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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　呼吸不全のため緊急入院し乏尿と代謝性アシドーシスの悪化をみた左心低形成の新生児に対し，右肺

動脈内にバルーンカテーテルを留置した．バルーソを膨らませて右肺動脈の血流を減少させ肺血管抵抗

を増加させたところ，体血流が増え尿が流出し循環動態を改善させることができた．この新しい試みは，

人工呼吸管理でコソトロールが難しい症例，特に肺血管抵抗が低く酸素飽和度が高い症例では乏尿など

の改善に有効である可能性があり今後も症例を重ねて検討したい．

　　　　　　　　　　はじめに

　左心低形成は術前から状態が悪化する場合が少なく

ない．その大きな理由は動脈管の狭小化や肺血管抵抗

の減少により肺血流が増加し右室容量負荷が増大する

こと，そして体血流の減少に伴う腎不全である．現在

一 般的な術前管理法はプロスタグラソディン
E1（PGE1）による動脈管の開存と肺血管抵抗を下げな

いための呼吸管理法1）2）に要約される．著者等は，最近

の入院重症例の術前治療として，バルーンカテーテル

を肺動脈内に留置することで肺血流を減らし体血流を

増加させる新たな試みを行った．結果的に状態が劇的

に改善した．一例の経験ではあるが，今後も検討の価

値があると考え報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例は，在胎39週3日，3，090gで出生した女児であ

る．生後6日目に呼吸不全を主訴として気管内挿管さ

れ，用手呼吸補助を受けながら緊急入院となった．入

院時の体重は3，043gで，心拍数は172回／分，血圧は68／

40mmHgで，肝臓を右季肋下に5cm触知した．胸部レ
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　　　　　千葉大学医学部小児科　　　立野　　滋

ントゲンでは心胸郭比64％と心拡大を認め肺血管陰影

は増強していた．入院時の経皮的酸素飽和度は100％

で，血液ガスはpH　7．187，　PaCO259．9，　BE－6．8と

呼吸性および代謝性アシドーシスを示した（表1）．心

断層エコー法およびカラードプラ法を用いて，大動脈

閉鎖，僧帽弁閉鎖，心房中隔欠損（径7mm），動脈管開

存と診断した．動脈管接続部は5mmの内径を持ち，大

動脈弓の形態は十分に広く，また動脈管狭窄はないも

のと判断し肺血管抵抗を下げる可能性のあるプロスタ

グランディン（PGE1）はとりあえず使用せずに，利尿

剤および重炭酸ナトリウムの静脈内投与で経過をみ

た．同時に，Jonasら1）が報告した吸入酸素濃度を21％

に保ちPCO2を30mmHg台後半に維持する人工呼吸

管理をおこなうことで肺血流を減らす努力をおこなっ

た．人工呼吸の換気条件は，呼吸回数を30回／分に設定

し，最大吸気圧を20cmH20にPEEPを5cmH20とし

た．吸気呼気時間比は1二2とした．また吸入酸素濃

度は1時間をかけて段階的に100％から21％へと減ら

していった．この間，自発呼吸は抑制されていた．入

院後3時間で経皮的酸素飽和度は100％から94％へと

減少し，動脈血液ガスではpH7．326，　PaCO、50．7，

HCO326．4，　BE－0、1とアシドーシスが改善し（表1），
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表1　バルーン挿入前後の呼吸器条件と血液ガス

人工呼吸条件 血液ガス

吸入酸素濃度 換気回数 PEEP 経皮的02SAT PH PCO2
mmHg

　　一HCO3
mmol〃

　BE
mmol〃

来院時 100％ （用手呼吸補助） 100％ 7，187 59．9 22．6 一
6．8

3hr 21％ 30／分 5cmH20 94％ 7，326 50．7 26．4 一
〇．1

8hr 21％ 30／分 5cmH20 96％ 7，271 24．8 11．5 一 15．6

バルーソ挿入後

1hr 21％ 20／分＊ 5cmH20 89％ 7，414 25．8 16．6 一 8．1

2hr 21％ 20／分＊ 5cmH20 80％ 7，394 43．5 25．6 0．9

8hr 21％ 20／分＊ 5cmH20 79％ 7，413 50．1 32．3 7．5

’自発呼吸が出現し呼吸回数は現実にtx40　一一　60回／分であった．

PEEP＝positive　end－expiratory　pressure

O2SAT＝酸素飽和度
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図1　本例の入院後の経過を示す．吸入酸素濃度は入

　院後1時間をかけて21％に減らしたが，代謝性アシ

　ドーシスは悪化した．バルーンカテーテル留置（矢

　印）後，尿量は劇的に増加し血圧は上昇，心拍数の

　低下を認めた．PGE，（プロスタグランディンE1）を

　使用後は血圧の軽度な低下を認める．血栓をウPキ

　ナーゼにて溶解した後，日齢13日に転院した．

フロセミドの使用（3時間で3度静注し総量として13

mg使用）にも反応するようになった．しかし，その後

の4時間で，同じ呼吸条件で管理したにもかかわらず

利尿剤の反応が極めて不良となった．時間尿は1ml以

下となり，重炭酸ナトリウムを投与するも代謝性アシ

ドーシスが進行した（図1，表1）．腎動脈のドプラ血

流パターンでは収縮後期から拡張期に腎臓から下行大

動脈の方向に逆流がみられた（図2）．肺血管抵抗が低

く有効な体血流が得られないことが乏尿の病態と判明

した．

　　　　　　　　　　方　　法

　入院後8時間目にベッドサイドにて右腋下静脈より

図2　入院後，乏尿時の腎動脈ドプラ血流パターン．

　上向きの血流は腎への前方流を示すが，下向きの血

　流が収縮後期から拡張期にかけてみられる．

4Fのバーマン型バルーンカテーテル（側孔）を心エ

コー 下に右肺動脈へ挿入した（図3）．経皮的酸素飽和

度は肺血流量を鋭敏に反映するものと判断して，肺血

流量の指標とした．バルーンサイズの大小により経皮

的酸素飽和度は60～96％の範囲で変動するものの，酸

素飽和度が80～85％になるようにバルーンサイズを炭

酸ガスの注入量をO．5～0．8mlの範囲内で調節するこ

ととした．抗凝固療法としてヘパリンを10単位／kg／時

の濃度で持続的にカテーテル先端より投与した．肺動

脈圧と下肢動脈圧は，それぞれ肺動脈内カテーテルと
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図3　バルーンカテーテル留置後の胸部レントゲン写

　真，

下肢内躁の動脈ラインよりモニターし，その圧差から

動脈管狭小化を早期に評価する努力をした．

　肺動脈内バルーン留置の効果をみるひとつの指標と

して腎動脈ドプラ血流パターンを留置前後で記録し，

尿量との相関もみた．冠動脈血流パターンの低酸素に

よる変化をみる目的として，バルーンサイズを大きく

して酸素飽和度を下げることによる上行大動脈のドプ

ラ血流パターンの変化を観察した．これらドプラ検査

はアロカSSD870を用いておこなった．

　　　　　　　　　　結　　果

　日齢7，入院後8時間目に体血流を増加させる目的

で右肺動脈にバルーンカテーテルを留置し，それまで

の酸素飽和度96％を80～85％になるように・ミルーン内

の炭酸ガス量を調節した．バルーンは数十分で自然縮

小するため，間欠的にバルーソサイズを調節した．臨

床的には，留置直後より尿量は劇的に増加し心拍数は

減少，下肢血圧は徐々に増加した（図1）．バルーン留

置後から，人工呼吸の換気条件である呼吸回数を20回／

分に変更したが，自発呼吸が出現したため自発を含め

た呼吸回数は40～60回／分の範囲内で変動した．尿量が

得られていたため自発呼吸を抑制することはせずに経

過をみた結果，血液ガス所見では，pH　7．271，　PaCO2

24．8，HCO311．5，　BE－15．6であったものが留置後2

時間でpH　7．394，　PaCO243．5，　HCO325．6，　BE　O．9

と代謝性アシドーシスの改善を認めた（表1）．留置後

8時間後にはpH　7．413，　PaCO250．1，　HCO332．3，

BE　7．5と安定していたため，入院時より継続していた

重炭酸ナトリウムの静脈投与を中止した．心胸比は入

院時の64％が，翌日には60％となり4日後には58％と

縮小した．
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図4　バルーンカテーテル留置前（PRE）後（POST）

　の腎動脈ドプラ血流パターソ．上向きの血流は腎へ

　の前方流を示す．留置後（右），腎動脈ドプラ血流パ

　ターンは収縮後期の逆流が前方流へと転じ，拡張期

　の逆流が減少している．

　留置直後の腎動脈ドプラ血流パターンでは，バルー

ソ留置前にみられた収縮後期から拡張期にかけての逆

流が消失し前方流が増加した（図4）．尿量は留置後24

時間で319mlに達し，体重が3，043gから2，801gへと

減少し，肝腫大は5cmから3cmへと縮小した．カテー

テル留置20時間後には肺動脈圧が95／54mmHgで下肢

血圧が80／42mmHgとそれまでなかった圧較差を生

じ，また下行大動脈のドプラ血流パターンの収縮期血

流速のたちあがりが緩徐となったため動脈管の狭小化

を疑いPGE1を5ng／kg／minの濃度で持続的に投与を

開始した．PGE、の投与により，肺動脈圧は71／36

mmHgに下肢動脈血圧は67／32mmHgと圧較差は縮

小した．PGE1の投与後は肺動脈圧および下肢血圧は

低めに経過したが尿量は保たれていた（図1）．

　状態が安定した時点で上行大動脈のドプラ血流パ

ターンの変化を観察した（図5）．経皮的酸素飽和度が

93％の時点では収縮早期と拡張早期に心臓から上行大

動脈への逆流がみられ拡張期には大動脈から冠動脈へ

の1m／secの高速血流がみられた．バルーン閉塞によ

り酸素飽和度を72％にしたところ，拡張早期の逆流は

消失し拡張期全般の血流速の増加を認めた．

　　　　　　　　　　合併症

　カテーテル留置後3日目（日齢9）に，バルーン内

のガスを解除しても経皮的酸素飽和度が変動せずに

90％に固定したままであった．右肺動脈枝内の血栓形

成による部分閉塞を疑い肺動脈造影をおこなったとこ
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図5　バルーソによる酸素飽和度の変化とその上行大

　動脈のドプラ血流パターン，拡張期にAWAY
　FLOW（大動脈から冠動脈への血流）がみられる．

　酸素飽和度の減少（右）で，拡張期全般の血流速度

　の軽い増加が観察される．心音図と心電図を同時記

　録してある．

ろ右肺動脈内に血栓形成を確認した．治療としてバ

ルーンを解除したままカテーテル先端よりウロキナー

ゼを間欠的に投与した．日齢13に右肺動脈内のドプラ

血流パターンが正常化したため，血栓溶解を造影にて

再確認し，手術を目的として千葉県こども病院に搬送

した．

　　　　　　　　　　考　　察

　本邦における左心低形成の外科成績は極めて不良で

ある．Norwoodらの手術の成績は海外の多くの施設

においても満足できるものではなく，人工心肺を使用

しない姑息手術をおこなう施設3）や，積極的に心臓移

植をおこなう施設4）がある．心臓移植の場合，ドナーを

待機するという時間的問題を抱えており，心臓移植を

前提とする際も成功率の高い第一期手術の考案や術前

のより良い管理法が必要となる．

　左心低形成の術前治療のポイントは，動脈管の狭小

化と肺血流量の増加をどのように管理するかに要約さ

れる5）．術前の呼吸管理において，酸素を用いず血中炭

素ガス分圧を30mmHg台後半と高めに保つことで肺

血管抵抗を増し体血流の増加や尿量の維持が可能で

あったと報告1）2）され，術前管理における新展開がみら

れている．その機序として，低酸素血症と高炭酸ガス

血症により肺動脈の収縮がもたらされ，肺血管抵抗が

増加するものと考えられている．本症例においても入

院後速やかに酸素を中止して血液炭素ガス分圧を50
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mmHg前後と高めに保つ努力をしたが，結果的に尿量

は得られなかった．本症例のように酸素飽和度が高い

肺血流増加症例では，体血流の低下から乏尿と代謝性

アシドーシスが急激に悪化し，その術前管理は困難で

ある経験が多い．カテコラミン類の使用は体血管抵抗

を上昇させる結果，体循環をへらし肺血流量の増加を

もたらし状態を悪化させる結末となる．このような時

に，バルーンによる肺動脈の部分閉塞をおこない有効

な体血流を確保する試みは，尿量の確保と代謝性アシ

ドーシスの改善に有用な姑息的方法になりうると期待

している．その適応はJonasらが報告した呼吸管理が

困難な症例に限るべきであろう．今回の報告例では最

後までカテコラミンは使用せずに管理したことを付け

加えておきたい．

　著者らの施設では，腎動脈血流パターンや冠動脈血

流パターンをドプラ法を用いて解析し各種の病態把握

の助けとしている．本例においても，腎動脈ドプラ血

流パターンの解析はその病態把握に有用であった．収

縮後期から拡張期全域にわたる逆流パターンから，乏

尿の原因が腎臓そのもののではなく肺血管抵抗の低下

による動脈管レベルでの大動脈から肺動脈への血流動

態を反映しているものと理解した．また左心低形成で

は冠動脈の形態や予備能を，術前どのように評価する

かが酸素濃度を下げる第一期手術の成否を左右してい

るとも言える6）．大動脈閉鎖における上行大動脈の血

流パターンは冠動脈血流動態を反映しているが，酸素

濃度の低下によりみられた血流速度の増加がどういう

意味をもつものかは今後症例を重ねて検討したい．

　　　　　　　　　　結　　語

　文献上，報告のみられていない左心低形成の術前管

理を報告した，報告例では，当初は日齢9に手術目的

で搬送の予定であったが，血栓形成のために管理が長

期化してしまった．当然ではあるが，バルーンによる

肺動脈の部分閉塞はあくまでも一時的な方策であり，

状態が上向いたところで早急に手術にもっていくのに

は有効であろう．
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Reduction　of　Pulmonary　Arterial　blood　Flow　by　Partial　Pulmonary　Arterial

　　　　　　　　Obstruction　with　a　Balloon　Catheter　in　Hypoplastic　Left

　　　　　　　　　　　　　　　　　Heart　Syndrome－A　Case　Report一

　　　Shigeru　Tateno，　Masaru　Terai，　Kimiko　Miyanaga，　Ken　Fujimori，　Yasutaka　Kawasoe，

　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshitomo　Okajima，　Koichiro　Niwa　and　Hiroo　Niimi

Department　of　Pediatrics，　School　of　Medicine，　Chiba　University　and　Department　of　Pediatric　Cardiology，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chiba　Prefectural　Children　Hospital

　　　To　reduce　the　pulmonary　arterial　blood　flow，　a　balloon　catheter　was　percutaneously　inserted　into

the　right　pulmonary　artery　in　a　6－day・old　neonate　affected　by　hypoplastic　left　heart　syndrome　with

increased　pulmonary　blood　flow，　who　was　admitted　with　respiratory　failure．　The　patient　developed

oliguria　and　metabolic　acidosis（BE＝－15）at　the　time　of　balloon　insertion．　Following　partial

obstruction　of　the　right・sided　pulmonary　arterial　blood　flow，　the　urine　volume　was　dramatically

increased　and　so　the　metabolic　acidosis　was　improved．　This　palliative　method　may　be　potentially

useful　in　a　preoperative　management　in　a　patient　with　hypoplastic　left　heart　syndrome．
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