変では全例に有効で，平均圧較差（PG）は41±15

mmHgから12±10mmHgへと低下した．

　最狭窄部位の2～2．5倍の直径のバルーンを用い5～8気圧をかけれぽPGは術前の30％程度にまで

低下すると考えられた．

　Jatene手術後の肺動脈狭窄では，術前のPGの50％以下にまで低下した症例はなく，　PGは82±32

mmHgから63±29mmHgに低下したにとどまった．しかし，5例中2例では右室圧が左室圧のそれぞれ

75％，49％となり，再手術は延期した．最狭窄部位の2．5倍以上の径をもち，耐圧性に優れたバルーンが

必要と考えられた．

　Conduit内狭窄のうち1例は，石灰化Hancock弁のため・ミルーソをinflateし始めた瞬間に破裂し，残

る2例は弁の近位側で内腔に“peel”による狭窄を生じており，1例はPGも95mmHgから65mmHgに

低下したにとどまり，1例は全く無効であった．

　肺動脈狭窄病変に対しては4～5気圧をかけwaistが消失した．しかし，　PGは37±22mmHgから

31±19mmHgとほとんど変化せず無効であった．これらの症例では，膨張圧よりもバルーンの直径が重

要で，2～2．5倍の径では内膜，中膜の裂開が入りにくく，最低3倍以上の径のバルーンが必要と考えら

れた．

　　　　　　　　　はじめに

　先天性心疾患に対するバルーンカテーテル（バルー

ン）による血管拡大術は，大動脈縮窄症1）2），末梢性肺

動脈狭dee3）‘），大動脈縮窄症術後再狭窄5），肺静脈狭窄6｝，

Conduit内狭窄7）8）等に対して行われている．

　今回われわれは，各種術後の血管性狭窄に対しバ
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ルーソ拡大術を試み，術後の大動脈閉塞性病変には有

効であるが，Jatene手術後の肺動脈狭窄では効果は劣

り，Hancock弁とは関係のないConduit内の内膜増

殖による狭窄ではほとんど無効で，各種術後の肺動脈

狭窄では直径3倍以下のバルーンでは効果がほとんど

認められないことがわかったので報告する．

　　　　　　　　　対　　象

　対象（表1）は，5ヵ月から20歳4ヵ月（平均9歳

6ヵ月）の大動脈離断症（IAA）術後2例，大動脈縮
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表1　対象の臨床所見

狭窄部位 最狭窄部位 Balloon 圧較差（mmHg）
Case（age） Diagnosis Operation

径（mm）：A 径（mm）：B B／A比
Pre Post

1（5y） IAA SCA・Ao　anast． 大動脈 4．5 10 2．2 48 22

2（1y） IAA Blalock－Park 大動脈 3．0 8 2．7 50 0

3（20y） CoA SCF 大動脈 10．0 18 1．8 52 22

4（1y） DORV，　CoA SCF 大動脈 6．0 12 2．0 15 5

5（5m） T－B，CoA SCF＆PAB 大動脈 2．6 7 2．7 34 0

一一＝≡一一≡≡一一≡一一一 一一一　一一一一一A－一一，一一一A－一，■ ，一一≡≡〔一≡一一←－P－一一一一一一一一 一一一一≡一．「■一一A－｝一●一一一≡一■ 一．■一一一一一一←一一一一一一一 一≡≡■←一“一　一一一一一一一］ 一■一一一．“一一一一一 一“一一輪一一一≡ ．一一一一一一一一一

6（4y） TGA（II） Jatene 主肺動脈 4．2 10 2．4 137 95

7（3y） TGA（II） Jatene 主肺動脈 6．9 15 2．2 65 35

8（4y） TGA（II） Jatene 左肺動脈分岐部 7．8 20 2．6 55 34

9（5y） TGA（1） Jatene 左右肺動脈分岐部 4．3 7 1．6 100 100

10（5y） TGA（II） Jatene 主肺動脈 8．0 10 1．3 55 52
一一一一　一一A－≡≡≡一一≡ 一一■一一一一一｝－一一一≡一←一一一一一一 一一一一一一s－≡一≡≡≡一一一一一一一一一 一←一一・一一一一一一一一一一一一一一一’・ 一’ρ←A可一●一一一≡一≡≡≡一 ・≡≡■一一一一A－一一＝≡■一一・ 一一≡一一A－一一　一　 一一一一一一一一・≡ ←一一，一←一≡一

11（12y） PTA（II） Rastelli Conduit内 3．0 15 5．0 95 65

12（15y） TGA（III） Rastelli Conduit内 石灰化 12 92 92

13（18y） PTA（1） Rastelli Conduit内 7．0 10 1．4 130 120

P■■一一一一←】舗s■一一， ・←一一一一一一一一一一“一“一一一■一一一一 ’一一一r－r，一一一，一一一一一一一一一一 一一〔≡一一≡一一一≡一一旨“【一一一一一 一■一一’一一一一一一一一一一一一 一←一←一一一一一，一一≡一一一● 一一≡一一一一一一一一一 〔一一一一・一■一 一一一一一一一一一

14（6y） TOF，　PDA rt．　PA　plasty 右肺動脈 3．1 6 1．9 28 28
rt．　PA　atres．

15（10y） SRV Fontan 右肺動脈 8．0 20 2．5 2 2

16（18y） DORV，　PS P．valvotomy 主肺動脈 8．4 12 L4 70 60

17（18y） VSD，　PDA ICR 左右肺動脈 7．0 15 2．1 40 37

18（5y） PPA，　PDA，　ASD Glenn＆RVOT 左肺動脈 3．5 10 2．9 45 30

recon＆ASDcl．
19（17y） PPA，　PDA，　ASD RVOTrecon． 主肺動脈 8．0 15 L9 50 50

20（12y） TOF，　PA， ICR 右肺動脈 5．0 15 3．0 35 30
rt．　PA　ste，

IAA：大動脈離断症　SCA：鎖骨下動脈　anast．：吻合　CoA：大動脈縮窄症　DORV：両大血管右室起始症　T・B：Taussig－

Bing奇形　SCF二Subclavian　flap　TGA：大血管転換症　PTA：総動脈幹症　TOF　ファロー四徴症　PDA：動脈管開存症

rt．：右　PA：肺動脈　atres：閉鎖　SRV：右心性単心室　PS：肺動脈弁狭窄　ICR：心内修復手術　PPA：純型肺動脈閉鎖

RVOT　recon．：右室流出路再建　cl．：閉鎖　ste．：狭窄

窄症（CoA）術後3例，大血管転換症（TGA）Jatene

手術後肺動脈弁上部狭窄（分岐部狭窄を含む）5例，

総動脈幹症ならびにTGAIII型のRastelli手術後

Conduit内狭窄3例，各種術後の肺動脈主幹部ならび

に分枝部狭窄7例の，合計20例である．

　　　　　　　　　　　方　　法

　前投薬として，カテーテル前に塩酸ペチジン2mg／

kg，　hydroxyzine　pamoate　lmg／kgを用い，バルーソ

拡大術直前にはhydrocortison　N　a　succinate　10mg／

kgを静注し，全例ハロセンにより全身麻酔下にバルー

ン拡大を行った．

　弁拡大用カテーテルは，Mediteck社製あるいは

Mansfield社製Polyethyleneカテーテルを用い，両側

大腿静脈閉塞をきたしていた1例以外は全例厳径部か

らの穿刺にて施行した．

　使用バルーンの直径は，正側2方向（肺動脈造影の

場合は，正面は頭側30°～40°のangled　view）のシネア

ンギオグラフィから得られた最狭窄部位径の2．0～3．0

倍の径をもつものを用い，バルーン直径よりも耐圧能

を優先させる場合は，2．0倍以下の直径のバルーンを用

いた．

　Catheter　Balloon　Angioplasty（CBA）前後で，狭

窄部の引き抜き圧較差（PG）を測定し，造影を行い，

術前のPGの50％以下に低下した場合を有効とした．

　数値はすべて平均±標準偏差であらわした．

　　　　　　　　　　　結　　果

　1．大動脈閉塞性病変5例に対しては，全例に有効

で，使用バルーン直径は最狭窄部位の1．8～2．7（平均

2．3倍），最大膨張圧5～6気圧で術前平均圧較差40±

14mmHgから7±10mmHgまで低下した（図1）．

　症例4ならびに5（図2）に対しては，大腿静脈よ

り順行性にバルーンを挿入しCBAを施行した．両症

例ともに，この後Jatene手術を行ない，手術後のカ

テーテルでは，両症例ともに拡大部位にPGは存在せ
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図1　症例2のCBA．最狭窄部位3mmに対し直径8mm（2．7倍）のバルーンカテーテ

　ルを用い逆行性にCBAを行った．圧較差は50mmHgからOmmHgまで低下し，最

　狭窄部位は6mmまで拡大した．

図2　症例5のCBA．最狭窄部位2．6mmに対し直径7mm（2．7倍）のUltra・thinカ

　テーテルを用い，順行性にCBAを行った．圧較差は34mmHgからOmmHgまで低
　下し，最狭窄部位は6．3mmまで拡大した．

ず，動脈瘤の発生も認められなかった．残る3症例は

大腿動脈からの逆行性のCBAであったが，ヘパリン

の量を150単位／kgと通常よりも多めに使用し，大腿動

脈の閉塞はきたさなかった．

　2．Jatene手術後の肺動脈狭窄5例に対しては，最

狭窄部位の1．3～2．6（平均2．0倍）の直径を持つバルー
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図3　症例9のCBA．肺動脈弁上部狭窄ではなく，左右肺動脈分岐部に径4．3mm，圧

　較差100mmHgの狭窄が存在した．左腋窩からの切開でCBAを行ったため直径7

　mm（1．6倍）のUltra－thinカテーテルしか挿入不可能でwaistはいったん消失した

　が，圧較差，狭窄部位径ともに不変であった．
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図4　症例7のCBA．図左端はCBA前の肺動脈造影．肺動脈弁上部（径6．9mm）なら

　びに左右肺動脈分岐部に狭窄が存在し，図中央でバルーンに2ヵ所のwaistが認め

　られる，図右端はCBA後の右室造影で，圧較差は65mmHgから35mmHgへと低下

　し，狭窄部位径は7．7mmへと変化した．
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ンを用い，最大膨張圧8気圧まで加圧したが，PGは

82±32mmHgから63±29mmHgに低下したにとど
まった．症例9（図3）以外の4症例ではくびれは完

全には消失せず，症例6，7（図4），8で圧較差の低

下が認められたが術前のPGの1／2以下にまで低下し

た症例は1例もなかった．しかし，症例7は術前後で

右室圧は体血圧の99％から75％（PG　65から35mmHg）

に，同様に症例8では62％から49％（PG　55から34

mmHg）にまで低下した．

　症例6で直径10mm，最大8気圧まで加圧したバ

ルーンが破裂した．狭窄が非常に高度でPGの大きな

（137mmHg）症例であり，　defiate不可能となったカ

テーテルの抜去に手間取り，血流遮断時間が15秒を越

え，徐脈と血圧低下をきたしたがカテーテルを右室内

に引き抜くことにより次第に回復した．

　3．Rastelli術後のConduit内狭窄の症例11（図5）

は1｛ancock弁（径20mm）の近位側に狭窄を生じてお

り，最狭窄部位の4倍（直径12mm）のバルーンを用い

てwaistはいったん消失した．しかし，圧較差は不変

であったため5倍（直径15mm）のバルーンを用い8気

圧まで加圧したところで破裂した（図6）．バルーソの

破裂は，一部斜めに割れていたがそこからバルーンの

近位側にかけては縦割れであったため（図7），穿刺部

位からそのまま抜去可能であった．

　症例13（Hancock弁径18mm）も症例11と同様の部

位の狭窄で，径の小さなバルーン（直径10mm）を用い

てCBAを行ったがwaistは消失せず無効であった．

　症例12はHancock弁（径22mm）に石灰化を生じて

おり，バルーン径10mmと12mmを使用したが，いず

れもinflateの途中で破裂し，石灰化した弁による破裂

と考え危険を避けるためCBAは中止した．

　4．各種術後の肺動脈狭窄7例に対しては，最狭窄部

位の1．4～3．0倍（平均2．2倍）の直径を持つバルーンを

用いてCBAを行った（図8）．7例全例で，4～6気

圧の膨張圧でいったんwaistは消失するが，バルーン

のdeflateにともない再度出現し，　PGの変化も，造影

上の狭窄部位の拡大も認められず，全ての症例で無効

であった．

　　　　　　　　　　考　　案

　1．術後の大動脈閉塞性病変

図5　症例11のCBA前後の右室造影．図左はCBA前の右室造影であるが，　Hancock

　弁に近位側に内膜の増殖によると考えられる“peel”が認められ，この部位で95

　mmHgの圧較差を生じていた．図右はCBA後の右室造影であるが，側面像では狭

　窄の程度（3mm）は全く不変であった．
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図6　同じく症例11のCBA．図左は直径8mm（2．7倍），図中は直径12mm（4倍）の

　パルーンカテーテルを用いwaistほとんど消失したかに見えるが，圧較差は不変で

　あった．図右は，直径15mm（5倍）のバルーンカテーテルを用い，8気圧1まで加圧

　し，破裂した瞬間である．
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図7　症例llに用い，圧のかけすぎから破裂したパ

　ルーン．一部斜めに破裂しているが，幸いにもこの

　バルーンカテーテルは穿刺部位より引き抜くことが

　できた．

　未手術のCoA（native　CoA）に対するCBAの有効

性については，多くの報告がある1）2）．しかし，長期経

過観察による拡大部位の動脈瘤発生の報告9）1°）が認め

られるようになり，われわれの施設ではnativeの

Simple　CoAならびにCoA　complexに対しては，原

則として手術を第一選択としている．しかし，IAA，

CoA修復後の再狭窄に対しては狭窄部位周囲の癒着

が幸いし動脈瘤が発生しにくいであろうという点と，

逆に癒着の存在による再手術の煩雑さとを考え，CBA

を第一選択としている．

　今回CBAの対象となった．5例の大動脈閉塞性病

変のうち，CoAの3例はSubclavian　fiap法，　IAA　2

例は端々吻合が行われていたが，そのいずれの術式後

にも有効で，Kanら5）の報告同様に術式による効果の

差は認められなかった．

　術後の大腿動脈閉塞を予防するためには，左心系へ

挿入するバルーンカテーテルはなるべく細いものがよ

い．今回の経験から，使用するバルーン直径は，最狭

窄部位の2～3倍で狭窄部の近位ならびに遠位側の直

径を越えないサイズが有効で適当と考えられた．また，

症例4や5の様な右室から大動脈が起始しているよう

な症例では，低年齢でも経静脈性に，太めのshaftのバ

ルーンの使用が可能であった．特に，症例5に使用し

た直径7mmのMediteck社Ultra－thinカテーテルは

shaftが5Fと細く6Fシースに挿入可能で，耐圧性にも

優れ，乳幼児に対しBalloon　angioplastyならびに

Valvuloplastyを施行する際に非常に有用と考えられ

た．
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図8　症例18のCBA．純型肺動脈閉鎖で右G！enn，右室流出路拡大，心房中隔欠損閉

　鎖術後の症例で左肺動脈に径3．5mm，圧較差45mmHgの狭窄を生じていた．直径10

　mm（2．9倍）のバルーンカテーテルを用いwaistは消失したが，圧較差は30mmHg

　までしか低下しなかった．

　2，Jatene手術後の肺動脈狭窄

　Jatene手術後の肺動脈狭窄に対するCBAの報告は

Zeeviら1Dの5例（成功1例）ならびにBeekmanら12）

の1例がある．

　われわれは，Jatene手術でold　aortic　rootの拡大を

加えていなかった初期の症例で，肺動脈狭窄が原因で

右室圧が次第に上昇してきた症例に対し，CBAを施行

した．

　当初，最狭窄部位の2．2～2．6倍の直径を持つバルー

ンを用い（症例6～8）膨張圧は最大8（平均5～6）

気圧まで加圧したが，先に示したごとく効果がなかっ

た．症例6は，まもなく再手術を行ったが，症例7と

8では，右室圧が左室圧のそれぞれ75％，49％となっ

たため，再手術は引き延ぽすことが可能であった．こ

の経験をもとに，症例9と10では，バルーン径よりも

耐圧能に重点をおいて，直径の小さめのバルーンを用

いてwaistの消失を試みたが，直径の大きなものに比

してむしろ効果はおち無効であった．特に症例9は，

吻合部狭窄ではなく，肺動脈分岐部が手術によって

引っ張られたためにできた狭窄と考えられ，1．6倍の径

の・ミルーンではwaistは消失しても永続的な拡張は全

く得られなかった．以上のことから，Jatene術後の肺

動脈狭窄に対しては，最狭窄部位の最低2．5倍以上の径

をもち耐圧能に優れるバルーンが必要と考えられた．

　3．Rastelli術後のConduit内狭窄

　1987年Waldmanら7）は4例のCoduit内生体弁狭

窄のCBAに成功し，同年Lloydら8）も同様の狭窄に

対し6例中3例にCBAが有効であったことを報告し

ている．症例11ならびに13は，Hancock弁自体の狭窄

ではなく，弁の近位側のConduit内にできた“peel”に

より高度の圧較差を生じていた．このようなタイプの

狭窄は，Lloydら8）やEnsingら13）の指摘にもあるよう

に，裂開が入りにくくバルーンによる拡大が非常に難

しい症例と考えられた．症例12はHancock弁自体が

石灰化をきたしてPGを生じていた症例であるが，お

そらく石灰化した弁が針状となっており，バルーンを

inflateする途中で2度とも破裂させたものと考えら

れた．石灰化自体は，CBAの禁忌にはならないが，
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inflateの途中で破裂する場合は，破裂した・ミルーンに

よる合併症を避けるためにも拡大不可能と判断し

CBAは中止すべきと考えられた．

　この3症例で，合計7本のバルーソカテーテルを使

用し，うち4本が破裂したが，3本は縦割れのみで，

残る1本は一部分斜めに割れたのち縦割れという，非

定型的な破裂の仕方をしていた．幸いなことに4本と

もカテーテルの抜去は比較的容易であった．そのうち

2本は膨張圧を耐容圧以上に上げたことが第一の原因

と考えられ，石灰化した組織による破裂ではない．し

かし，他のangioplastyと違って，多かれ少なかれ石灰

化をきたしている部位での形成であるため，横割れと

いう危険な破裂の仕方をする報告8）13）もあり，破裂し

たバルーンの心外ならびに体外への抜去には充分な注

意が必要と考えられた．

　4．各種術後の肺動脈狭窄

　先天性心疾患に対するバルーソを用いた治療の中で

も，最も危険性が高くかつ最も成功率の少ないのが，

肺動脈分岐部低形成あるいは狭窄である14）．われわれ

は，致死的な合併症15）を避けるため，報告されているよ

りも小さな直径のバルーソを用い（平均2．2倍）CBAを

試みた，7例全ての症例で，3～4気圧の比較的低圧

でwaistはいったん消失したが，バルーンのdeflate

とともに再度出現した．2歳以上の症例では効果が劣

るという報告工4）もあり，7例の平均年齢が12歳と年齢

的にやや高いことも影響しているかも知れない．しか

し，いったん消失するwaistが・ミルーンのdeflateに

ともない再度出現することからみて，3倍以下の直径

のバルーンでは弾性に富む肺動脈の内膜や中膜に裂け

目が入らなかったことが，第一の原因と考えられた．

成功率は低いといわれているが，再手術の煩雑さなら

びに手術による狭窄の解除の困難さから，今後の症例

では，最狭窄部位径の3倍以上のバルーンを用いて

CBAを試みて行く計画である．
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Catheter　Balloon　Angioplasty　for　Postoperative　Obstructive　Vascular　Lesions

Yasutoshi　Matsumoto，　Makoto　Nakazawa，　Toshio　Nakanishi，　Gengi　Satomi，

　　　　　　　　　　　　　　　Kazuo　Momma　and　Atsuyoshi　Takao

　　　　　　Department　of　Pediatric　Cardiology，　Tokyo　Women’s　Medical　Collge

　　　Catheter　balloon　angioplasty（CBA）was　attempted　in　20　patients（aged　l　to　20　years）for

postoperative　obstructive　lesions，　including　5　patients（pts）with　aortic　arch　obstruction，5pts　with

right　ventricular　outflow　obstruction　following　Jatene　procedure，3pts　with　extracardiac　conduit

obstruction　and　7　pts　with　pulmonary　artery　branch　stenosis．　The　pts　with　aortic　arch　obstruction

had　had　subclavian　flap　repair　for　coarctation　in　3　pts　and　end－to・end　anstomosis　for　interruption　of

aortic　arch　in　2　pts，　in　whom　pressure　gradient　decreased　from　41±15mmHg　to　12±10　mmHg　using

balloon　size　of　2．0～2．5　times　the　diameter　of　the　narrowing．　In　5　pts　with　supravalvular　pulmonary

stenosis　after　Jatene　operation，gradient　across　the　obstruction　decreased　from　82±32　mmHg　to　6．3±

29mmHg．　But　in　20f　the　5　pts，　the　right　ventricular　pressure　decreased　to　75％and　49％of　systemic

pressure，　respectively，　then　reoperation　was　postponed．　Balloon　size　should　be　chosen　over　2．5　times

the　diameter　of　narrowing．　In　pts　with　extracardiac　conduit　obstraction，　conduit　failure　was　due　to

intraconduit　neointimal　peel　formation　in　two　cases．　Pressure　gradient　across　the　obstruction　in　these

pts　decreased　from　95　mmHg　to　65　mmHg　and　from　130　mmHg　to　120　mmHg，　respectively．　In　the　other

one，　conduit　was　heavily　calcified，　and　repeated　rupture　of　the　balloons　occured　before　full　inflation．

The　procedure　was　unsuccessful　in　all　of　the　seven　patients　with　pulmonary　artery　stenosis．　Pressure

gradient　across　the　obstruction　changed　from　37±22　mmHg　to　31±19　mmHg．　Balloon　sizes　were　2～3

times　the　diameter　of　the　narrowing．　In　most　of　these　cases　a　balloon　was　inflated　until　the　waist

nearly　disappeared，　yet　the　stenosis　returned　immediately　upon　deflation　of　the　balloon．　We　considered

that　the　balloon　diameter　was　too　small　to　tear　the　intima　and　media　of　the　pulmonary　artery．
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