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Balloon　occlusion　angiographyの経験

一Balloon　occlusion　aortographyの方法，有用性および限界について一
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　先天性心疾患18例（うち8例は新生児，平均体重4．55kg）に・ミルーン閉塞大動脈造影（balloon　occlu－

sion　aortography，　BOAo）を行ない造影度について検討し，その方法，有用性および限界などについて

考察した．4例は下行大動脈をバルーンで閉塞させ大動脈弓の造影を，9例は同様に動脈管を通し，3

例はBlalock－Taussigシャントを通して肺動脈造影を行なった．残りの2例は上行大動脈へ・ミルーンを

閉塞させ冠動脈造影を行なった．18例中1例は肺動脈狭窄の程度が軽度であったため造影不良で，選択

的な肺動脈造影を追加した．その他の17例はほぼ満足した造影であった．BOAoは新生児，乳児の大動

脈弓，肺動脈，冠動脈形態などの診断に，右心系から行なえる有用な方法である．しかし3歳を過ぎた

小児では大動脈にバルーンが閉塞されず，困難であり，できるだけ選択的な造影が望ましい．

　　　　　　　　　　はじめに

　重症複雑心奇形の早期手術には詳細な大動脈，肺動

脈，冠動脈の形態あるいは肺静脈還流の情報が必要で

あるが，新生児，乳児早期ではそれらの選択的造影は

技術的にしぼしば困難である．またこれらの時期の心

臓カテーテル，心血管造影（以下心カテ）検査は対象

となる患児の状態が不良であることが多いため迅速か

つ正確な解剖学的情報が必要とされる．この意味では

balloon　occlusion　angiography（BOA，バルーン閉塞

血管造影）は簡便に行なうことができ，また通常の造

影より少なめの造影剤量で造影可能な比較的新しい造

影方法と思われる．BOAは1973年にFreedら1）により

最初に報告され，以後幾つかの報告があるがいまだ十

分に検討されているとは言えない2）～11）．

　今回，筆者らは最近経験したBOAについて，特に

balloon　occlusion　aortography（BOAo，大動脈バルー

ン閉塞造影法）の方法，有用性および造影度などにつ

いて検討した．

別刷請求先：（〒113）東京都文京区本郷2－1－1

　　　　　順天堂大学小児科学教室　　井埜　利博

　　　　　　　　対象および方法

　対象は表1に示した先天性心疾患の18例である．そ

のうち14例は1歳以下の乳児，うち8例は新生児で

あった（表1）．平均年齢は8．3ヵ月，平均体重は4．55

kgであった．造影部位はBOAoによる大動脈弓の造

影（4例），動脈管開存（PDA）（9例）ないしBlalock－

Taussig（BT）シャント（3例）を通して行う肺動脈

の造影および冠動脈造影（2例）である．症例1～9

の9例は全例PDAを合併しており，経PDA的に，ま

た症例14～16はBTシャントを通して肺動脈造影を

施行した．症例10～13の大動脈弓造影を行った4例で

は大動脈弓あるいはPDAの形態，サイズなどを観察

した．症例17，18は上行大動脈中央部でバルーソを閉

塞させ冠動脈の形態を観察した．

　方法は経静脈的にBermanカテ（side－hole）を用い

て希望する造影部位の末梢をバルーンで閉塞させ，造

影剤1．Oml／kg／secを注入器により注入した．　BOAo

による冠動脈造影の場合は造影剤量は0．5m1／kg／sec

にした．また経静脈的に挿入ができない場合は経動脈

的に行なった．用いた造影剤はヘキサブリックス320ま

たはイオパミロンのいずれかを用いた．

Presented by Medical*Online



日小循誌　6（3），1990 349－（13）

表1　ballon　occlusion　aortographyの症例

症　　例 年齢／性 体重（Kg） 診　　　断 造影部位 造影度

1Y．0． 10d／M 2．7 DORV，　PS，　ASD，　PDA 肺動脈 冊

2Y，　S． 15m／F 7．52 SIV，　DORV，　PS，　PDA 〃 十

3K．　T． 3d／M 3．98 PAT，　IVS，　PDA 〃 杵

4M．　H． 4m／F 5．68 TA，　PS，　PDA 〃 冊

51．S． 10m／M 3．07 PAT，　IVS，　PDA 〃 楴

6S．O， 9d／M 2．77 TOF，　PDA 〃 什

7C．K． 12m／F 5．63 Down，　PDA 〃 十

8B，K． 6d／M 2．77 SV，　SA，　PAT，　PDA 〃 柵

9Y，Y． 30d／M 3．14 SV，　SA，　PS，　PDA 〃
一

10M．　M． 21d／F 3．15 APW，　CoA 大動脈弓 冊

11W．　G． 3m／M 3．35 TOF，　PDA 〃 冊

12M．　U． 12d／M 3．54 CoA 〃 十

13M．　T． 1m／M 3．30 trunCUS ノノ 十

14M．　H． 5m／F 6．0 TA，　PS BTシャント，肺動脈 廿

15Y．O． 17m／M 8．33 DORV，　PS 〃 冊

16H．0． 6y／M 19．2 TOF 〃 冊

17C．　S． 3d／M 3．68 TGA 冠動脈 柑

18B．K， 1d／M 2．50 TGA 〃 杵

abbreviation：APW＝AP　window，　ASD＝atrial　septal　defect，　CoA＝coarctation　of

aorta，　DORV＝double　outlet　right　ventricle，　Fニfemale，　M＝male，　PAT　IVS＝pulmo－

nary　atresia　with　intact　ventricular　septum，　PDA＝patent　ductus　arteriosus，　PS＝pul・

monary　stenosis，　TA＝tricuspid　atresia，　TOF　＝tetralogy　of　Fallot，　TGA＝transposition

of　great　arteries，　SA＝single　atrium，　SIV＝superior　inferior　ventricle，　SV＝single

ventricle

　造影度の判定は半定量的に行なった．すなわち…

（冊）：満足した造影で診断的にも外科手術にも問題は

ない，（＋）：診断，手術の点では問題はないが造影が

やや薄い，（＋）：造影が薄く診断の点でやや困難を生

じた，（一）：不十分な造影で他の造影を追加した…の

4段階に分け共同執筆者の一人（S．S）と別個に判定し

た．判定が一致しない場合はスコアの低い方を記載し

た．またそれぞれの症例の合併症についても検討した．

　　　　　　　　　　成　　績

　1例を除き全て経静脈的にアプローチできた．症例

15（Y．0．）は経静脈的にアプローチできず右腕頭動脈

よりカットダウンし挿入した．18例の造影度の内訳は

（冊）二11例，（甘）：2例，（十）：4例，（一）二1例で

あった．経BTシャントによる肺動脈造影3例および

冠動脈造影2例はいずれも満足した造影（冊…4，＋ト

… 1）が得られた．9例の経PDAからの肺動脈造影の

うち6例はほぼ満足した造影（冊…5例，升…1例）

が得られたが，バルーンの閉塞位置がPDAから離れ

て行なわれた場合はやや造影度が薄かった．4例の大

動脈弓造影のうち2例は（什）であったが，他の2例

はCoAでバルーンの閉塞部位が遠位すぎたため縮窄

部あるいは上行大動脈の造影がやや不鮮明であった．

（一）の1例は無脾症候群で単心室，単心房，肺動脈狭

窄を合併していた．この症例では肺動脈の血流がPDA

より単心室，肺動脈狭窄からの順行性の血流がより多

かったためBOAoは適当でなかったと思われた．また

本法によると思われる合併症は認めなかった．次に具

体例を呈示する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例A：BOAoによる冠動脈造影

　生後1日目の新生児．体重2，500g，身長47cm．心室

中隔欠損を伴わない完全大血管転位症．造影は両心室

で正面，側面で行なった後，上行大動脈で順行性に5

F・Bermanカテを用いて・ミルーソ閉塞させ，2．5mlを

1秒間で造影した（図1）．冠動脈は両側とも良く造影

され，生後8日目にJatene手術を施行した．

　症例B：BOAoによる肺動脈造影

　生後9日目の新生児．体重2，770g．心奇形はファ

ロー四徴，心房中隔欠損および肺動脈閉鎖．PGE1を投

与中．造影は5F－Bermanカテを用いて下行大動脈をバ

ルーンで閉塞させ，3．Omlの造影剤を1秒間で注入し

た（図2）．生後28日目に左BTシャント術を施行し
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　　　　　　　図1　冠動脈造影

矢印はバルーンを示す．造影中には軽度の大動脈弁閉

鎖不全を認めたが，カテーテルの影響と思われる．

た．

　症例C：BOAoによるBlalock－Taussigシャソト，

肺動脈造影

　1歳5ヵ月の男児．体重8．33kg．生後10日目に心カ

テ，心血管造影を施行し両大血管右室起始，肺動脈狭

窄と診断した（図3）．3ヵ月時に右BTシャントを施

行し外来で経過観察していたが，1歳頃よりチアノー

ゼが増強したため精査の目的で入院した．造影は5F・

Bermanカテを用いておこなった．右鎖骨下動脈をパ

ルーンで閉塞させ，8mlの造影剤を1秒間で注入した

（図4）．本症例はその後BTシャント狭窄を確認し，

balloon　dilatationを施行した．

　　　　　　　　　　考　　案

　欧米では新生児および乳児期早期の重症心疾患の造

影にBOAは極めて簡便であり，応用範囲が広いため

用いられているが，本邦ではあまり普及していないよ

うに思われる．BOAの現在までに報告されている主

な造影法は，side・holeのバルーンカテーテルを用い

て，①下行大動脈でのBOAoによる大動脈一肺動脈間

側副血行路，動脈管9），肺動脈造影および大動脈弓造

影2）一一7），②上行大動脈でのBOAoによる冠動脈造影な

どである．さらにend・holeのバルーンカテーテルを用

いて，③肺動脈末梢でのballoon　occlusion　pulmonary

angiography（BOPA，バルーン閉塞肺動脈造影）によ

る肺静脈還流の造影7），④肺静脈喫入部でのBOPAに

よる逆行性肺動脈造影8）などがある．その他肺動静脈

痩7），左上大静脈遺残のbridging　veinの造影1）などの

有用性も報告されている．また用いる造影剤量も無駄

がなく，通常の造影より少量で行なうことができる．

　①ではファ・一四徴，肺動脈閉鎖での肺動脈造影お

よび側副血行路の造影に適しており7），また大動脈縮

窄，離断での大動脈弓造影に右心系のみのアブPt一チ

で可能である2｝～7）．今回の検討からバルーンの閉塞部

位が末梢側に離れ過ぎた場合にはやや造影度が劣る傾

向があった．したがってバルーンの位置には十分注意

し，造影前に一度テストを試みてから造影した方がよ

いと思われる．

　肺動脈造影で順行性の血流が多く，またPDAが小

さい場合には本法はあまり適していないように思われ

る．肺血流がPDA依存性の場合に最適である．筆者ら

、　　　　逐ξ

　ノ

薫
　㍉

竃
潔
ダ

ず
ご

A
　，、麟㌶蕊鶯ぎ

h

C

織

琴

一＿1B∴二：
　　’『㌘x淫±＿　　堀iぽ鴻…．w。“。、？．，ぷ

　　　図2　　　　　　　　　　　第1斜位（B）

矢印はPDAを示す．肺動脈は末梢まで良く造影されている．
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図3　肺動脈造影
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バルーンは下行大動脈に閉塞している．右大動脈弓，

左動脈管から肺動脈が造影されている．動脈管の肺動

脈側に狭窄が認められる．

　　　　　　　図4　肺動脈造影

右鎖骨下動脈はバルーンで閉塞されている．造影剤は

閉塞しているバルーンの中枢側から流出するので，

BTシャントを通して肺動脈が造影されている．

は新生児期にシャント手術が必要な時は，心室造影は

行なわず（心室の情報は心エコーで十分である），好ん

でBOAを用いている．その理由はシャソト手術の際

に肺動脈のみならず鎖骨下動脈のサイズ，形態などの

情報が必要であるからである．

　大動脈弓の造影には逆行性榛骨造影も侵襲がなく優

れているが12），酸素飽和度や圧測定など他の心カテ

データが必要な場合は本法を行なうのが良い．また筆

者の経験では逆行性梼骨造影は造影剤が頚動脈や対側

の鎖骨下動脈へ流れるため造影剤の無駄が多く，鮮明
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な造影を行なうためには比較的多量の造影剤を必要と

するなどの欠点もある．

　②では完全大血管転位においてJatene手術前の冠

動脈形態の診断に重要である7）．新生児の本症におけ

る選択的冠動脈造影の報告13）もあるが，BOAの造影度

や技術的な簡易性を考えるとその必要がなくなる．

Vincentら7）は順行性のBOAによる冠動脈造影はバ

ルーンと大動脈弁との間に多量の造影剤を注入するの

は危険であると報告している．著者の印象では

0．5～1．Om1／kg程度の少量の造影剤を用いれば危険

性はないと考える．①②ともに3歳を過ぎた小児では

バルーンで大動脈を閉塞させることができないため本

法は適さないと思われる．

　今回は③④の検討は行なわなかったが，肺動脈末梢

でのBOPAは静脈還流の診断に有用であるばかりで

なく，肺動脈の分枝形態，閉塞性病変の観察に優れて

いる1°）．また肺血流量の著しく低下した症例では肺静

脈模入部BOPAが有用であるが，適応となる症例は少

ないと思われる．またBOPAは年長児であっても行な

うことができ，適応年齢の範囲がBOAoに比べ広い．

　　　　　　　　　　ま　と　め

　BOAは新生児，乳児の重症心奇形に右心系から容

易かつ安全に行なえる比較的新しい方法である．

BOAoは動脈管依存性の複雑心奇形での肺動脈形態，

肺動脈閉鎖での側副血行路，完全大血管転位の冠動脈，

大動脈縮窄，離断での大動脈弓の形態診断に有用であ

る．BOPAは肺静脈還流異常，肺動静脈痩，肺動脈分

枝形態などの観察に適する．しかし3歳を過ぎた幼児

および年長児の造影には本法は適さず，できるだけ選

択的な造影が望ましい．
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Balloon　Occlusion　Angiography－Method，　Usefulness　and　Limitation　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Balloon　Occlusion　Aortography一

Toshihiro　Ino，　Shinjiro　Shimazaki，　Kei　Nishimoto，　Katsumi　Akimoto，　Masazumi　lwahara，

　　　　　　　　　Keiko　Oshigamo，　Mataichi　Ohkubo，　Keijiro　Yabuta，　Mikio　Watanabe，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Atsushi　Tanaka　and　Yasuyuki　Hosoda

　　　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，Juntendo　University　School　of　Medicine

　　　　We　evaluated　the　validity　of　balloon　occlusion　aortograpy　in　18　patients　with　congenital　heart

diseases（mean　weight　4．55　kg，　included　8　newborn　babies）and　described　the　methods，　uses　and

limitations　of　this　technique．　Four　of　the　18　patients　had　aortic　arch　angiographies　by　using　balloon

㏄clusion　technique　in　the　descending　aorta．　Pulmonary　artery　angiographies　were　also　performed　in　9

patients　via　patent　ductus　arteriosus　and　3　patients　via　Blalock－Taussig　shunt．　The　remaining　2

patients　had　coronary　arteriographies　by　occlusing　the　balloon　in　the　ascending　aorta．　Anatomic

information　was　satisfactory　in　170f　the　18　patients．　In　one　patient　with　double　outlet　right　ventricle

and　pulmonary　stenosis，　the　pulmonary　arteries　were　not　clearly　visualized　because　of　dominant

antegrade　flow　from　the　right　ventricle．

　　　　In　summary，　balloon　occlusion　aortography　is　a　safe　and　useful　procedure　which　can　be　used　to

image　aortic　arch，　pulmonary　artery　and　coronary　artery　in　infants　with　congenital　heart　diseases．　In

children　of　more　than　3　years　old，　however，　balloon　may　not　be　occluded　at　the　appropriate　site　of

aorta．　Therefore，　selective　angiography　is　required　to　produce　the　precise　anatomic　information，

Presented by Medical*Online


	0348
	0349
	0350
	0351
	0352



