
日本小児循環器学会雑誌　7巻2号　325～351頁（1991年）

〈研究会抄録〉

第1回　日本Pediatric　Interventional　Cardiology研究会（JpIC）

時

所

長

日
場
会

1990年1月13日（土）

国立循環器病センター

国立循環器病センター小児科　神谷哲郎

　1．イノウエバルーンを使用した心房中隔裂開術

（BAS）の経験

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　須田　憲治，津田　悦子，黒江　兼司

　　　　　　広田　浜夫，木幡　　達，越後　茂之

　　　　　　神谷　哲郎

　　　　同　放射線科　　木村　晃二，高宮　　誠

　　　　武田病院心臓血管外科　　　　井上　寛治

　近年，先天性心疾患に対する生理的血行再建が可能

になるにつれ，その手術の条件が揃うまで心房中隔欠

損（ASD）を長期にわたって開存させて置く必要性が

生じている．今回，従来バルーン心房中隔裂開術

（BAS）が困難とされていた年齢1歳以上の3例で井

上バルーンを用いてBASを施行した．

　対象と方法：以下の3例を対象とした．症例1；

MA　DORV　PAbanding後の2歳男児（体重9．4kg）．

ASDが狭小化しており左房一右房間の圧較差は14

mmHgであった．症例2；Dextrocardia　AVdiscor－

dance　MA　PAの1歳7ヵ月の男児（体重9．7kg）．2

ヵ月の時に外科的ASD作成術を施行されたが，最近

ASDの狭小化のため顔面浮腫を来すようになった．

Parkのblade　catheter使用してBASを試みたが，

ASDを拡大できなかった．症例3；MS　DORV
PAbanding後の1歳4ヵ月の男児（体重5．8kg）．この

症例も9ヵ月の時に外科的ASDの作成術を施行され

ているが，最近チアノーゼの増強を認めた，

　今回のBASは，まず大腿静脈穿刺を行い，症例1は

9F，症例2，3は8Fのシースをそれぞれ用いた．使用

した井上バルーンの最大径は症例1，2で23mm，症例

3で20mmであった．実際のBASの際の最大バルー

ン径はそれぞれ20mm，23mm，18mmであった．

　結果：症例1では左房一右房間の圧較差は14

BAS　with　lnoue　BaHoon

lD　1090042

　　　　　　　　　　Before　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　After

上段：井上バルーソによるBAS，ウェイストが明瞭に認められ，バルーン膨長ととも

に消失している．下段：BAS前後での右房造影正面像．矢印で示されたASDの拡大

が認められる．

Presented by Medical*Online



326－（76）

mmHgから2mmHgへと明らかに軽減し，肝鎖骨位で

の左房造影でのASDの径は7mmから12mmへと増
大した．症例2では術後臨床的に顔面浮腫の消失を認

め，左房造影正面像でのASDの径は7mmから10mm

へと増大した（Fig．1）．症例3でも肝鎖骨位での左房

造影でASDの径は7mmから11mmへと増大し，臨床

的にチアノーゼの軽減を認めた．

　術中の合併症として，症例1でバルーン膨張時に一

過性の徐脈を来したが，硫酸アトロピソの静注により

回復した．またカテーテル操作の過程で発作性上室性

頻拍を症例2と3で認めたが2例とも胸部叩打によっ

て洞調律に復帰した．術後の合併症は全例で認められ

なかった．

　考案：Fontan型の生理的血行再建が施行される場

合のように，近年ASDを最終的手術まで長期にわ

たって開存させておく必要性が生じている．しかし，

Rashkindにより開発され広く行われているBASは

裂開能力が弱く，その施行は主に新生児期あるいは乳

児早期に限定されている．また，乳児期以後Rashkind

のBASの行えない例にParkのbladeを使用した
BASが行われているが，これもほぼ1歳前後までであ

り，しかも穿孔を生じる危険性を有している．またこ

れらのどちらも有効でない例には，外科的ASD作成

術を施行するが，侵襲をともなう上，これでも経過と

共に再度狭窄を生ずる例がある．

　今回このような1歳以上で過去にASD作成術を施

行された例，あるいはParkのbladeを用いたBASが

不成功に終ったものを含む先天性心疾患3例で，井上

・ミルーンを用いてBASを施行し，全例でASD拡大が

可能であった．また，井上らの報告では井上バルーン

を用いたBASは新生児期から施行でき，　Rashkindの

BASと異なり卵円窩をこえ2次中隔も裂開するとさ

れている．したがって施行年齢の範囲が広く，確実に

心房中隔の裂開出来る本法は安全で臨床的に有用であ

ると考えた．

　2．Snare　Catching　Cathrterによる血管内異物

摘除術（其の実際と，手技的工夫）

　　　　久留米大学第2外科

　　　　北九州中央病院心血管外科＊

　　　　　　熊手宗隆，山本英正㍉田中攻
　　　　　　安藤　文彦，青柳　成明，小須賀健一

　　　　　　大石　喜六

　経血管的異物摘出術は1964年にJ．Thomasらが報

告して以来，種々の摘出器具を用いた報告が成されて

日小循誌　7（2），1991

いる．我々も1975年より20例の心血管内異物を経験し

た，その内3例は手術的摘出を行い2例はbiotom，1

例はbasketにて摘出した．その他の14例は総て自家

製のcatching　snareにて摘出に成功した．最近，種々

の経血管的治療が成される様になり，心血管内異物の

発生頻度は今後増加すると考えられる．我々の用いて

いるcatching　snareは非常に安価で，簡単に作製する

ことが出来，又操作も容易で安全に摘出を行うことが

出来るため，その基本的操作法を含め紹介した．

　我々が用いているcatching　snareは，海釣り用の

Nylon　coated　stainless　wireを必要な長さに切断し2

つ折りにした物で，これを種々のcatheter内に挿入

し，catheterの先端より投げ縄の如く異物を挟み込み

摘出を行うものである．もちろん異物の形態，材質，

状態により摘出困難な症例もあるが，種々の器具を組

み合わせて用いることにより，ほとんどの異物は摘出

可能と考える．

　catching　snareが細いsizeの場合や，誘導する

cateterが長い場合，著しく屈曲した場合などには操作

性が悪くなるため，出来るだけ目的の場所までの距離

を短く又直線的に到達するようにし，場合によっては

手元でcatheterを切断したり操作性の良いballoon

catheterにてlong　sheathを異物まで誘導しsheath

内に取り込んだりしている．又，折り曲げたsnare

wireの先端を潰し過ぎないようにしwireには使用前

にsilicon　oilを塗布すると操作性は著しく向上する．

実際的には図1の基本的操作に加えてwireを捻った

り，曲げることにてloopの面を自在に変える事が出来

る加えて，出来るだけ大きなloopを異物の近くで作る

ことがcatching操作のこつである．

　血管内異物が発生した時は絶対に慌てない事，特に

静脈系異物ではあまり緊急性は無い．しかし材質に

よっては血栓形成の早い物も有り，可及的に摘出術を

行う事．成功の秘訣は，術前に異物の位置，形態を良

ル
、

／

図1　Catching　Snareの其本的な操作法
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く確認し，摘出器具，方法，及び補助器具の検討を充

分に行い，時間をかけても血管を出来る限り保護的に

操作を進めることが肝要である．又，心室内での摘出

操作は，絶対に行わない事．しかし，何にも増して重

要なことは患者によく説明し，納得させておく事であ

る．又，余程全身状態が悪くない限り，経血管的に異

常を摘出することは，手術的摘出術に比較して患者浸

襲は非常に少なく，出来得る限りの知恵と器具を用い

て摘出に勤めるべきである．

　3．カテーテル焼灼術による小児心室性頻拍の2治

験例

　　　　金沢大学第1外科

　　　　　　坪田　　誠，三崎　拓郎，清原　　薫

　　　　　　向井　恵一，松永　康弘，岩　　　喬

　はじめに：我々は，心室性頻拍（以下VT）に対して

は根治手術を第一選択としているが，心機能低下等の

理由で手術が望ましくない症例に対しては，カテーテ

ル焼灼術（以下CA）を行っている．今回は，小児左室

起源VTに対してCAを施行した症例について述べ
る．

　症例1：10歳の男児で，7歳時より胸痛をともなう

VT発作を認めていた．薬物治療にもかかわらず，頻拍

の頻度・症状は増悪傾向を示した．頻拍時の心電図は，

心拍数180　一一　200回／分で右脚ブロックを呈し，その

QRS波の極性より左室後中隔心尖部寄りに頻拍起源

が推定された．また，心内膜マッピングでも同様の所

見であった．

　そこで，有効な薬剤がないこと，今後数十年にわた

る薬物投与と通院生活の回避をも考慮し，根治手術の

適応として手術を施行した．心表面マッピングで早期

興奮部位を認めた左室心尖部から後中隔に対し冷凍凝

固を行って手術を終了したが，術後2ヵ月で再発をみ

た．再手術の困難さと前回以上の有用な術中マッピン

グが期待できないことより，まずCAを試みることと

した．

　全身麻酔気管内挿管下に右大腿動静脈よりそれぞれ

2極及び4極の電極カテーテルを挿入し，右室及び左

室の頻拍中の心内膜マッピソグを行った．最早期興奮

部位である左室後中隔心尖部寄りに2極カテーテル電

極を留置し，中枢側電極を陰極，患者の背部の銅版を

陽極としてR波同期下で60Jの直流通電を行った

（図）．その結果，VT発作は消失し電気刺激による誘発

も不可能となった．

　症例2：6歳男児で，4歳時より失神をともなう頻

拍発作を繰り返すようになった．頻拍はVTまたは心

室細動であり，抗不整脈剤やオー・ミードライブペーシ

ングは頻拍予防に無効であった．頻拍時の心電図は，

心拍数250回／分の右脚ブロックパターンを呈し，その

QRS波の極性より，左室心基部後壁に頻拍起源が推定

された．VT発作重積時には，心胸郭比が平時の51．6％

から62．4％へと急速な心拡大を認め，また，左室収縮

率は14％と不良であった．故に，根治手術後の低心拍

出症候群に陥る危険性が高いと考えCAを選択した．

　症例1と同様の方法で，頻拍中の心内膜マヅピング

を行った．最早期興奮部位は，左室中隔心基部の後壁

寄りに認められ，その近傍にも遅延電位が認められた．

ペースマッピングは，VT頻発し心機能低下が著し

かったため，十分に行い得なかった．そこで，最早期

興奮部位及びその近傍に対して，60Jl回及び100J3

回の直流通電を行った．この結果，VTは消失し，誘発

も不可能となった．

　結語：1．VT根治術後および拡張型心筋症を伴う

RV　Reference　Catheter

　　　　　LV　Mapping　Catheter

Vi

　　　　　　　　　　一20i
－一

，f“一一一一一一一一一／v’一一一一一一一一一一一一

LV 250msec

Fig．　Endocardial　mapping　and　catheter　ablation　of　case　1．
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小児VT症例に対し，低エネルギー直流通電による

CAを施行し，VTを消失せしめ得た．2．　CAは小児心

室性頻拍の根治的治療として外科治療と並び有力な手

段となり得る．

　〔追加発言〕

　薬剤抵抗性持続性心室頻拍に対するElectrical　Ab・

lationの1例

　　　　国立循環器病センター小児科　広田　浜夫

　症例は13歳男児，顔面蒼白，心悸充進を繰り返し，

心室性頻拍（VT）と診断された．　VT　rateは約180／min

で，数時間持続することもあった．ジゴシソ，β一プロッ

カー，ジソピラマイド，ベラバミルによる治療を受け

たがいずれも抵抗性を示し，症状の改善は認められな

かった．心臓カテーテル検査：心内圧に異常なく，左

室造影，右室造影上ともに壁運動に異常なくまた冠動

脈造影も正常であった．心臓電気性理学的検査

（EPS）：8連発の基本刺激（S1－S1600ms）の後単発の

早期刺激（S1－S2280ms～360ms）によりVTは容易に

誘発された．VT誘発下での左心室内マッピングでは，

最早期興奮部位はApexであった．1度目のElectri－

cal　Ablation（EA）は，6Fの2極電極カテーテル

（USCI社製）を右大腿静脈より挿入し100ジュールで

1回施行した．EA施行後において早期刺激を再び行

なったがVTは誘発されなかった．しかし，数時間後

より再びVTが出現したため，2週間後2回目のEA

を同様の方法で施行した．以後，薬剤投与なしの状態

で，PVCは散発したがVTは消失し，　Treadmillに於

てもVTは誘発されなかった．また，心筋タリウムイ

メージングで異常所見を認めず，施行1年後の心臓カ

テーテル検査で，特に壁運動などの異常を認めなかっ

た．EA施行2年後のHolterにおいては，　PVCもほと

んど認められなくなり良好な経過を示している．

　4．Coi1塞栓術を施行した先天性多発性肺動静脈

痩の1例

　　　　杏林大学医学部小児科

　　　　　　佐藤　秀一，松田　恭寿，安藤　　靖

　　　　　　加藤　　薫，小林　宗光，大島　正浩

　今回，私たちは多発性肺動静脈痩に対しcoil　9栓術

を施行した症例を経験したので報告する．

　症例は7歳の女児．主訴はチアノーゼと運動制限．

家族歴では母方の祖母及び母が，肺動静脈痩と診断さ

れている．既往歴は，4歳頃より鼻出血が頻回に出現，

口唇，爪床のチアノーゼも出現し，5歳時，Osler病に

伴う先天性多発性肺動静脈痩と診断．昭和63年3月胸

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第2号

部外科にて右肺の動静脈痩核出術を施行．術後経過は

順調であったが，6ヵ月後より徐々にチアノーゼが増

悪し，運動制限も出現するようになった為，今回，内

科的にcoil塞栓術を施行した．

　入院時現症としては，多呼吸と全身に中等度のチア

ノーゼを認め，胸部聴診所見では連続性の血管性雑音

を聴取．太鼓擁指（＋）．顔面には両側頬部にテレアオ

ンギエクタジア，左膝下部に約O．5mmの血管腫を認め

た，入院時胸部レソトゲン写真では，左中肺野に2カ

所の動静脈痩と思われる腫瘤状陰影を認めた．肺動静

脈痩は多発性であったが，s3とs6の大きなものを，coil

塞栓術の対象とした．選択的肺動脈造影像を詳細に計

測し，塞栓方法を十分検討したうえで，coil塞栓術を施

行した．

　coil塞栓術は，6Fr　wedge　balloonカテーテルにて

S3　draining　vesselにアプローチし，造影にて部位を確

認した後，径3mm　O，025wire　4cmのcoilを生理食塩

水にて放出．coilは動静脈痩の直前の部分に固定され，

その後造影にてS3部分の動静脈痩の部分閉塞を確認，

次に，同様にS6動静脈痩へのアプローチを試み，6Fr

のパーマンカテーテルを用いて左肺動脈枝に留置し，

バルーンを拡張し一時血流を遮断したのちに，6Fr

wedgeバルーンカテーテルをS6　draining　vesselにi挿

入，5mm径0．018wire　15mmを計3個放出し，　S6部分

の完全閉塞を確認．術後理学的には，口唇，爪床のチ

アノーゼの改善をみとめ，胸部聴診所見では連続性雑

音の消失を認めた．血液ガス所見上も，PO2および

SAT共に改善を認めた．

　考案：今回私たちの経験したような多発性の肺動静

脈痩においては，外科的治療には限界があると思われ

たので，内科的にcoilを用いて塞栓術を試みた．　Coil

塞栓術にもいくつかの問題点があるが，本法は外科的

治療に較べ，繰り返し施行可能であり，患者の苦痛が

少なく，cosmeticにも，経済的にも大きな利点がある

と思われる．今回の私たちの経験例では，バルーンカ

テーテルでのみ到達可能な異常血管であったので，ガ

イドワイヤーでのcoilの放出が不可能な為生理食塩

水をフラッシュしcoilを放出した．本来は，テーパリ

ングのないカテーテルに変更し，coilの放出を行なう

べきだが，留置するガイドワイヤーの硬度や，変更す

るカテーテルの性状により，技術的に困難があった．

また，留置するcoilは，できる限り長いもの，そして

coil径は10～40％が血行遮断に有効と考えられた．

　今後も適応を選べば，積極的に施行する価値のある
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治療法と考えられた．

　〔追加発言〕

　　　　国立循環器病センター小児科，放射線科＊

　　　　　　須田　憲治，寺口　正之，福島英樹

　　　　　　山田　　修，新垣　義夫，岡富　　進

　　　　　　越後　茂之，神谷　哲郎，木村　晃二＊

　　　　　　高宮　　誠＊

　肺動脈閉鎖（PA）あるいは狭窄（PS）を伴う先天性

心疾患患者の大動脈肺動脈短絡路に対して，左右短絡

の軽減，一あるいは止血の目的で経皮的塞栓術を施行し

た．対象はTOFあるいはTOF　PA：6例，　DORV　PS

あるいはDORV　PA：3例，　TA　VSD　PS：1例，

PA：1例，　lvemark症候群でPSを伴うもの：3例の

計14例（女4例，男10例）．対象患者の年齢は2歳から

19歳（平均：10．6歳）．対象血管はmajor　aortopul・

monary　collateral　artery：24本，　lt－BT　shunt：1本

で，血管径は2mmから8mmであった．カテーテル内

腔を通して目的血管にGianturcoのステンレスコイ

ルを送り込み，これを閉塞した．25血管中24血管（96％）

を閉塞し得た．5mm以下の血管では平均1．5個，5mm

から8mmの血管では平均2．4個のコイルを閉塞に必要

とした．施行中の合併症は認めなかったが，施行後の

合併症として一過性の胸痛（20％）と発熱（41％）を

認めた．本法は短絡路の閉塞法として安全で有用な方

法と考えた．

　5．Detachable　balloonを使用した複雑心奇形に

対する大静脈閉鎖術

　　　　国立療養所新潟病院小児科　　佐藤　誠一

　　　　　　　　　　（現，新潟こぼり病院小児科）

　　　　国立循環器病セソター小児科

　　　　　　山田　　修，越後　茂之，神谷　哲郎

　　　　同　放射線科　　　　　　　　木村　晃二

　　　　同　実験治療開発部　　　　　岩田　博夫

　はじめに：Detachable　Balloon（以下DB）を用い，

下大静脈を閉塞した症例を報告する．

　症例提示：9歳男児．診断：1eft　isomerism，　dex－

trocardia，　hemiazygosconnection，　CAVC，　DORV，

PS。4歳時にlt－BT，8歳時にtotal　cavopulmonary

shunt（以下TCPS）を施行された．　TCPS前後の動脈

血ガス分析で酸素飽和度は，術前85．4，術後87．2で，

明かなdesaturationが残存した．　rt－FVに造影剤を注

入した造影像（写真左）より，第4腰椎の高さでIVC

が左右に分かれ，rt－IVCは心房に流れ込んでいた．2

方向シネアンギオから，rt－IVCが第10胸椎の高さで前
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方に屈曲し，左に屈曲しながら肝静脈と合流して心房

に還流していた．前方への屈曲部分は直径10mmで

あった．TCPS後のdesaturationの原因がこのrt－

IVCを介した右左短絡であると判断し，これに対する

大静脈閉鎖術を検討した．

　方法：Ingenor社製のGoldvalve　Balloons　and

Catheters（径13mm）のDBを使用した．　rt・FVに2

本のルートを確保し，wedge　Berman　catheterを腎静

脈直上部でinflationし血流を減少させ，　DB　catheter

は前方屈曲部付近まで進めinflationした．　DB内の硬

化剤には岩田らの開発したRadiopaque　Solidifying

Liquidsを使用した．DBは前方屈曲部に喫入する形で

detachし直径は13mmとなった．

　結果：DB後のrt－IVC造影像（写真右）より，血流

は分岐部まで逆流しlt・IVCに流れ込むことが確認さ

れた．術後に発熱等の炎症を示す所見はなく，他にも

合併症は認められなかった．下肢から注入したRIイ

メージから，IVCの血流はすべてhemiazygosから

SVCを介しPAへ流れることが確認された．しかし肺

血流後に肝脾が描出され肺内シャントが示唆された．

DB前後での動脈血ガス分析でも明らかなdesatura・

tion（100％酸素下で89．4）が残存した．

　考案：肺内シャントによりDB前後で明らかな

desaturationが残ったが，　Aoへの血栓等の流出の危

険性が減少する事を考えるとその効果は有効である．

DBは径の大きな血管に対応でき，また予め閉塞術の

効果を評価することも可能である．操作はやや煩雑で
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はあるが，経験を重ねれぽ比較的平易に施行でき，手

術に比較すれば侵襲ははるかに少なく，カテーテルや

硬化剤の改良により安全性は更に向上できる．DB塞

栓術は，経皮的塞栓術を拡大する有効な塞栓方法であ

ると考えた．

　6．ラシュキント動脈管開存閉鎖システムによる経

静脈的動脈管閉鎖術の経験

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　小池　一行，赤木美智男，石沢　　瞭

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　越後　茂之，津田　悦子，神谷　哲郎

　　　　久留米大学第2外科

　　　　　　　　　　　　熊手　宗隆，大石　喜六

　　　　同　小児科　　　　　　　　　加藤　裕久

　新しく開発されたラシュキント動脈管開存閉鎖シス

テムは動脈管を経静脈的に閉鎖することを可能にし，

大腿動脈損傷の危険性のあるポルストマン法の欠点を

克服している．今回我々はラシュキント法の治験を行

なう機会を得たのでその方法を紹介し経験を述べる．

　対象：患者選択基準を体重5kg以上，動脈管最小内

径10mm未満と定め，1989年5月～1990年1月に32例

（男11：女21）に本法を試みた．年齢は0．85～54．5歳，

体重は6．7～57kgであった．

　方法：このシステムは，ステンレススチールフレー

ムとポリウレタン膜で出来た2枚傘式の閉鎖栓と，そ

れを折り畳んで先端に装着し動脈管内に留置するため

の挿入用具からなる．閉鎖栓と挿入用具は各々大小2

種類つつあり，径12mmの閉鎖栓は8Fの，17mm閉鎖

栓は11FのPングシースを使用して挿入される．12

mm閉鎖栓は主に最小内径4mm未満の動脈管に，17

mm閉鎖栓はそれ以上の動脈管に使用された．本法の

手技は，まず先端孔付き造影カテーテルを動脈管を越

えて大動脈に挿入，大動脈造影を行い，動脈管の形態

を写しだす．次いでエクスチェンジガイドワイヤーを

用いてロングシース・ダイレーターを大動脈まで挿入．

先端に閉鎖性を装着した挿入用具をロングシース内に

進め，三尖弁の位置で閉鎖栓を挿入用具から押し出し

ロングシースの先端まで進め，大動脈内で閉鎖栓の先

の傘を開く．ロングシース・閉鎖栓・挿入用具を一体

として引き戻し，閉鎖栓の先の傘が動脈管に入り閉鎖

栓の中央が動脈管最小内径部に一致したところでロン

グシースだけを引き戻すと閉鎖栓の手前の傘が肺動脈

内で開き，動脈管を挟むように固定する．挿入用具の

操作で閉鎖栓を切り離し動脈管内に留置する．

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第2号

　結果：32例中30例，93．8％で閉鎖栓留置に成功．不

成功例のうち1例は動脈管が細くガイドワイヤーが通

らず，他の1例は，太い動脈管を持つ体重7kgの乳児で

大きな閉鎖栓のための12Fのロングシースが大腿静脈

を通過できなかった．成功例中1例は閉鎖栓の肺動脈

内塞栓を起こしたが，罠付きカテーテルで回収された

後，新たな閉鎖栓の留置に成功した．残存短絡は，術

直後の血管造影では80％の症例に認めたが，3ヵ月後

には27％に減少した．

　結論：ラシュキント法は，乳幼児にも施行できる安

全な方法であるが，塞栓や残存短絡を最小限にするた

めには，適切な手技・操作の修得が必要である．

　〔追加発言〕

　snare　catching　catheterを用いたPDA　occluder

deviceの摘除術：成犬を用いたin　vivo試験

　　　　国立循環器病センター小児科　越後　茂之

　Rashkind　PDA　occlusion　systemを使用した経静

脈的動脈管閉鎖術の合併症として，occluer　deviceの

肺動脈や大動脈への脱落が報告されている．脱落が生

じた場合，まず第1に非開胸的なoccluder　deviceの

除去を試みるべきであるが，今回，snare　catching

catheterを用いた経皮的occluder摘除術のin　vivo

試験を成犬を用いて行った．方法は，成犬の大腿静脈

を穿刺した後，long　sheathを左肺動脈まで挿入し，こ

の中をdelivery　systemの先端に装着した径12mmの

occluderを進めて左肺動脈まで送り込み，左肺動脈内

に留置した．次に，鋼線で作製したsnareをlong

sheath内を通して左肺動脈内へ挿入し，透視下にoc－

cluderの捕捉を試みた（図）．　snareによるoccluderの

捕捉は比較的容易で，long　sheath内への引き込みも抵
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抗なく施行可能であった．臨床例においても，snare

catching　catheterを用いた径12mmのoccluderの摘

除術は比較的容易と考えられるが，より太いarmを持

つ径17mmのoccluderの摘除術については困難も予

想される．

　〔追加発言〕

　　　　久留米大学第2外科　　　　　熊手　宗隆

　Rashkind　occluderが静脈側に脱落した場合，特殊

な場合を除き肺動脈（特に左肺動脈）に入り込むこと

が多い．今回の治験症例中1例に左肺動脈への落下を

認め，snare　catching法にて無事摘出に成功した．こ

のoccluderは形態的に突出部が多く，そのため経血管

的摘出の際には心内組織の損傷を出来るだけ防止する

事が重要である．その為には，閉鎖術時に使用した

long　sheathを利用しsheath内にcatching　snareを

誘導するcatheterを挿入し，　catching操作後oc・

cluderを出来るだけsheath内に取り込む様にすると

安全に摘出が行える．実験的には完全にsheath内に取

り込むことも可能であった．動脈側脱落の場合でも同

様に，一手間掛けてもlong　sheathを利用することが

望ましいと考えられる．本法を施行する際には，外科

的摘出術の可能性を含めて必ず脱落時の事を想定して

おくべきであり，経血管摘出にはsnare　catching法は

有用であった，

　7．A・Cバイパス後にPTCAを試みた家族性高コ

レステロール血症（Ila，　homozygote）－1年後の再

造影所見を含めて一

　　　　立川綜合病院心臓血圧セソター小児科

　　　　　　　　　　　　　　　　　竹内　　衛

同　循環器内科

同　胸部外科　　坂下

水原郷病院小児科

　　　　　　　　中野

　　　松岡東明

勲，春谷　重孝

　　　　　　　　　　　　　　　徳，笹川富士雄

　　　　新潟県立ガソセンター小児科　笹崎　博義

　　　　国立療養所新潟病院小児科　　塚野　真也

　症例は現在17歳の男児．

　家族歴：家族性高コレステPt一ル血症（IIa）の家系

で，兄はhomozygoteで心筋梗塞で死亡している．他

の家族はheterozygoteで血圧が高い．

　既往歴：黄色腫のため1978年に新潟大学医学部小児

科に入院し上記と診断された．1981年より血漿交換療

法を開始した，1985年よりLDL吸着フィルターによ

るplasmapheresisを開始し現在に至っている．

　現病歴：1988年7月13日狭心痛および血圧の変動が

331－（81）

出現し，unstable　anginaの状態になった．各種内服薬

の投与にてもコントロールが困難であったため当院を

紹介され，9月1日に心臓カテーテル検査，心血管造

影を施行した．

　左室収縮期圧および大動脈収縮期圧は上昇し，脈圧

も増大していた．肺動脈圧も軽度上昇していた．造影

では2度の大動脈弁逆流，および大動脈壁の不整を認

めた．冠動脈造影では左右の入口部に各々　99％，90％

の狭窄を認めたが末梢部での狭窄は認めなかった．ま

た，腹部大動脈では腎動脈を分岐した末梢で80Torr．

の圧較差を認めた．

　9月9日に手術を施行した．大動脈壁の石灰化が著

しく大動脈弁の手術は困難であった．内胸動脈よりの

バイパスを試みたが狭小であったため大伏在静脈を用

いたA－Cbypassを施行した．

　術後，血行動態は安定し，11月9日に術後カテーテ

ルとPTCAを施行した．PTCAカテーテルはHartler

社製LPS　O．35を用いバルーン径2mm，80　PSI，60　sec．

次いで3mm，60　PSI，90　sec．で行なったが，有意な

拡張効果は得られなかった．

　その後，訴えは軽減し，週1回のplasma　pheresisを

続け，1年後に心臓カテーテル検査，心血管造影を施

行したが，バイパスの開存性は良好であった．

　結語：本疾患についてA－Cbypassの開存性は悪

く，このためPTCAを試みたが，その効果は不十分で

あった．また，plasma　pheresisはA－C　bypassの開存

性維持に有効であると考えられた．

　8．末梢肺動脈狭窄に対するPTAの経験

　　　　倉敷中央病院心臓病センター小児科

　　　　　　　　　　　　水戸守寿洋，馬場　　清

　　　　　　　　　　　　大崎　　秀，脇　　研自

　　　　同　心臓血管外科　　　　　　神崎　義雄

　　　　同　小児科　　　　　　　　　田中　陸男

　はじめに：近年のinterventional　cardiologyの発

展により弁性狭窄や大動脈縮窄に対してはバルンによ

る形成術が広く施行されるようになってきた．今回わ

れわれは末梢性の肺動脈狭窄に対してバルンによる血

管形成術を試みた．

　対象：対象はファロー四徴術後2例，ファロー四

徴・肺動脈閉鎖でプラロックータウシッヒ短絡術後2

例，完全大血管転位術後1例である．ファロー四徴術

後例はいずれも左肺動脈が元来低形成であったもの

で，ファロー四徴・肺動脈閉鎖の2例はブラロックータ

ウシッヒ短絡術に起因すると思われるグラフト吻合部
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叩S PTA

PRE
の狭窄であった．完全大血管転位例は，肺動脈絞拒術

とブラロックータウシッヒ短絡術を施行した後に二期

的にarterial　switch　operationを施行したものであ

り，この症例でも肺動脈狭窄はプラロックータウシッ

ヒ短絡術に起因すると思われるグラフト吻合部の狭窄

であった．

　方法：ファロー四徴術後例，完全大血管転位術後例

では，経静脈的に先孔カテーテルを狭窄部直前まです

すめた後，ガイドワイヤーを肺動脈狭窄部より末梢部

まですすめた．このガイドワイヤーに沿ってバルンカ

テーテルを狭窄部にバルンが来るように位置した後バ

ルンを拡張した．

　ファロー四徴・肺動脈閉鎖の2例では，経動脈的に

シャントグラフトを越えて先孔カテーテルを狭窄部直

前まですすめた後，ガイドワイヤーを肺動脈狭窄部よ

り末梢部まですすめた後，同様にして・ミルンカテーテ

ルを位置し，拡張を行った．

　使用したバルソ径は症例により異なるが，経動脈的

な方法では大きなパルンは使用できず，結果的には4．O

mmまでであった．

　結果：造影像上明らかにバルン拡張後に肺動脈径が

増大した例はなかった．DSAを用いてバルン拡張前後

の肺血流状態を比較した検討では，拡張後の末梢肺野

での造影剤濃度は増加し，また図に示すように拡張後

には造影剤の分布も均等になる傾向がみられ，バルン

拡張はある程度の効果が認められると考えた．

　結語：末梢肺動脈狭窄に対するPTAは選択するバ

ルンに限りがあることなどからその有効性の評価も困

難であるが，至適なバルンの開発やPTAの効果の評

価法も含めて今後検討していく必要があると考える．

　9．高度血管狭窄病変にたいするPTAの経験

　　　　新潟大学医学部小児科

CMAP

POST
　　　　　　　　　　　　佐藤　　勇，福島　英樹

　　　　　　　　　　　　渡辺　雄一，堺　　　薫

　目的：Percutaneous　transluminal　angioplasty

（PTA）は，低侵襲的に狭窄病変を拡大する方法とし

て，臨床的に応用されつつある．当科で経験した2例

の高度血管狭窄性病変にたいしてPTAを行い，著効

を得たので報告する．

　症例及び方法：症例1，5歳男児．高血圧性脳症で

発見された腎血管性高血圧の症例である．Pulsed　Dop－

plerにより測定された腎動脈血流は明らかな左右差

を認めた．大動脈造影では右腎動脈は描出されず，選

択的右腎動脈造影で，上行する側副血行と同時に，糸

状の狭小化したlong　segmentの右腎動脈狭窄が認め

られた．分腎静脈血のレニン活性比は1．63であった．

DMSAシンチでのuptakeは，左51．8％に対して右

2．3％であった．本例に対して多段階式PTAを施行し

た．

　症例2，1歳男児．無脾症候群の症例である．肺血

流減少に対して左鎖骨下動脈肺動脈短絡術を施行し

た．術後再びチアノーゼの増強が見られ，肺動脈吻合

側で狭窄径1．2mmの高度狭窄が認められた（図）．本

例に対し経静脈的にBalloon径3．5mmのPTAを施
行した．

　結果：症例1は，狭窄症の拡大が認められ，血圧の

低下，薬剤の減量に成功した．DMSA腎シンチでは，

左39．6％，右24．0％と改善が認められた．

　症例2では，チアノーゼの軽減，動脈血酸素分圧の

上昇が認められた．

　考案：小児期の腎血管性高血圧に対するPTAは，

高度狭窄を伴い，検査成績上，高度な腎機能の低下が

あると考えられる症例でも，まず試みられるべき手技

と考えられた．短絡手術後の吻合部狭窄に対しては
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PTAの有効性が乏しいとの報告もあるが，狭窄径に

対して報告されている以上に十分な大きさを有する

balloonを用いることによって，効果が得られるので

はないかと考えられた．

　10．Jatene手術後の肺動脈狭窄7例に対する経皮

的バルーン拡大術の試み

　　　　東京女子医科大学心臓血圧研究所

　　　　　循環器小児科

　　　　　　松本　康俊，中沢　　誠，中西　敏雄

　　　　　　門間　和夫，高尾　篤良

　バルーソカテーテル（バルーソ）を用いた血管性狭

窄病変に対する治療の試みは，近年ますます適応が広

がってきている．今回われわれは，7例のJatene手術

後の肺動脈狭窄に対しバルーン拡大術を施行しその有

用性，バルーン径について検討したので報告する．

　対象：対象は，3歳4ヵ月から5歳9ヵ月（平均4

歳8ヵ月）の男児5例，女児2例の合計7例で術後の

平均経過年数は3年11ヵ月であった．狭窄部位別は，

肺動脈弁上狭窄のみ2例，弁上狭窄に肺動脈分岐部狭

窄合併2例，分岐部狭窄のみ2例，弁輪部狭窄1例で

あった．

　方法：2方向からの肺動脈造影を行い最狭窄部位を

計測し使用バルーンを選択した．バルーン直径は症例

1から3までは狭窄部の2．5倍を目標に，症例4と5で

は耐圧能に重点をおき狭窄部の平均1．4倍を，症例7で

は再度直径に重点をおき，2．4倍のものを用いた．

　結果：症例1，2，3，6，7で圧較差（PG）の低

下が認められたが，術前の50％以下にまで低下した症

例はなく，平均PGは69±34mmHgから51±31
mmHgに変化したにとどまった．しかし，症例2，3，

6，7では右室圧が左室圧のそれぞれ75％，49％，43％，

54％となったため，再手術は延期した．合併症として，

症例1で8気圧まで加圧したバルーソが破裂した．

deflate不可能となったバルーンの抜去に手間取り，徐

脈と血圧低下をきたしたが，右室内に引き抜くことに

より徐々に回復した．

　考案：われわれは，Jatene手術の初期の症例で，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

対しバルーン拡大術を施行した．症例1から3までは，

最狭窄部位の2．5倍を目標にカテーテルを選択し，膨張

圧は最大8気圧（平均5～6気圧）まで加圧したが，

waistは消失せず，50％以下のPGの低下は得られな

かった．この経験をもとに，症例4と5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なバルーン

を用いたが，むしろ効果はおち，無効であった．特に

症例4は，左右肺動脈分岐部が引っ張られてできた狭

表1　対象の臨床所見

カテ時 手術時 最狭窄部
バノレーン 圧較差（mmHg）

症例
年齢

診　断 年齢
狭窄部位

径（mm）：A 径（mm）：B B／A Pre Post

1 4ylm TGA（II） 6m 主肺動脈 4．2 10 2．4 137 95

2 3yllm TGA（II） 2m 主肺動脈 6．9 15 2．2 65 35

左右肺動脈分岐部

3 4y10m TGA（II） 1m 左右肺動脈分岐部 7．8 20 2．6 55 34

4 5y4m TGA（1） 1y4m 左右肺動脈分岐部 4．3 7 1．6 100 100

5 5ygm TGA（II） 1yOm 主肺動脈 8．0 10 L3 55 52

左右肺動脈分岐部

6 5y4m TGA（II） 1y5m 肺動脈弁輪部 12．0 15 1．3 26 14

7 3y4m TGA（II） 6m 主肺動脈 7．4 18 2．4 48 27
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窄と考えられ，1．6倍の径バルーンではwaistは消失し

ても永続的な拡張は全く得られなかった．症例6は弁

輪部の発育不全によって同部位でPGが存在した症例

であるが，弁輪径の1．3倍のバルーンでPG　26mmHg

から14mmHgへと，ある程度の改善が認められた．こ

れら6例の経験から，症例7では再度最狭窄部位の2．5

倍を目標に・ミルーンを選択し，waistがほぼ消失する

まで加圧した．本症例では，正面像で最狭窄部位9mm

から13mmへ，側面像で7．4mmから9．6mmへと拡大

し，PGも48mmHgから27mmHgへと術前の56％に
まで低下し，最も効果があった．

　結語：1．Jatene手術後の肺動脈狭窄7例に対して

バルーン拡大術を施行した．術前の圧較差の1／2以下と

なった症例はなかったが，7例中4例で再手術の延期

が可能であった．2．Jatene手術後の肺動脈狭窄に対

しては，最狭窄部位の最低2．5倍以上の直径を有し，耐

圧能に優れるバルーンが必要と考えられた，

　11．小児AngioplastyにおけるProbeカテーテル

の有用性

　　　　三重大学放射線科

　　　　　　　　　　　　奥田　康之，大井　　牧

　　　　　　　　　　　　竹田　　寛，中川　　毅

　　　　同　小児科　　　梅本　正和，青木　謙三

　Percutaneous　transluminal　angioplasty（PTA）は，

種々の血管狭窄性病変に対し盛んに施行され，その適

応症例の若年化がみられる．しかし，末梢動脈の細い

乳幼児では，カテーテルサイズの制約から充分な拡張

が得られない例もある．我々は，PTCA用に開発され

たProbeカテーテル（USCI製）を利用し，末梢動脈

の合併症なく，比較的容易にPTAを施行し得た症例

を経験したので報告する．

　症例1：1歳5ヵ月男児．体重8．3kg．三尖弁閉鎖症

でBlalock－Taussigシャント術後の吻合部狭窄に対

しPTAを施行した．大腿動脈より，5Fr右冠動脈造影

用ジャドキンス型カテーテルをシャント中枢側に固定

し，これをガイドとし，径3．OmmProbeを進め狭窄部

の拡張を行った（図A）．術後チアノーゼの改善が見ら

れ，10ヵ月後の現在外来で経過観察中である．

　症例2：2歳2ヵ月男児．体重8．Okg．大動脈弓離断

症でBlalock－Park術が行なわれたが，吻合部狭窄の

ため，2ヵ月時径3．Omm　OTCA用バルーンカテーテ

ルでPTAを施行している．再狭窄の出現により，再度

PTAを行った．右大腿動脈に留置した5Frシースより

径3．Omm　2本，径2．Omm　1本の計3本のProbeを順
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次，狭窄部まで進め拡張を行った（図B）．狭窄は改善

され，バルーン拡張中に全身状態に変化なく，合併症

もなく終了した．

　末梢動脈の細い乳幼児のPTAでは，カテーテル挿

入に伴う末梢動脈の合併症の危険が高く，本法の大き

な障害となっている．この予防には細いカテーテルが

必要となる．今回，利用したProbeは，ガイドワイヤー

にバルーンが組み込まれた構造で，バルーン径は2．0，

2．5，3．Ommの3種類があり，先端2cmは柔軟なワイ

ヤーがつき，シャフトは1．7Frと非常に細くなってい

る．又，バルーソ部のプロファイルも径3．Ommタイプ

で．030inと小さく，内径が．038inのカテーテルをガイ

ドとして利用可能である，症例1では，5Frカテーテル

をガイドとし，動脈狭窄部まで容易にProbeを進め得

た．この方法では，ガイドワイヤーを利用したカテー

テル交換が心要なく，煩雑な操作を省くことが出来る

利点もある．症例2では，中枢側鎖骨下動脈内径が6．5

mmであり，バルーン径は6．Ommが適当と判断し，体

動8．Okgの患児にも適応可能なカテーテルとして，

Probeを用いた．シャフトが細いため，5Frシースから

順次3本のProbeを挿入し得た．径3．Omm　2本，径

2．Omm　1本の計3本の組み合わせにより，バルーン径

は，6．Ommに相当すると考えられ，良好な結果を得た．

さらに，複数バルーンの使用は，その拡張中にもバルー

ン間隙を通し血流がある程度維持され，循環動態を悪

化させることなくより安全にPTAを行え有用と思わ

れる．

　12．Blalock－Taussigシャント狭窄の1歳児例に対

する経皮的バルーン拡大術の経験

　　　　松山赤十字病院小児科

　　　　　　　　　　　　高橋龍太郎，西林　洋平

　　　　同　心臓血管外科
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　　　　　　　　　　　　河野　博之，松井　完治

　　　　同　循環器科　　　　　　　　稲生　哲治

　Blalock－Taussigシャント狭窄の1歳児例に対して

経皮的バルーン拡大術（PTA）を施行した．基礎疾患

は，右胸心（ILL），単心室，単心房，大血管転位，肺

動脈弁狭窄，動脈管開存，両側上大静脈等を含む複合

心奇形である．生後7ヵ月頃より低酸素発作が出現し，

生後10ヵ月Blalock－Taussig（BT）短絡手術をうけた．

術後2ヵ月頃再び低酸素発作が出現し，大動脈造影に

て高度の吻合部狭窄が確認された．1歳1ヵ月時，冠

動脈拡張カテーテル（バルーン径3．5mm）を用いて

PTAを施行し，動脈血酸素飽和度の有意の上昇が得

られ，連続性雑音が聴取されるようになった．PTA術

中・術後とも合併症はなかった．術後は抗凝固療法に

っづきアスピリソ内服を開始し，以来順調な経過を

とっていた．PTA　10ヵ月後（1歳11ヵ月時），再び低

酸素発作が出現した．大動脈造影ではBTシャント吻

合部には狭窄所見は認められず，心室造影にて肺動脈

狭窄の著明な進行による肺血流の減少が低酸素発作の

原因であることが判明した．Golaskiグラフトを用い

たcentral　shunt作成手術を行ない，症状の改善が得ら

れた．患児は3歳5ヵ月の現在，無症状で経過してい

PTA前

PTA後

PTA
10ヵ月後
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る．BTシャント狭窄に対してPTAは有用であり，年

少例でも試みてもよい手技であると思われる．

　13．狭窄性体動脈・肺動脈短絡に対する経皮的バ

ルーン血管形成術の経験

　　　　東京女子医科大学心研循環器小児科

　　　　　　安井　　清，増田　　宏，中島　裕司

　　　　　　松本　康俊，里見　元義，中沢　　誠

　　　　　　門間　和夫，高尾　篤良

　狭窄性体動脈・肺動脈短絡（動脈管1例，Blalock－

Taussig　shunt　2例）に対する経皮的・ミルーン血管形

成術（以下PTA）を経験したので報告した．

　〔症例1〕15歳女児．｛SLL｝修正大血管転換，肺動

脈閉鎖，動脈管開存，心室中隔欠損，心房中隔欠損．

3歳時にrt．　B－T　shuntを施行されたが閉塞，9歳時に

central　shuntを施行された．　PA　indexおよび右室拡

張期容積が小さく根治手術が難しいと考えられる症例

であった．15歳になり低酸素のため10mの歩行でも苦

しくなるようになり，心臓カテーテル検査の結果cen－

tral　shuntも閉塞肺動脈への血流は動脈管のみに依

存していた．動脈管の径は7mmであったが，径2mmの

狭窄部位が認められるためPTAを施行した．　PTAは

径4mmのPTCA用カテーテルを用い，7気圧で約10

秒を4回施行した．術後は狭窄部は3．5mmへと拡大し

連続性雑音も良好に聴取されるようになった．SatO2

の上昇はなかったが，1km程度歩けるまでに改善し

た．しかし2ヵ月後には再び運動能は低下した．

　〔症例2〕12歳女児．多脾症候群，右室性単心室，

単心房，肺動脈狭窄，部分肺動脈還流異常，左上大静

脈遺残．1歳時にlt．　classical　BT　shunt，8歳時に

はrt．　Glennを施行された．　PA　indexが小さいなどよ

りFontan手術には困難な症例であった．平地歩行は

50～100m程度であった．本症例に対してはB－T　shunt

に対してPTAを行った．　B・T　shuntは径8mm，最狭

窄部は径2mm．径4mmのバルーンでは効果がなく，径

7mmのバルーンでは7気圧にてもwaistは消失しな

かったが胸痛の訴えがあったため中止した．術後狭窄

部は2mmより3mmへと拡大したが，　Sat　O2や運動能

に改善はなかった．

　〔症例3〕20歳男．両大血管右室起始，肺動脈閉鎖，

心室中隔欠損，心房中隔欠損．6歳時にlt．　classical

B－Tshuntを施行された．10歳時の心臓カテーテル検

査にて手術適応なく内科的に経過観察されていた．今

回の心臓カテーテル検査では，左肺動脈は径8mmと細

くBTshuntとの吻合部が狭窄となっていた．狭窄部
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はガイドワイヤーがようやく通過できる程度で，PTA

は径2mmのPTCA用のバルーソで8気圧を2回行っ

た．術後の造影では左肺動脈は術前より濃く造影され

るようになったが，Sat　O2および運動能の改善は認め

なかった．

　今回の3例は，共に根治手術の適応が難しい症例で

あった．動脈管に対してPTAを施行した症例1では，

2ヵ月ではあったが運動能が著明に改善し効果が認め

られた．classical　B・T　shuntに対して施行した症例

2，3では，造影上の改善は認めたが臨床的には効果

はなかった．両者ともshunt術後，11年，14年と経過

しているが，文献的には術後12年のB－Tshuntの成功

例も報告されており，今後も症例を重ねたいと考える．

　〔追加発言〕

　Blalock・Taussigシャント完全閉塞に対する経皮的

バルーン拡大術の試み

　　　　新潟市民病院新生児医療セソター

　　　　　　　　　　　　坂野　忠司，山崎　　明

　　　　同　循環器内科　　　　　　　小田　弘隆

　Blalock・Taussig（BT）シャント施行後，術後早期

にシャントの完全閉塞をきたした症例に対し経皮的バ

ルーン拡大術を施行した．症例はDextrocardia，

DORV，　PSの男児で生下時体重は3，260gであった．

hypoxiaに対し，生後24日にBTシャントを施行し

た．術後もhypoxiaが改善しないため心臓カテーテル

検査を行なった．その結果，鎖骨下動脈が分枝した後

で完全閉塞となっていた（図）．生後35日に経皮的バ

ルーン拡大術を行なった．右大腿動脈に4Fシースを留

置し，PTCA用4Fプローピングカテーテルおよびガ

イドワイヤーにて完全閉塞となっているシャント内を

磯
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先進させ，肺動脈に達した後，径3mmバルーンにて120

psi，最長5分間拡張した．拡大後の造影所見ではシャ

ントの再開通は得られたが，吻合部狭窄は残存してい

た．拡大術後，一時hypoxiaは改善したが，後日，再

度hypoxiaが増悪し，シャントは完全閉塞していた．

　〔追加発言〕

　ブラロックータウシッヒ短絡術後狭窄に対して

PTAを施行した3例
　　　　倉敷中央病院心臓病セソター小児科

　　　　　　　　　　　　　　　　　水戸守寿洋

　ブラロックータウシッヒ短絡（B－T術）後狭窄に対

するpercutaneous　transluminal　angioplasty（以下

PTA）を3例に施行した．症例はファロー四徴に肺動

脈閉鎖を合併した2例と，多脾症候群に伴う複雑心奇

形に合併した肺動脈閉鎖の1例である．1例は自己血

管，2例は人工血管を使用した．初回のPTAはB－T

術後2ヵ月，1年9ヵ月，2年後に施行し，いずれも

最大4mmのバルンを用いて拡張した．　PTA後チア

ノーゼの改善やシャント音の増大，運動能の改善がみ

られた．1例は臨床所見の増悪がみられたために2回

目のPTAを初回より1年2ヵ月後に施行し，初回と

同様に良好な結果をえた．

　B－T術後において狭窄が出現する場合，PTAは早

い機会に行えぽ効果がありまた再度の短絡術を回避で

きる手段であると考えた．

　14．大動脈縮窄に対する順行性経中隔バルーン血管

形成術

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　　　　　　　小池　一行，赤木美智男

　　　　　　　　　　　　小林　　順，石沢　　瞭

　大動脈縮窄に対するバルーン血管形成術は，最近広

く行なわれるようになったが，大きな欠点の1つに大

腿動脈の血管損傷がある．この欠点を克服するためバ

ルーンカテーテルを順行性に心房中隔を越えて挿入し

大動脈縮窄部に到達させる方法を試み良好な結果を得

た．

　対象：4歳および15歳の2例．共に大動脈縮窄複合

に対し姑息ないし根治手術後で，縮窄部に29mmHgお

よび36mmHgの残存圧較差を認めた．

　方法：まず模入圧測定用バルーンカテーテルが大腿

静脈より挿入され，卵円孔を通すか中隔穿刺法により

左房まで進められ，左室内で反転されて大動脈の縮窄

上部まで至る．その中をエクスチェンジガイドワイ

ヤーが通され，縮窄部を越える．ガイドワイヤーはそ
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のまま押し進められて，予め大腿動脈内に挿入されて

いる小径のカテーテル用シースを通らせるか，大腿動

脈側から挿入した罠付きカテーテル（snare　catheter）

で体外に取り出され，ガイドワイヤーによる大腿静・

動脈ループが形成される．このガイドワイヤーループ

の上を静脈側から拡張用バレーンカテーテルが挿入さ

れ縮窄部に至る．この際動脈側からも小径のカテーテ

ルが挿入され，バルーソカテーテルと互いに先端を接

してバルーンカテーテルのガイドとされる．次いで，

通常のごとくバルーンが拡張されて縮窄部の血管形成

がなされる．

　結果：共に横隔膜位の大動脈径に相当する12mmお

よび18mmのバルーンカテーテルを使用して，縮窄部

径は第1例では4．8mmから7．2mm（150％）に拡大，

第2例では8mmから10mm（125％）の拡大に留まった

が，圧較差は36mmHgから13mmHg（36％）に減じた．

術後懸念された大動脈弁，僧帽弁，あるいは心房中隔

への障害は，心エコー図上，両症例ともに認められな

かった．

　考察：本法と大腿動脈からバルーンカテーテルを挿

入する通常法を比較すると，通常法は，手技が単純，

心内構造物を障害しないなどの利点がある一方，大腿

動脈の損傷，閉鎖の危険が高く，そのため，大きなサ

イズのバルーン使用が躊躇されること，動脈管開存を

伴うときなど縮窄部の通過が難しいことがあることな

どが欠点としてあげられる．本法では，大腿動脈の損

傷が避けられること，そのため大きなサイズのバルー

ンが使用しやすいこと，ガイドワイヤーループを作る

ことで拡張中のバルーンの位置が安定すること，縮窄

部の通過が逆行性よりも容易であること，施行時の出

血量が少ないことなどが利点としてあげられる．欠点

として，手技が複雑，大動脈弁や僧帽弁の障害や心房

中隔欠損を残す可能性があること，左心室の刺激によ

る重症不整脈や，中隔穿刺時に心房穿孔の可能性があ

ることなどが上げられる．しかし，このような欠点は，

慎重な操作で克服できるものと考えている．今後とも

本法を施行して行きたい．

　15．Recoarctationなどのballoon　angioplastyの

4例

　　　　大阪府立母子保健総合医療セソター

　　　　　小児循環器科

　　　　　　廣瀬　　修，土谷　之紀，前野　敏也

　　　　同　心臓外科　　中田　　健，加藤　　寛

　　　　　　　　　　　　三浦　拓也，福田　宏嗣
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　大動脈縮窄（以下CoA）術後の再狭窄の3例と，超

未熟児の大動脈縮窄の1例とにballoon　angioplasty

を行なった．

　症例1）生後24日，CoAと診断4日後にsubclavian

fiapを行なった．1歳7ヵ月時に術後心臓カテーテル

検査を施行．大動脈縮窄の術後の再狭窄部で63mmHg

の圧差があった．balloon　angioplastyを行い，圧差は

6mmHgに，縮窄部の内径は造影上2．Ommから4．2

mm×6．8mmになった．

　症例2）生後22日，CoA，　VSDと診断．5日後に

subclavian　flapを行なった．生後9ヵ月でVSDの手

術を行なった．2歳8ヵ月時に術後心臓カテーテル検

査を施行．再狭窄部で47mmHgの圧差があった．　bal－

loon　angioplastyを行い，圧差は15mmHgに，縮窄部

の内径は3．8mmから6．2mmになった．6歳時に再度

心臓カテーテルを施行．再狭窄部の圧差はなくなり，

内径はさらに拡張していた．

　症例3）在胎31v，626gで出生．生後19日にCoA，

極めて小さなVSDと診断した．生後21日Blalock－

Park術を行なったが，術後Doppler検査でBlalock－

Park術の血管の血流はなかった．生後29日，再開胸し

Blalock・Parkを解除し，胸部下行動脈から径2mmの

balloon　catheterでangioplastyを行なった．生後36

日に行なった造影では縮窄部の内径は，0．4mmから

0．9×1．3mmに拡張していた．

　症例4）生後44日，CoA，　VSDと診断．3日後に

subclavian　flapを行なった．術後心不全の為，5日後

にVSD　closureを行なった．2歳4ヵ月時に術後心臓

カテーテルを施行．大動脈弁狭窄で25mmHgの圧差，

大動脈弓部で17mmHgの圧差があった．弁狭窄は2尖

弁であり，弁輪は13．6mmあった．当時この症例に

balloon　valvuloplastyを行なうには，極めて太いカ

テーテルが必要で，valvuloplastyは困難と考えた．こ

のため大動脈弓部の狭窄の解除をballoon　angioplas・

tyで試みた．しかし，この狭窄は本来の縮窄部位には

なく，術後の血管のひきつれなどが原因と考えられた．

結果は狭窄はとれなかった．結局，この症例は適応で

はなかったと考えられる．

　考案ならびに結語二大動脈縮窄術後の再狭窄に対す

る手術は，血管周囲の癒着などにより極めて困難であ

る．しかし，症例1），2）に示すようにballoon　angio－

plastyは容易に行え，有効である．

　nativeのCoAに対しても本法は有効であるが，

ruptureや術後のaneurysmの発生のriskが高く，第
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一 に執る方法ではない．しかし，症例3）のような超，

あるいは極小未熟児に対しては，急性期の心不全を回

避するには有効な方法と考える．

　16．大動脈縮窄，大動脈離断術後狭窄に対するBaL

loon　Angioplastyの経験

　　　　神奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　康井　制洋，岩堀　　晃

　　　　　　　　　　　　宮沢要一朗，宝田　正志

　大動脈縮窄，大動脈離断の外科手術後遠隔期には，

まれに再建部の限局性狭窄が見られることがある．

我々はこの遠隔期狭窄に対してBalloon　Angioplasty

（BAP）を5例に経験したので，その効果と合併症およ

び遠隔成績について報告する．

　症例：症例は月齢8ヵ月3例，9ヵ月，7歳各1例

の5例である．基礎心疾患は単純大動脈縮窄2例，大

動脈縮窄複合（VSD，　PDA）1例大動脈離断2例

（VSD，　PDA　1例，　VSDのみ1例）であり，外科的大

動脈再建術は全例月齢3ヵ月以内におこなわれた例で

あった．手術術式はsubclavian　flap法2例，直接吻合

2例，Blalock－Park法1例であった．手術後BAPま

での期間は5ヵ月2例，7ヵ月，9ヵ月，6年11ヵ月

各1例であった．1例を除き上肢の高血圧の合併がみ

られた．

　Balloon　angioplasty：カテーテルによる引き抜き

圧較差は22ないし90mmHgであった．狭窄部の中枢側

の大動脈弓径は5～12．5mm，狭窄部1．6～5．8mmで

あり，バルーンは4．2～10mm直径を使用した．全例

BAP後圧較差は縮小し一10ないし55mmHgとなり，

4例で20mmHg以下となった．　BAPにより狭窄部断

面積は2～4倍となった．合併症として1例でシース

表　　Pressure　gradient　by　catheterization　before

　and　after　BAP

Proximal Distal Pressure
gradient

1　NS　before
　　　　　　　　　after

170／65

126／66

80／60

115／66

90

11

2　1C　before
　　　　　　　　　after

117／65

100／63

95／65

102／65

22

－
2

3　0T　　before
　　　　　　　　　after

180／85

190／62

115／80

135／85

65

55

4　1K　　before
　　　　　　　　　after

134／62

104／70

88／66

114／74

　46

－ 10

5　NK　　before
　　　　　　　　　after

135／55

115／60

70／55

105／65

65

10
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挿入部に血栓形成がみられ，血栓除去術を施行した．

　遠隔成績：BAP後に55mmHgの圧較差の残存した

1例では5年後カブ圧にて48mmHgの圧較差が残存

し，上肢の高血圧がみられる．残る4例では高血圧は

消失し6ヵ月ないし2年を経過し現在にいたるが，う

ちIAA直接吻合術後の1例ではドプラーエコーにて

再狭窄が疑われ近日中再BAP予定である．　BAP後動

脈瘤形成はみられていない．

　考察：大動脈再建術後狭窄は比較的稀な合併症であ

るが，当科例では幼若乳児期の手術例に見られ，5例

中4例では術後1年以内に上肢の高血圧が見られた．

現時点での当科のBAPの施行適応基準は20mmHg

以上の狭窄部圧較差あるいは上肢の高血圧合併として

おり，圧較差20mmHg以下までの軽減を治療目的とし

ている．5例中4例ではこの目標を達成し得たが，こ

れらの例は外科手術後1年以内例であり，術後約7年

後に施行した1例では充分な治療効果が得られなかっ

た．小数例のため確定的なことは言えないが，幼若児

の方が年長者に比べて治療効果が大きい可能性は否定

できない．

　大動脈縮窄，大動脈離断の各種外科的再建術後の狭

窄に対してballoon　angioplastyは安全で有効な治療

法であり，現在われわれの施設では本症の治療には

BAPをFIRST　CHOICEとしており，1例に再狭窄

が疑われるが，その他の重大な遠隔期合併症を見てい

ない．

　17．PTPVが施行できなかった重症肺動脈狭窄の

1乳児例

　　　　島根医科大学小児科

　　　　　　岩谷　　一，加藤　文英，林　由利香

　　　　　　岸田　憲二，羽根田紀幸，森　　忠三

　　　　同　第1外科

　　　　　　山内　正信，中山　健吾，山田　公彌

　先天性肺動脈狭窄に対してPercutaneous　Trans－

luminal　Pulmonary　Valvuloplasty（以下PTPV）が

行なわれるようになり我々の施設でも10数例に対して

PTPVを行ない今までいろいろな学会で報告してき

た．今回，カテーテルが挿入できずPTPVが施行でき

なかった重症肺動脈狭窄の1乳児例を問題提議のため

に報告した．

　症例は6ヵ月女児．生後まもなくから心雑音を指摘

され，生後1週時当院受診し，心電図で右室肥大，断

層心エコー図で，肺動脈弁のドーム形成と主肺動脈の

poststenotic　dilatationを認め，肺動脈狭窄と診断さ
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Right　Ventriculography
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　　　　　　　　　　　　右が側面像である．肺動脈弁の著名な肥厚・ドーム形

成・主肺動脈のpoststenotic　dilatationおよび右室の著明な拡大を認めた．

れた．この時の連続波ドップラーでは弁口部の流速は

3m／sで，胸部単純X線写真でも著明な心拡大は認め

なかった．体重増加は良好で以後外来フォローとなっ

た，生後5ヵ月から体重増加不良を認めた．生後6カ

月，胸部単純X線写真では著明な心拡大を認め，断層

心エコー図では，肺動脈弁口は更に狭窄が進んでいた．

この時の連続波ドップラーでは流速は5．2m／sで圧較

差は108mmHgと推定された．　PTPVを施行するため

に心臓カテーテルを行なった．図はその時の右室造影

像で左が正面像，右が側面像である．肺動脈弁の著明

な肥厚・ドーム形成・主肺動脈のpoststenotic　dilata－

tionおよび右室の著明な拡大を認め，　after　load　mis－

matchの状態であった．　wedge　balloon　catheterで主

肺動脈への挿入を試みたが右室の著明な拡大でcath－

eterの固定ができず，右室流出路で反転し狭窄部位を

通過させることができなかった．次にガイドワイヤー

で肺動脈挿入をめざしたが同様に右室流出路で反転し

た．使用したガイドワイヤーはCook社製のstraight

およびJ，Radifocus，　Superselecterでいずれも同様の

結果であった．

　肺動脈狭窄の重症例特に乳児例においては，今回の

症例のように肺動脈狭窄部のカテーテル挿入困難のこ

とがありうるので更にcatheterの改良と操作技術の

工夫が必要と考えられた．

　18．純型肺動脈閉鎖症におけるpalliationとして

のBalloon　valvuloplasty

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　西本　　啓，島崎信次郎，秋元かつみ

　　　　　　岩原　正純，井埜　利博，藪田敬次郎

　純型肺動脈閉鎖症に対して，外科的valvotomyに代

わるpalliationとして経皮的バルーン弁形成術（BV）

を試みたので報告する．

　症例は日齢2の男児．39週2，800g，　Apgar　9点で出

生．生後8時間より全身性チアノーゼが出現し，次第

に増強したため入院となる．入院時，低酸素血症と代

謝性アシドーシスを認めた．心エコーにより心房中隔

欠損を伴う右室低形成型の，膜様閉鎖の純型肺動脈閉

鎖症と診断し，ただちにPGE1を開始した．日齢6に心

カテーテル，心血管造影を行い，右室形態はtripartite

typeで軽度の三尖弁逆流と著明なcoronary－sinusoid

communicationを認めた．　RVPは収縮期95mmHg，

EDP　7mmHg，　RVP／LVP（収縮期）1．73，　RVEDV

47％，normal，　RVEF　l9％であった．日齢18に，左開

胸にて径4mmのゴラスキー人工血管を用いたm・BT

shuntと，肺動脈弁の穿刺が行われた．穿刺法は，肺動

脈主幹部の右側壁から18Gのサーフロー針を用いて行

い，8F　dilatorを挿入して穿刺部を拡大した．　BVは術

後16日目に行った．BV前の右室造影では右室から肺

動脈への造影剤の流出を認め，穿刺孔を肺動脈弁のほ

ぼ中央に認めた．弁輪径は約5mmであった．大腿動脈

より5Fのend－holeカテーテルを挿入し，動脈管を経

由して肺動脈主幹部に至り，ガイドワイヤーをカテー

テルを通して進め，肺動脈弁の穿刺孔から三尖弁を逆

行して大腿静脈に留置したSheathから体外に出し
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表　Balloon　valvuloplastyの効果

手術後（日齢34日）
　手術前
（日齢6日）

BV前 BV後

RVP　　（収縮期）

RVP／AOP（収縮期）

％RVEDV
RVEF
coronary－sinusoid

COmmUniCatiOn

∠PG（PA・RV）

　95mmHg
1．73

　47％

　19％

　　廿

　80mmHg
1．23

　52％

　35％

　　十

　50mmHg
O．83

　64％

　49％

　　±

　10mmHg

た．Meditech製径5mmのdilationカテーテルをガイ

ドワイヤーに沿って大腿静脈より挿入して肺動脈弁に

至った．バルーソはwaistが消失するまで拡大した．

BV後の右室造影では，肺動脈弁は確実に裂開されて

おり，coronary－sinusoid　communicationはほぼ消失

していた．RVPはBV前80mmHgから後50mmHg
へ，RVP／AOP（収縮期）は1．23から0．83と改善し，

圧較差（RV－PA）は10mmHgであった．1ヵ月後のド

プラーエコーでは圧較差15mmHgで，有意な肺動脈弁

逆流は認めなかった．

　純型肺動脈閉鎖症に対する新生児期のPalliation

は，右室容積，形態およびcoronary－sinusoid　commu－

nicationの程度によって異なるが，　tripartite　typeの

右室低形成では一般に，systemic－pulmonary　shuntと

valvotomyの併用がhypoxiaの改善，右室の発達，死

亡率および次期手術への影響の点から，最も有利な方

法とされている．外科的valvotomyは術中の予期せぬ

大量出血の危険性などの点から，現在においても必ず

しも安全性が確立されていないため，BVは外科的

valvotomyに比して安全に行え，また充分に効果を期

待できる極めて有用な手技と思われる．また本法は経

皮的に弁を穿刺する器具を開発することによって，手

術を必要としないBVに発展できる可能性もあると

思われた．
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　　　Neonates　with　Pulmonary　Atresia　and　Intact

　　　Ventricular　Septum．　Ann　Thorac　Surg　43：490

　　　－494、1987．

　2．Ino，　T　et　al．　Balloon　valvuloplasty　in　Pulmo－

　　　nary　atresia　and　intact　ventricular　septum．

　　　Lancet，　ii：1531，1989．

19．乳児期severe　PSに対するBalloon　valvo・
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plastyの経験

　　　　神奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　岩堀　　晃，康井　制洋

　　　　　　　　　　　　宮沢要一朗，宝田　正志

　乳児の純型肺動脈狭窄（以下PPSと略す）に対して，

初めてBalloon　valvoplasty（以下BVPと略す）を試

み，治療効果を得た症例を問題点をあげながら，当院

でのPPSに対する外科的手術成績を合わせて呈示す
る．

　症例：41w，3，225g，出生．妊娠・分娩に問題なし．

生直後よりチアノーゼ，多呼吸出現し，PPSと診断．

生後2ヵ月にて当院へ転院となる．胸骨第II肋間左縁

にLevine　III度の駆出性収縮期雑音を聴取．胸部X線

では軽度心拡大ならび肺血流の減少，心電図ではV1の

ST低下とT波逆転，左側胸部誘導にて深いS波，肺

性Pを認める．UCGにて，右室流出路の肺動脈弁部の

狭窄ならびに肥厚がみられ，肺動脈最大流速は8．2m／

secであった．一方，カテーテル検査では，　RV　112

mmHg（収縮期）MPA　20mmHg（収縮期）で，圧差

（以下PGと略す）は92mmHgであった．その他，　PV

弁輪径7．8mm，　RVEDV　llml，　RVEDVI　31　．　7ml／m2

であった．

　そこで，BVPの適応と考え，4ヵ月時にBVPを施

行．6mmのバルーンで1回．8mmのバルーンで2回，

計3回拡大を試みた．2回目のバルーン拡大時に明ら

かなくびれがみられた．一過性の血圧低下，徐脈，心

室性不整脈を認めたが，他の合併症はみられず．その

後カテーテルにてPGは53mmHgまで低下し，弁輪径

も9．6mmまで拡大した．その後のUCGのフォローに

ても，1日目には48mmHgまで低下し，その後の再上

昇はみられず，41日後でも55mmHg（以上，　Bernouilli

の原理による）であった．肺動脈弁閉鎖不全の増強も

なかった．

　考察：新生児・乳児のPPSに対して，近年，積極的

に内科的手術であるBVPを実施するようになってき

たが，それ以前は，Brockの手術に治療をゆだねざる

を得なかった．ここに示した表は，当院にて施行した

Brockの手術患児15例を示したものである．転居によ

りその後の経過が不詳な1例を除く14例中，手術によ

る死亡が3例，手術後valvotomyや右室流出路形成術

などの手術が必要であった症例が5例あった．その他

の6例は，手術後改善がみられ，ここでは省略したが，

PGが明らかに低下した．さらにその右側には，

RVEDVIを示したが，術前が矢印の左側，術後が矢印
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Brock’s　operation　for　PPS

Other　anomalies Brock’s　ope Prognosis Rvedvl（ml／m2）

1 PPA，　PDA 23D Death
2 11M Death

3 PPA 13M Pulm．　valvotomy 23→26（48M）

4 5M 66→92（66M）

5 4M Pulm．　valvotomy 48→63（68M）

6 6M ？

7 6D RVOT　plasty 15→23（20M）

8 2M 46→61（37M）

9 2M RVOT　plasty 19→34（19M）

10 28D 28→68（38M）

11 Rt．1ung　absence 10M Death

12 3M 40→44（1M）

13 Ebstein 2D Lt．　ST　shunt

14 1M 46→66（12M）

15 1M 23

の右側で（）内はその術後カテーテル検査の時期を

示している．この中でRVEDVIが10～20台を示すも

のがみられ，これらはPPSにしばしぽ認められる右室

低形成を伴い，多くが再手術を要するといった傾向を

示した．

　新生児・乳児のPPSに対するBVPの適応は，非開

胸的治療という意味で十分にあると思われるが，あく

まで“criticalな状態を脱する”姑息的手段としてとら

えるべきであり，安全に合併症なく施行する姿勢が必

要である．balloonの選択も含めて，慎重な対応が望ま

れる．

　20．新生児，乳児の大動脈弁狭窄に対して経皮的バ

ルーン拡大術を施行した3症例および小児期に施行し

た1例の検討

　　　　北里大学医学部小児科

　　　　　　堀口　泰典，平石　　聡，藤野　宣之

　　　　　　矢沢　健司，三沢　仁司，縣　陽太郎

　　　　　　八代　公夫

　Balloon　aortic　valvuloplasty（BAV）を行った先

天性大動脈弁狭窄の新生児1例，乳児2例，および小

児期例1例につき検討した．

　対象及び方法：BAV施行時の年齢は，生後22日か

ら5歳3ヵ月であった．また，体重は3，900g～16．38kg

までであったが，乳児期以下の3例はすべて，5，000g

未満であった．

　乳児期以下の3症例では4ないし5mm径のバルー

ンで，それぞれ弁輪径の心エコー図による計測値より

1～2mm小さいものを用いた．小児期例では弁輪径が

15mmであったが，充分なサイズのものが入手できず，

6mmと8mmのものをもちいた．・ミルーソは100～120

PSIで加圧した．加圧は10秒で終了とし，各バルーンに

つき，2ないし3回行った．加圧の間右房に挿入した

カテーテルと活栓で結合して，左室圧の極度の上昇を

防いだ．

　結果：左室大動脈収縮期圧較差は，53～118mmHg，

平均87．5±23．3mmHgであった．　BAV施行後，この

値は32～78mmHg，平均50±18．4mmHgと有意に低

下した．また，左室収縮期圧はBAV前118～184

mmHg，平均165．5±27．5mmHgであったが，治療後

133．5±10．1mmHgとこれも有意に低下した．

　乳児期以下の3例では施行後3ないし12ヵ月ころよ

り，左室大動脈収繍圧縫が50－60㎜Hg前後薩

した．小児期例では施行後1ヵ月頃より施行前と同等

の値に戻った．

　右房へ圧を逃がすことより左室圧はBAV施行中低

値にとどまり，有用であった．

　乳児期以下の3例ではBAV施行後，比較的順調に

体重が増加した．Catch　upし，3歳の時点で，14．4kg

に達した例もみられた．

　考案：乳児期以前にBAVを行った症例では，施行

後，体重増加が比較的順調であり，中にはCatch　upを

示すものもみられ，BAVが少なくとも緊急避難的治

療として有用と考えられる．しかし，一方，圧較差の

再上昇を認めていることや，左室壁肥厚や僧帽弁逆流

の持続など，問題点もみられた．また，小児期例では

用いたバルーンのサイズが小さく充分な治療ができな
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かった．これらより，技術的な改良および細いシャフ

トにサイズのより大きなバルーソをつけたカテーテル

の開発などが今後必要と思われた．さらに，繰り返し

BAVを行う必要性や，弁輪径とバルーン径の組合せ

による治療効果の相違などの検討も必要と思われる．

　結論：1）Balloon　Aortic　Valvuloplasty（BAV）

を先天性大動脈弁狭窄の4例に行い，全例で左室大動

脈圧較差の有意な改善をみとめた．2）新生児期，乳児

期に治療を行った3例では，その後の体重増加が比較

的順調であった．3）左室壁肥厚の持続および，左室大

動脈圧較差の治療後再上昇などがみられることより，

急性期を乗り越えた後のBAVの再施行時期を含め

て，どのようなプロトコールをもってfollow　upして

いくべきかが今後の課題と思われる．

　21．村上式バルーンカテーテルを使用し弁拡大術を

行ったcritica1　ASの2例

　　　　社会保険中京病院小児循環器科

　　　　　　　　　　　　松島　正気，奥村　直哉

　　　　　　　　　　　　石川　秀樹，小川　貴久

　　　　市立岡崎病院小児科　　　　　兼子　哲一

　　　　名古屋第一赤十字病院小児科　小野佐代子

　　　　名古屋大学小児科　　　　　　長嶋　正実

　村上式バルーソカテーテルを使用し，大動脈弁拡大

術を施行した2例の経過と反省，このカテーテルの有

用性につき報告する．

　症例1はバルーソ拡大時，1歳6ヵ月の男児．重症

大動脈狭窄として当院へ紹介．2回の手術（1回目：

日齢18に大動脈弁切開術，2回目：1歳1ヵ月，Doty

法による大動脈形成術と弁切開術）を行っている．左

室の著明な肥厚，肺高血圧からの右室拡大が進行した

心不全のため，1歳6ヵ月時バルーン拡大術を行った．

径8mmと10mmの村上式カテーテルを使用．大動脈圧

較差は減少した（80mmHg→35mmHg）が大動脈逆流

の軽度増加（1°→1～II°）を見た．2日後，状態悪化し，

表
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約2週間後死亡した．逆流増加による軽度の量負荷の

増加が契機となったと思われる．

　症例2は，5P　の女児でAS，　PS，　VSD，　PDAであ

る．4ヵ月時，順行性の操作でAS，　PSそれぞれのバ

ルーン拡大術を行っている（径4．5mm，　PTCA用バ

ルーンカテーテルを使用）．2歳3ヵ月時心不全悪化

し，左室収縮性低下の進行をみたため，再度バルーン

拡大術を施行した．PSには順行性に，　ASには逆行性

に8mm径村上式カテーテルを使用した．圧較差の減

少，左房圧の低下，左室収縮性の回復が得られ，約1

ヵ月後退院しました．

　表に2症例3回のバルーン拡大術の要点をまとめ
た．

　大動脈弁拡大術は，バルーン拡大の操作による逆流

の軽度増加が，致命的となりうるので，繰り返し行う

ことを覚悟して，弁輪よりも小さい，必要最少限の径

のバルーンを使用することが肝要と思われた．

　村上式バルーンカテーテルはシースにて挿入可能

で，動脈の血腫性閉塞の危険が少なく，また先端がビッ

グテール型になり左室への刺激性が少ない点で，バ

ルーンカテーテルによる大動脈弁拡大術施行上有用で

あると思われた．

　22．当科で経験した経皮的肺動脈弁形成術の4例

　　　　岐阜大学小児科　桑原　尚志，若園　明裕

　　　　　　　　　　　　加藤　義弘，矢嶋　茂裕

　近年，先天性肺動脈弁狭窄に対してバルーンを用い

た経皮的肺動脈弁形成術（以下PTPV）が積極的に行

なわれつつある．今回我々も乳児例，術後例を含む4

例に対しPTPVを施行し，著効したので報告する．

　症例1は2歳体重13．9kgの女児で，生直後より肺動

脈弁狭窄として経過観察されていた．1歳11ヵ月時に

心電図・心エコー上右室肥大の所見が著明となり，心

臓カテーテル検査にて圧較差122mmHgの肺動脈弁狭

窄と診断された．PTPVは，右大腿静脈を穿刺し厳径

年　齢
体　重

方　法
挿入手段

バルーンカテーテル
ガイドカテーテル

バルーン径
（弁輪径） 副作用 転機

1歳6ヵ月 逆行性 村上式カテーテル 8mm，10㎜ 徐脈，不整脈

症例1 血圧低下 死亡

5．1kg 6．5Fシース ジヤトキンス　JR3 （10mm） 逆流の増大

4ヵ月 順行性 PTCA用 4．5mm
症例2 1 カテーテル 逆流なし 外来

2．9kg カットダウン バーマソカテーテル （6．5mm）

2歳3ヵ月 逆行性 村上式カテーテル 8mm
2 逆流なし 外来

4ユkg 6　Fシース アンプラッツ　R3 （9mm）
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部を12Frのダイレーターで拡張後に，　Mansfield社製

長さ3cm径18mmのバルーンを挿入し拡張した．初回

拡張時に十分な手ごたえを感じたが，さらに1回拡張

を加えた．スライドはPTPV術前術後の比較である

が，肺動脈右室圧較差は術前122mmHgから術後20

mmHgと減少し，術後に著明な右室流出路狭窄は認め

られず極めて良好な結果が得られた．

　症例2は12歳の女児である．5歳時に心臓カテーテ

ル検査上圧較差55mmHgの肺動脈弁狭窄と診断され

たが美容上の理由から手術せずに経過観察されてい

た．12歳時にPTPVを希望し入院した．弁輪径は20

mmと計測され長さ4cm径25mmのバルーンを用い

拡張したが，拡張時の手ごたえを感じられなかった為

10回拡張を繰り返した．PTPVにより右室圧較差は40

mmHgから17mmHgに改善した．

　症例3は生後4ヵ月体重6．1kgの乳児である．1カ

月検診で心雑音を指摘され，心電図上右室負荷が進行

したため精査目的で入院した．経過中チアノーゼは認

めていない．PTPVは，右大腿静脈を穿刺し7Frウ

エッジバーマンで0．035inchのガイドワイヤーを留置

し，ACS社製長さ2cm径7mmのバルーソを用い，3

回の拡張操作を行なった．拡張時の手ごたえは得られ

なかったが，肺動脈右室圧較差は51mmHgから13

mmHgに改善した．心電図上術後右側胸部誘導の

ST・Tの異常は軽快し，ドップラー上の圧較差も術前

81mmHgが術後49mmHgと軽快し，1歳7ヵ月現在
外来経過観察中で25mmHgとさらに軽快している，

　症例4は7歳ファロー四徴術後の女児である．2歳

時にファP一四徴と診断され，術式の詳細は不明であ

るが心内修復術を施行され，この際に術後呼吸管理を

2週間要した．6歳時に肺動脈弁狭窄の残存と診断さ

れ，PTPV目的で入院となった．右室造影上肺動脈弁

は手術の際に弁輪部の切開を受けていないと考えられ

た．本症例に対してPTPVを長さ3cm径18mmのバ

ルーンにて計4回行い，肺動脈右室圧較差は61mmHg

から14mmHgに軽快した．

　PTPVは肺動脈弁狭窄に対する治療の第一選択と

考えられつつあり，現在我々の施設でも肺動脈弁狭窄

に対して積極的にPTPVを行なっている．症例1は，

比較的典型的な重症肺動脈弁狭窄の症例で圧較差は

122mmHgから20mmHgに改善し，　PTPVの効果は

極めて大きかった．症例2は，圧較差40mmHgで効果

は小さいと考えられたが，バルーンの拡張を繰り返し

圧較差17mmHgに改善した．さらに症例3では4ヵ月
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の乳児に対してもPTPVを試み，圧較差51mmHgか

ら13mmHgに改善し経過良好である．PTPVは，乳児

にも容易におこない得たことから，将来新生児期の重

症肺動脈弁狭窄の治療選択になると考える．また，症

例4のファロー四徴術後の肺動脈弁狭窄に対する

PTPVも有効であった．

　23．経皮的肺動脈弁形成術：5年間の経験から

　　　　久留米大学小児科

　　　　　　鈴木　和重，才木　耶宣，高木　純一

　　　　　　大原　延年，佐藤　　登，豊田　　温

　　　　　　村上　泰由，三ケ島尊利，井上　　治

　　　　　　加藤　裕久

　肺動脈弁狭窄に対するBalloon　Pulmonary
Valvuloplastyは，欧米のみ成らず，最近本邦でも数施

設で行なわれているように成って来た．

　私達は，1984年6月から，いち早く肺動脈弁狭窄に

本治療法を取り入れ，早5年6ヵ月が経過した．その

間，43例の肺動脈弁狭窄に対してBalloon　Pulmonary

Valvuloplastyを行った．異形成弁の2例を除く41例

に，本治療法の有効性が確認できた．その年齢は5カ

月以上，体重は6kg以上であった．全症例にsingle

balloon法を施行した．　balloon　sizeが肺動脈弁輪径よ

り20％以上の症例において，右室肺動脈圧較差は良好

な改善を認め，5年間での再狭窄は認めていない．長

期的な圧較差の評価には，パルスドプラ心エコー法を

用いた．合併症としては，軽度の肺動脈弁狭窄を聴診

上約30％，ドプラ心エコー図上約90％認めるも，進行・

悪化を呈す症例はなかった．その他重篤な合併症はな

かった．Balloon　Pulmonary　Valvuloplastyにより，

一過性に右室流出路狭窄が出現する症例がある．それ

ら症例は術直後に，圧較差が50mm以上残存すること

もある．しかし，長期的フォローでは，右室流出路狭

窄の改善に伴い，圧較差も経時的に改善を認めた．

　Balloon　Pulmonary　Valvuloplastyを施行するにあ

たり，5歳以上の重症肺動脈弁狭窄では，術前後を通

じて，拡張期障害が存在する症例がある．本治療法は，

1歳以上であれば安全に行なうことが出来る由，新生

児のcritical　PSでない限り，1～3歳で本治療法を試

みることが最適ではないかと考えている．

　24．肺動脈弁狭窄症15例に対する経皮的バルーン弁

形成術の経験

　　　　山形大学医学部小児科

　　　　　　秋場　伴晴，芳川　正流，大滝　晋介

　　　　　　小林代喜夫，中里　　満，鈴木　　浩
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　　　　　　松嵜　葉子，佐藤　哲雄

　目的：肺動脈弁狭窄症に対する経皮的バルーソ弁形

成術（以下，弁形成術と略す）の有用性について検討

した．

　対象および方法：対象は肺動脈弁狭窄症単独の男6

例，女9例の計15例で，弁形成術の施行時年齢は9カ

月から13歳6ヵ月，平均6歳7ヵ月で，2例は乳児例

であった．このうち1例は新生児期にBrock手術を

行っている．右室収縮期圧は53から147，平均85

mmHg，右室・肺動脈圧較差は40から135，平均71

mmHgであった．弁形成術後遠隔期の評価を7例に

行った．術後経過期間は11ヵ月から1年4ヵ月，平均

1年1ヵ月であった．

　弁形成術前に通常の心臓カテーテル法および右室造

影を行った．弁形成術はKanらの方法に準じて行っ

た．バルーンのサイズは右室造影像から肺動脈弁輪径

を測定して選択したが，使用したサイズは弁輪径の

101～144，平均119％であった．バルーソ拡張の際は圧

が4気圧を越えないようにし，拡張開始から収縮開始

までは8－一一　10秒とした．拡張は原則としてバルーンの

くびれがなくなるまで繰り返したが，最高4回まで

行った．最後の拡張から15分後に再度通常の心臓カ

テーテル法および右室造影を行った．また，連続波ドッ

プラー心エコー法を施行し，簡易ベルヌーイ法を用い

て右室・肺動脈圧較差を測定した．
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図　経皮的バルーン肺動脈弁形成術前後の右室・肺動

　脈圧較差

　結果：バルーンの拡張時には，大部分の例で大動脈

圧の低下や期外収縮がみられたが，いずれも一過性で
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あり，バルーンの収縮により回復した．右室収縮期圧

は弁形成術により全例で低下し，平均85から47mmHg

となった．約1年後の右室収縮期圧は術直後に比べ大

きな変化はみられなかった．右室・肺動脈圧較差も全

例で縮小し，平均71から33mmHgとなった．約1年後

も大きな変化はなく，効果は持続していた（図）．また，

弁形成術前に右室・肺動脈圧較差が90mmHg以上あっ

た3例では術直後にいずれも縮小はしたものの50

mmHg以上の圧較差が残存していたが，翌日に施行し

た連続波ドップラー心エコー法では3例とも圧較差は

さらに縮小していた．次に，弁形成術直後によくみら

れる右室流出路の狭小化を定量的かつ経時的に評価し

た．指標として右室流出路の最小径／肺動脈弁輪径を用

いた．弁形成術前は平均0．43であったのが術直後には

平均0．35と低下しており，狭小化が進んでいた，しか

し，1年後にはほとんどの例で弁形成術前よりもこの

値が高値を示しており，狭小化の改善がみられた．肺

動脈弁逆流についてカラードップラー法を用いて評価

を行った．弁形成術前から肺動脈弁逆流があったのは

8例で，これらの例では術後も変わりなかった．弁形

成術前に肺動脈弁逆流がなく術後に新たに出現したの

は2例であった．しかし，程度はいずれも軽度であっ

た．ほかに，続発症はみられなかった．

　結論：肺動脈弁狭窄症に対する経皮的バルーン肺動

脈弁形成術は安全かつ有効であり，第一に試みるべき

手段であると思われた．

　25．経皮的肺動脈弁形成術を行った肺動脈弁狭窄症

14例

　　　　名古屋大学小児科

　　　　　　長井　典子，於　　長華，浅井　俊行

　　　　　　中島　崇博，長嶋　正實

　　　　社会保険中京病院小児循環器科

　　　　　　　　　　　　小川　貴久，石川　秀樹

　　　　　　　　　　　　奥村　直哉，松島　正気

　我々は，1988年3月以来肺動脈弁狭窄症14例に対し

て経皮的肺動脈弁形成術を行ったので報告する．

　対象および方法：症例は14例（2歳～17歳，男10例，

女4例）で症例10と症例14の2例が新生児期に重症肺

動脈弁狭窄症，及び肺動脈弁閉鎖症としてブPック手

術を受けている．また症例12は軽症の心室中隔欠損を，

症例11と症例13はヌーナン症候群を合併していた．そ

のほかの9例には合併症を認めなかった．術前に行っ

た右室造影から得られた肺動脈弁輪径は12～22mm

で，原則として，1．2～1．4倍の・ミルーンカテーテルを
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表

症　例 性
年齢
（歳）

体重
（Kg） 合併症

弁輪径
（㎜）

バルーン径
　（mm）

右室収縮期圧の
変化（mmHg）

PGの変化
（mmHg）

1．S．S． 男 2 11．2
一

15 18 63→39 45→14

2．W．　T． 男 2 13．2
一

12 12 81→77 60→56

3．F．　S． 男 6 16．0
一

20 20 80→70 63→58

4．S．T． 男 3 15．5
一

15 18 75→50 52→25

5．K．　K． 男 3 14．5
一

16 20 97→47 82→26

6．N．M． 男 3 16．8
一

15 20 103→58 73→28

7，K，　R． 女 12 45．5 一
22 18＋10，20十10 80→50 40→22

8．Y．A． 女 3 15．0 一
12 15 120→80 100→60

9．T．N． 男 3 15．0
一

12 15 90→71 70→50

10．K．　N． 男 5 20．0 ブロック手術後 14 18 85→44 60→28

11．Y．M． 女 9 25．2 ヌーナソ症候群 20 25 105→100 80→75

12．K．　A． 男 4 19．0 VSD（軽度） 15 20 102→65 77→30

13．N、　S． 男 17 45．0 ヌーナソ症候群 18 20．23 122→90 100→70

14．A．1． 女 4 14．0 ブロック手術後 14 18 58→40 40→22

使用した．初期の症例である症例2と3では弁輪径と

同サイズのバルーンを使用したがこの2例では満足な

結果を得られなかった．症例7の弁輪径22mmのもの

に対してはダブルバルーン法を施行した．バルーンカ

テーテルはMans丘eld社製のものを使用した．初期の

数症例では注入圧の測定を行っていたが，それ以後の

症例では，造影剤の注入をできるだけ短時間で行うこ

ととして，くびれの消失を注入終了の目安とした．

　結果：肺動脈弁形成術後，3例を除き，右室圧は平

均90．0±19．OmmHgから62．4±20．OmmHgに低下

し，肺動脈・右室圧較差は67．3±19．6mmHgから

40．3±20．6mmHgに低下した．圧低下の少ない3例中

1例は，翌日のエコーで術前70mmHgの圧較差が36

mmHgと低下しており，この例にも有効であったと思

われた．他の2例に対しては弁輪径と同サイズのバ

ルーンを使用したため拡張が不十分であったと思われ

た．1年後に再度心臓カテーテル検査を行った症例1

と症例10では右室圧，圧較差ともさらに低下していた．

肺動脈弁逆流は有意な増加を示したものはなかった．

　操作中の大動脈収縮期圧，同回復時間，心拍数の変

化は，卵円孔開存，心室中隔欠損の合併例や，ダプル

バルーン法のものでは，少ない傾向にあった．その他

の異常として心室性期外収縮などの不整脈を認めたが

いずれも一過性で重篤なものはなかった．

　心電図は有効であった12例中8例でV，のTが陽性

から陰性に変化した．右室収縮期圧が大動脈圧よりも

高かった2例では，V1のTはstrain　patternを呈して

おり，それが術後に1例は陽転化し，1例では通常の

陰性Tとなった．V1のR波は術後波高が減少し，逆

に，V5のR波は高くなった．有効例12例中10例に右室

圧負荷軽減を思わせる心電図変化を認めた．心電図変

化を認めなかった2例は圧較差が他の症例と比べて小

さく術前よりV1のTは陰性であった．

　まとめ：肺動脈弁狭窄症に対する経皮的肺動脈弁形

成術は比較的安全に行い得るもので，有効であると思

われた．

　26．Conduit内異種生体弁狭窄に対するBalloon

Dilatation　Valvuloplasty

　　　　大阪大学第一外科，同　小児科＊

　　　　　　小林順二郎，松田　　暉，中埜　　粛

　　　　　　島崎　靖久，井川誠一郎，笠井由美子

　　　　　　川島　康生，佐野　哲也＊，松下　　享＊

　異種生体弁付き導管は術後経時的に狭窄を来し，再

手術を要する症例も増加している．この再手術を延期

させる目的と再手術を安全に行う目的でConduit内

異種生体弁に対してBallon　Dilaltation　Valvuloplas－

ty（BDV）を施行したので報告する．

　対象はConduit内異種生体弁狭窄症例13例で，14回

にBDVを施行した．　BDVの適応としては，心臓カ

テーテル検査にて右室左室収縮期圧比が0．60以上また

は右室肺動脈収縮期圧差50mmHg以上である場合と

した．手術時年齢は6ヵ月から10歳，平均6．4±3．2歳，

術後経過年数は3年6ヵ月から10年，平均5．8±1．8年

であった．方法は，まず大腿静脈から通常の左心・右

心系のカテーテル検査と心血管造影を施行したのち

sheathを除去し，　dilatorで拡大したのちBVD用力
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図1　BDV前後の右室左室収縮期圧比とConduit圧
　較差

テーテルを挿入した．使用カテーテルはOlbert社製

Balloon　Angioplasty　CatheterおよびMansfield社製

Lo－Profile　Valvuloplasty　Balloon　Dilatation　Cath－

eterであった．初期の2例ではdouble　balloon　tech－

niqueを用いたが，最近の症例はすべてsingle　balloon

を用いている．狭窄が高度の場合には，まず最初に径

10mmのOlbertカテーテルで一旦拡張したのち再度

Mansfieldカテーテルを挿入しBDVを施行する
two－step法を行った．末梢肺動脈に狭窄を認めた4例

にはこの部位のBDVも施行した．カテーテルが肺動

脈内に進みにくい場合にはアンプラッツ交換用ガイド

ワイヤーを使用した，バルーン拡張時間は5ないし10

秒で動脈収縮期圧が60mmHgとなり，徐脈になると中

止し，約1分間の間隔で同様の操作を3ないし4回繰

り返した．

　右室左室収縮期圧比はBDV前の平均0．97±0．22か

らBDV後平均0．68±0．14に有意（p〈0．001）に低下を

した．またConduit圧較差もBDV前の平均86±29

mmHgからBDV後の平均53±21mmHgに有意の
（p〈0．001）低下を認めた（図1）．BDVで圧較差が20

mmHg以上軽減した有効と考えられる症例は9例
（70％），全く圧較差がかわらず無効と考えられる症例

が3例（23％）であった．無効の原因は右室とconduit

との吻合部狭窄が2例，肺動脈とconduitとの吻合部

狭窄が1例，conduitが12mmと細くconduit自体の

狭窄症例が1例であった．合併症としては弁の

calci丘cationの為にバルーンが破裂した症例が3例

（22％）あった．うち1例はバルーソが全周性に裂け回

収のため皮膚切開を要した．またPRは1例でBDV

後に認めたが軽度であった．

　conduit内異種生体弁に対するBDVは安全に施行
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できたが，先天性肺動脈弁狭窄におけるほどの効果を

得られなかった．この原因としてはconduit狭窄が単

に異種生体弁のみに由来するものでなく，
pseudointimaの形成や吻合部での狭窄によるものも

関係しているからと考えられる．いまだ理想的なcon－

duitが得られていない以上，　BDVは再手術を延期さ

せるためにも一度試みるべき方法と考えられる．

　27．バルーン肺動脈弁形成術の効果判定法について

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　赤木美智男，小池　一行，石沢　　瞭

　　　　　　小林　　順，渡　　　徹

　対象と方法：対象は1985年から89年までに当院にて

バルーソ肺動脈弁形成術を施行した男児6名，女児8

名で，計18回施行した．年齢は11ヵ月から13歳5ヵ月，

最小体重は5，4kgであった．合併疾患はヌーナン症候

群2名，小さいASD　1名，　PDA　2名で，　PDAのうち

1名は，ラシュキント法によるPDA閉鎖術を同時に

施行した．

　術前後の心エコーによる肺動脈右室圧較差（以下圧

差）は，ドップラーで計測した肺動脈弁直上の最大流

速から，簡易ベルヌーイ式によって求めた．

　麻酔は，麻酔科医が担当し，麻酔法はGO一パンクロ

ニゥムーフェンタニールで，気管内挿管調節呼吸であ

る．まず心カテーテル検査を行い，次いで通常の手順

で弁形成術を行った．

　今回は，これらの症例について，術前後のエコー所

見と心カテーテル検査データを比較し検討した．

mmHg
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　結果：まず気がついた事は，麻酔後の圧測定では，

術前のドップラーでの値に比べて圧差がかなり減少す

る事であった（図）．そこで，麻酔中に測定した圧は参

考値とし，評価は術前後・外来フォローアップ中を通

じて，一貫してドップラーで行う事とした．

　術前後の圧差の経過，すなわち手技の効果について

は，術後の圧差が25mmHg以下の症例はその後上昇を

示したものはなかった．25以上であったものの一部は，

その後減少を示し，ロート部狭窄の改善によるものと

考えられた．一部は再狭窄を来たし，上述のごとく結

局4例について再度バルーン肺動脈弁形成術を施行し

た．手術の対象となった症例はなかった．

　心係数は熱希釈法またはフィック法で求めた．術前

後で，症例全体としては有意な変化はなかったが，術

前の圧差が大きい重症例ほど術後に心係数が増加する

傾向が認められた．

　術中に重篤な合併症は認めなかった．PRは，10例に

認められたが，いずれも軽度であった．PRを起こさな

かった症例と起こした症例で，使用したバルーンサイ

ズと弁輪径の比に有意差は認められなかった．

　考察：バルーン肺動脈弁形成術に対する当院の麻酔

法は，施行中患者が動かず，安定した麻酔深度が得ら

れ，かつ呼吸・循環の管理を麻酔科医が担当するので，

術者は手技に集中する事ができる．圧のデータが非生

理的なものとなる事は欠点といえようが，ドップラー

による計測で十分代用できる．

　手技の成否については，術後の圧差が25mmHg以下

のものは再狭窄例がなく，成功例として良いと思われ

る．それ以外の症例についてのその後の治療方針は，

術後数ヵ月で圧差が減少してくる症例もあることか

ら，1年位観察した後判断するのが適当と考えられる．

不成功の原因については，手技上の理由・バルーンサ

イズ・弁の形態等が要因として考えられるが，今回は

検討しなかった．

　28．井上バルーンによる弁形成術の経験

　　　　札幌医科大学小児科

　　　　　　富田　　英，長田　伸夫，沢田　陽子

　　　　　　沼田　和子，日下卓右

　近年，開発された井上バルーンを用いた経皮的弁形

成術を試みたので報告する．

　肺動脈弁狭窄（以下PSと略す）2例，大動脈弁狭窄

（以下ASと略す）1例である．

　AS症例は10歳の女児で，心エコー上右冠尖と無冠

尖，無冠尖と左冠尖のfusionによるASと診断した．
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引き抜きによる圧較差は56mmHgで，大動脈弁輪部径

は19mmであった．バルーン径20mmの井上バルーン

を用い，Retrograde　approachによる大動脈弁形成術

（PTAV）を試みた．しかし，13Fのイントロデュサー

の挿入ができず断念した．今後は，antegrade
approachによる挿入や，　cut　downによるretrograde

approachについて検討する予定である．

　PSの症例は1歳と3歳の男児で，症例1は6．9kg，

2は11．8kgであった．引き抜きによる圧較差はともに

56mmHgであった．

　症例1はEbstein　anomalyをともなう肺動脈閉鎖

の症例で，2ヵ月時にBrock手術を受けたが，肺動脈

弁狭窄が残存したため肺動脈弁形成術（PTPV）を施

行した．症例1の肺動脈弁輪部径は10mm，2のそれは

12mmであった．症例1ではバルーン径13mmの井上

バルーソと9Fのイントロデュサーを，2ではバルーン

径15㎜の井上・ミルーンと11Fのイントロデ・サーを

用いた．術後の引き抜き圧較差は症例1で8mmHg，2

で12mmHgと著明に改善した．また右室造影にてドー

ム形成も著明に改善した．

　井上バルーンによるPTPVにおいてはより容易に

肺動脈弁の拡張が可能で，shaftと・ミルーン部の径の

差が少ない点，狭窄部へのバルーンのajustが容易で

確実な点，inflation，　deHationがスムーズな点などが

優れていると考えられた．

　一方今回用いた井上バルーンのうち，数本は使用で

きないものであった．ベントチューブからのエアー抜

きが出来ないためのものであり，今後改善すべき点と

考えられた．

　29．井上カテーテルによるPS，　ASの治療経験

　　　　三菱京部病院小児循環器科

　　　　　　　　　　　　天満　真二，上田　　忠

　　　　京都大学小児科

　　　　　　吉林　宗夫，松村　正彦，西岡　研哉

　　　　医仁会武田病院心臓外科　　　井上　寛治

　肺動脈狭窄（以下PSと省略）や大動脈狭窄（以下AS

と省略）の治療にバルーソカテーテルが用いられるよ

うになり，我々の施設においても過去二年間で，イノ

ウエバルーンカテーテルによるPS　5例，　AS　2例の

治療経験を得た．

　PSは，　valvular　PSが4例，ファロー術後が1例で，

男児4例，女児1例であった．バルーンカテーテル施

行時の年齢は，6ヵ月から13歳であった．イノウエバ

ルーンカテーテルによる弁形成術を行った結果，3例
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で術直後に圧較差の減少を認めた．1例は術直後には，

14mmHgと若干の減少にとどまったが，その後の経過

観察（ドップラー）では，更に30mmHg位減少したと

推定された．ファP一術後の症例では，圧較差が変化

しなかった．この症例は，2歳時に根治術が施行され，

右室流出路と主肺動脈にパッチがあてられた．肺動脈

弁は二尖弁で，弁形成術前には弁狭窄と判断していた

が，カテーテル中に行った造影で，主肺動脈の吻合部

狭窄の可能性が高いと考え，両者に対して弁形成及び

拡張をはかったが，効果が無かった．

　ASは2例ともvalvular　ASで，三尖弁であった．

男児1例，女児1例で，バルーンカテーテル施行時の

年齢は14歳と12歳であった．男児例は，AS，　ARの症

例で，圧較差がしだいに進行し，運動時の易疲労感も

訴えるため，家族の希望もあってイノウエバルーンカ

テーテルによる弁形成術を施行した．カテーテルは

antegradeに挿入した．術前の圧較差62mmHgが術後

35mmHgに減少した．術後症状は消失し，1年9ヵ月

後のドップラーによる推定でも，圧較差は術後と変化

していないと推定された．女児例は，先天性風疹症候

群によるAS，　AR，　DS，　P／O　PDAの症例で，聾を合

併し軽度の知能低下を認めた．ドップラーによる推定

でしだいに圧較差が進行したため，家族の希望もあっ

てイノウエバルーソカテーテルによる大動脈弁形成術

を施行した．retrogradeにカテーテルを挿入し弁形成

を行ったが，圧較差は術前70mmHgが術後76mmHg

と改善しなかった．

　現在，valvular　PSに対して，イノウエバルーンカ

テーテルによる弁形成術を第一選択とする事に問題は

ないと思われる．しかし術後の吻合部狭窄が疑われる

症例や，valvular　ASに対してイノウエバルーンカ

テーテルを使用するには，適応の決定，方法の改良を

検討すべきと考えられる．今後この点を解決するため

に症例数を増やす事が必要で，multicenter　studyを行

う事が重要であると思われた．

　30．イノウエバルーンを使用した経皮的大動脈弁形

成術（PTAV）：Antegrade　approachとRetrograde

approachの技術的差異と問題点

　　　　国立循環器病センター小児科

　　　　　　越後　茂之，津田　悦子，黒江　兼司

　　　　　　須田　憲治，小野　安生，新垣　義夫

　　　　　　神谷　哲郎

　　　　同　放射線科　　木村　晃二，高宮　　誠

　　　　武田病院心臓血管外科　　　　井上　寛治

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第2号

　先天性大動脈弁狭窄の小児に対してイノウエバルー

ンを使用して順行性あるいは逆行性に大動脈弁にバ

ルーンを挿入してPTAVを行ったので，その技術的

差異と問題点について報告する．

　対象・方法：4歳から16歳の先天性大動脈弁狭窄の

小児8例を対象としてPTAVを施行した．術前の左

室・大動脈間の収縮期圧較差は42mmHgから98

mmHgであった．全例イノウエバルーンを使用し

PTAVを行ったが，このうち体重が35kg未満の6例

は経静脈的にBrockenbrough法にて右房から左房，

左室の経路でカテーテルを進め順行性にPTAVを施

行した．体重35kg以上の2例については大腿動脈から

逆行性にバルーンカテーテルを左室へ挿入して

PTAVを行った．

Aortic　Regurgitation（PTAV）

grade

4

3

2

1

AR（一）

before　PTAV　　　after　PTAV

　結果：順行性PTAVでは，　Brockenbrough法によ

る穿孔や心房間の短絡などの合併症はなかった．イノ

ウエバルーンを右房，左房，左室を経て大動脈への挿

入するのは容易であった．また，バルーソを大動脈弁

に固定して拡大する操作も安定して施行できた．逆行

性PTAVではイノウエバルーンを左室へ挿入すると

心室期外収縮の頻発がみられ，バルーンを大動脈弁に

固定して拡大する操作が困難な症例がみられた．

PTAV後に大腿動脈血栓が生じた症例はなかった．

　バルーソの拡大は大動脈弁輪径の67％から89％で開

始した．バルーン径は徐々に拡大してPTAVを施行

したが，大動脈弁閉鎖不全が新たに生じたり増強した

時点で終了した．最終バルーン／弁輪径比は75％から

100％であった．PTAV後に6例では収縮期圧較差が

50mmHg以下に減少したが，2例はPTAV後も圧較

差の減少が少なく，50mmHg以上の圧較差が残存し
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た．また，PTAV後の大動脈弁閉鎖不全については，

2例でSellers分類による2度以上の増加がみられた

（図）．このうち1例は，閉鎖不全が1度から3度に憎

悪し，左室拡張末期容積の増加と拡張末期圧の上昇が

みられた．

　考察：逆行性PTAVはBrockenbrough法を行な

わず，手技が煩雑でない．しかし，シャフト径の大き

いバルーンカテーテルを使用するので，大腿動脈血栓

を生じる危険があり，カテーテル径が大腿動脈径以下

の症例を対象にすべきであると考える．順行性PTAV

は安定した操作が可能であり，大腿動脈径の小さい症

例では積極的に施行すべき方法であると考える．

　6例でPTAV後の圧較差が50mmHg以下になり
有効であったが，このうち1例は大動脈弁鎖不全のた

め左室拡張末期容積の拡大が生じた．この症例を含め

て，PTAV後2度以上の大動脈弁閉鎖不全の増加がみ

られた症例の最終バルーン／弁輪径比は92％と100％で

あり，90％以上の径比で拡大を行う場合はバルーン径

を徐々に増やし，閉鎖不全の増加の有無を確認しなが

らPTAVを慎重に施行することが肝要であると考え
る．

　31．経皮的逆行性大動脈弁形成術balloon　aortic

valvUloplasty（BAV）の効果と問題点一single　ba1・

100n法とdouble　balloon法一

　　　　久留米大学小児科

　　　　　　才木　邦宣，鈴木　和重，高木　純一

　　　　　　大原　延年，佐藤　　登，豊田　　温

　　　　　　三ケ島尊利，井上　　治，加藤　裕久

　目的：先天性大動脈弁狭窄症に対する逆行性bal－

loon　aortic　valvuloplasty（BAV）の効果及び合併症

の検討を行った．

　対象：9例にBAVを施行した．5例はsingle　bal・

loon法，2例はdouble　balloon法，2例はこの二法と

も用いた．年齢は2～17歳（平均9．1歳）で最低体重は

13kgだった．適応はカテーテル検査にて左室大動脈圧

較差（∠P）が50mmHg以上とした．弁輪径は2例で小

さかったが，他は標準径の±10％であった．二例は手

術後の症例で二尖弁であったが，他は一応三尖弁で

あった．

　方法：大腿動脈よりガイドワイヤーにそって逆行性

にバルーンを左室に挿入し施行した．バルーソ径は

single法では大動脈弁閉鎖不全症（AR）の予防のため

心エコー図及び直前の大動脈造影によりもとめた弁輪

径と同等又は1～2mm小さいものを使用し，　double
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法ではScott・B・Yeagerの式でsingle法に見合ったも

のを選択した．バルーンはMans丘eld社又は
Meditech社製を使用した．大腿動脈のBAVの前後の

Bモード及びドプラ心エコー図法検索にて損傷の評価

を行った．血栓予防のため前々日より5mg／kgのaspi－

rinを内服させ，　BAV前には100単位／kgのheparin

を使用した．またBAV中の徐脈予防にatropine
O．1＋0．01mg／kg（最高0．5mg）を血管内投与した．

　結果：図のようにBAVの前後で81±23→32±18

mmHgと全例でAPの改善をみた．手術後の二症例は

ピンポン球様運動のためsingle法では弁部の固定が

できずdouble法にて奏功した．　follow・upでは2週間

でaPの軽度の上昇を示す例もあるが，1，3年後のカ

テーテル検査にて更に改善を示す症例もあった．AR

は1例で出現，3例でSellor’s分類で1度の増加を示

したが，follow－upでのそれ以上の悪化はなく症状も

ない．また大腿動脈の損傷やその他の大きな合併症は

認めなかった．

　考察：BAVは先天性大動脈弁狭窄症の治療法の一

つとして今後期待しうると考える．手術の再狭窄率の

高さや再手術時は殆どの症例が弁置換となることを考

えると今後検討する価値は十分あるのではないか．特

に若年（7歳位まで）の弁輪径が正常，三尖弁の症例

に対する効果がよい印象がある．妊娠の関係で抗凝固

剤の服用は避けたい女児例や手術後の再狭窄例，また

他の疾患があり手術の危険が高い症例（血液，代謝疾

患など）は第一選択と考える．また我々は今回逆行性

のsingle法とdouble法を試みたが，固定性や血管損

傷，梗塞の予防の面よりはdouble法が明らかに優れ

る．しかし井上式バルーンなど新しいバルーソの開発

でこの利点がうすれsingle法済むようになれぽそれ

にこしたことはない．

　これら今後の問題点（検討すべき点）をまとめると，

①適応症例の選択，②長期予後を含めた開胸手術との
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比較，③合併症の予防，④手技の選択とバルーン自体

の進歩，⑤食道エコーなどによる効果発現，再狭窄の

機序の検索となろうか．

　〔追加発言〕

　経皮的大動脈弁形成術（PTAV）を試みた先天性大

動脈弁狭窄症の一例

　　　　富山医科薬科大学小児科

　　　　　　市田　蕗子，津幡　真一，橋本　郁夫

　　　　　　宮崎あゆみ，岡田　敏夫

　　　　医仁会武田総合病院心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　井上　寛治

　症例は，6歳女児．心臓カテーテル検査上最大収縮

期圧較差90mmHgの大動脈弁狭窄が認められ，心断層

超音波検査上，弁形態は右冠尖と左冠尖の癒着により，

bicommisuralであった．　PTAVには，逆行性に，井上

式バルーンカテーテルを用い，初回，大動脈径（16mm）

の80％のバルーン径（13mm）より開始し，パルスドプ

ラー法で大動脈弁逆流が増悪しないことを確認しなが

らさらにバルーン径14mmまで施行した．最大収縮期

圧較差は，術前の1／2（46mmHg）まで低下し，大動脈

弁逆流の増悪はなかった．本例のように，弁形態が

bicommisuralである場合，圧較差の減少効果は大き

く，術前の弁形態の把握がPTAVの有用性を決定す

る重要な因子の一つであると考えられた．

　〔教育講演〕

　先天性心疾患に対するカテーテル治療法の発達と現

状

　　　　東京女子医科大学循環器小児科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　門間　和夫

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第2号

　心臓カテーテル法は動物実験では既に19世紀に行わ

れていた．

　ヒトの心臓カテーテル法は1929年にドイッの外科医

Forssmannが自分の肘の静脈から右房まで尿管カ

テーテルを挿入した事に始まる．Forssmannは蘇生術

の際に心臓内に薬剤を注入する目的での実用化を考え

ていたが，当時の上司の了解が得られず，臨床には用

いられなかった．

　Cournandはフランス生まれの呼吸器内科医で第二

次大戦中ニューヨーク・コロソピァ大学で呼吸生理の

研究をしていた．彼はフィック法でヒトの心拍出量を

求める為に尿管カテーテルを肺動脈迄入れて混合静脈

血を採取した．心臓外科が始まり，米国各地で心臓カ

テーテル検査法が臨床で行われ始めた．

　カテーテルを用いる血管と心臓の治療は1960年代の

Dotter＆Judkins（オレゴソ大学）による末梢血管拡

大術（1964）とフィラデルフィアの小児病院のRash－

kind＆Millerによるバルーンカテーテルに依る心房

中隔切開術（1966）により始まった．Dotterの方法は，

10年後にGrUntzigのバルーンカテーテルに依る末梢

血管狭窄（1976）と冠状動脈狭窄の拡大術へと発展し

ていく．GrUntzigの冠状動脈狭窄に対するバルーンカ

テーテルに依る拡大術は1980年頃より，爆発的に世界

中に普及した．その頃Lockはミネソタ大学で末梢肺

動脈狭窄に対するバルーンカテーテルに依る拡大術の

基礎研究を動物で行い，それが安全で可能である事を

しめした（1981）．こうした狭窄血管拡大術の臨床と基

礎の両方の研究が進み，1982年以後，肺動脈弁狭窄症

を始めとして，大動脈弁狭窄，肺動脈末梢狭窄，大動

表　心臓カテーテル検査法の発達年表

西暦

1929

1938

1940

1944

1948－9

1953

1959

1964

1966

1967

1976

1979

1981

1982

心臓カテーテル検査法

Forssmann：自分の右房までカテーテル．

Cournand：肺動脈迄カテーテル．

先天性心疾患のカテーテル・造影検査．

Dotter：末梢血管拡大術．

Rashkind：BAS．

Porstmann：PDAを栓で閉鎖．

Grttntzig：Ballooo　cath．による血管拡大．

Rashkind：2枚の傘による動脈管閉鎖法．

Lock：末梢肺動脈狭窄のBalloon拡大実験．

Kan：肺動脈弁狭窄のBalloon　cath。拡大．

心　臓　外　科

Gross：動脈管結紮手術．

Blalock：短絡手術．

Blalock・Hanlon手術．

Gibbon：人工心肺と開心術．

Senning：完全大血管転位症手術．

Mustard：完全大血管転位症手術．

Jatene：完全大血管転位症手術．

Lecompte：Jatene法修正．
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脈縮窄などの先天性心疾患に対するバルーンカテーテ

ルに依る拡大術が行われ始めた．

　Rashkindの・ミルーンカテーテルに依る心房中隔切

開術は1966年に発表され，その後全世界に普及した．

動脈管開存症に対して，大腿動脈からスポンジ状の栓

を入れ，動脈管を閉鎖する方法が東ドイッのフンボル

ト大学Porstmannにより考案され，1967年に発表さ

れた，このアイデアはRashkindにより引き継がれ，

Rashkindの傘を2枚前後から開いて動脈管開存を閉

鎖する方法へと発展した．Rashkindは更に心房中隔

欠損（2次孔）に対しても，カテーテルから2枚の蛤

貝型の装置を入れて閉じる方法を開発した．

　心臓カテーテル検査法と心臓外科は，年表にみる通

り，互いに呼応しながら発達してきた．治療的カテー

テル法の発達には，優れた先駆者の基礎実験と臨床化

への努力が牽引力となった．
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