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1．乳児におけるBalloon

茂裕，山田

当院ではCritical

AS

重昭，広瀬

特に右室ストレインを呈するような強い負荷が認めら
れる症例には，試みる価値が十分あると思われる．

valvuloplasty（BV）を行

い，有効な結果を得ている，Critical

裕久

どの問題があるが，乳児にも有用な治療法と思われた．

敏勝＊

1例，乳児の肺動脈弁狭窄症

（PS）3例に対しBalloon

加藤

の改善も明らかである．適応，時期，遠隔期の成績な

valvuloplasty

国立療養所長良病院小児科，外科＊
矢嶋
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寺

日
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Interventional

乳児に対するバルーン弁切開術はCritical

ASなど

の緊急性の高い症例から，中等度以上の肺動脈弁狭窄

ASについては昨

年の本学会で経過を報告した．生後30日，心拡大，左

症まで広く行われることが期待される．

室収縮不良の状態で逆行性に直径4．5mmの・ミルーン

2．経皮的肺動脈弁形成術8例の経験

で弁切開を試み，大動脈弁圧較差の改善はなかったも

茨城県立こども病院小児科1），同

のの，心不全はかなり改善した．生後3ヵ月，心室性

筑波大学小児科3）

麻酔科2｝

期外収縮が頻発し，左室負荷が続いたため，体外循環

堀米

仁志1）佐藤

秀郎3）磯部

剛志3）

下に大動脈弁切開を行った．その後，心機能は著明に

北澤

玲子3｝佐藤

克己3）宮本

朋幸3）

山下

正夫2｝滝田

改善し，2年後に行ったカテーテル検査では左室大動

齋3）

1990年11月から1991年10月の1年間に施行した経皮

脈圧較差37mmHg，左室駆出率69％と満足できる心機
能にある．緊急避難的には開心術は侵襲が大きく，BV

的肺動脈弁形成術（Balloon

は姑息の域を出ないと思われるが，十分に試みる価値

ty：BPV）について報告した．特に術後に頻脈，低血

Pulmonary

Valvuloplas・

圧が持続した重症肺動脈弁狭窄の1乳児例について症

があると思われる．

PSに対するBVは，生後2，3，6ヵ月，体重

例を提示した．

対象と方法：対象は0歳3ヵ月から5歳4ヵ月（平
均3歳4ヵ月）の小児8例で，肺動脈弁狭窄症が7例

6．1〜6．9kgで施行した．2例は右室圧が体血圧以上
で，心電図上右室ストレインパターソを呈していたた

め，1例はエコー上推室圧較差49mmHg，右室肥大の

（先天性風疹症候群，軟骨形成不全症に合併した異形成

心電図を呈していたためにBVを試みた．最初の症例

弁の各1例を含む），Fallot四徴症根治術後の遺残弁

（YH）は村上バルーンが市販される以前の症例でやむ

狭窄（二尖弁）が1例であった．8例中5例は気管内

なく肺動脈弁輪径と同じサイズのバルーンを用い，そ

挿管による全身麻酔下に末梢動静脈ラインを確保，パ

の後に施行した2例は村上バルーソで弁輪径の125％

ルスオキシメータを装着して行った．Balloon

のサイズでBVを試みた．いずれも穿刺法で行い，合

eterは乳児の2例ではSchneider製PTA
Mansfield製Owens

cath−

catheter，

併症はなかった．結果として，右室・肺動脈圧較差は

他の6例でet

62→1851→1350→27mmHgと全例改善した．特に右

eterを用いた．

Lo−Pro創e

cath・

室圧が体血圧以上であった2症例でより圧較差の軽減

（平均119％），異形成弁の2例はいずれも125％のもの

が顕著であり，3年以上経過した症例YHでは心電図

を使用した．

Balloon径と弁輪径の比は100〜143％

バルーソ弁形成術データ

−
リム
りO

シース

実測圧較差

推定圧較差

7mm

7F

51→13

81→30

1．2→0．5

10mm
10mm

6．5

50→27

49→36

0．9→0．6

6．5

62→18

85→46

1．3→0．7

症例

BPV月齢

BPV体重

P弁輪径

ノミルーン

YH

3ヵ月

6．1kg

6ヵ月

6．9kg

2ヵ月

6．8kg

7mm
8mm
8mm

SF

KI

1：ACS社製PROFLEX

5．3F

2，3：Mansfield社製MURAKAMI

BALLOON
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右室大動脈圧比

日小循誌
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結果：術前の右室肺動脈圧較差は48〜118mmHg

8（2），1992

無効であったのは，切開術後の二尖弁であったことが

（平均67mmHg），術直後のそれは17〜54mmHg（平均

一 因と推定された．Critical

38mmHg）であった．異形成弁の2例は有効であった

直後から著しい頻脈と低血圧をきたしたが，急速輸液

が，Fallot四徴症根治術後例では無効であった．以下

で危機を脱した．全身麻酔と各種モニターによる十分

に示す症例以外では問題となる合併症はなかった．

な術中管理が有用であった．

症例提示：BPV施行時5ヵ月の男児．生後1ヵ月に
心雑音とチアノーゼを主訴に紹介され，critical

TR，

atrial

PS，

3．肺動脈弁狭窄症に対するBalloon

東京女子医科大学付属日本心臓血圧研究所

良好であったため，生後5ヵ月，体重7．3kgまで待機し

循環器小児科

辻徹，安井寛富松宏文

BPV前

が収縮期RV圧128mmHg， LV圧92mmHg，圧較差は
RVout−PA＝115mmHg， RVin−RVout＝3mmHg，
SaO2はRA＝60％，

Valuvulo−

plasty後のβプロッカー投与

R→Lと診断された，哺乳力や体重増加が

てBPVを施行した．心カテーテル検査では，

PSの乳児例ではBPVの

LA＝LV＝80％で，右室造影でIII

中西

敏雄，中沢

誠，門間

和夫

目的：先天性肺動脈弁狭窄症に対するBalloon

monary

Pul−

Valuvuloplasty（BPV）後に，右室流出路狭

度のTRが認められた．8mmの弁輪に対して

窄（RVOTS）の程度の増加が認められることが報告さ

Schneider 8mmφ×40mm長のBalloonを用いた．
atrial R→LのためBPV中は左室前負荷が保たれ，

れている．今回，我々はBPV後RVOTSを認め，βプ

体血圧の低下は軽度であったが，SaO2は最低45％に下

室圧曲線に興味深い変化を認めたので報告する．

ロッカーの投与が著効した症例を経験し，BPV後の右

がり，その後心拍数200〜230／分の頻脈と低血圧が約

症例・方法：1歳女児，生後5日目心雑音指摘され，

1．5時間持続した．心エコー上左室駆出期指標の低下は

某病院受診し肺動脈弁狭窄症と診断され，BPV目的に

なかったが，LVEDDがBPV前の28mmから22mm

て入院となった．心臓カテーテル検査では右室圧100

に低下していた．BPV中の急性の低酸素血症による血

mmHg，肺動脈圧15mmHg，圧較差85mmHgであっ

管透過性の元進が関与してhypovolemiaをきたした

た．弁輪径の1．3倍の径をもつバルーンを用いBPVを

と考え，急速に輸液（計43ml／kg／hr）した結果，回復

施行した．BPV後，収縮期右室流出路径（RVOTDS）

した（図1）．BPV直後の圧較差はRVout・PA＝14
mmHg， RVin・RVout＝40mmHgであったためβ遮

はBPV前の35％となり， RVOTSの進行が認められ
た．BPV後の右室収縮期圧は， BPV前100mmHgから

断剤は使用しなかったが，右室流出路圧較差の出現や

60mmHgへと低下したが，右室圧曲線は，収縮期いっ

心筋のanoxiaなども関係した可能性があった．

たん上昇し，次いで少し低下し再度上昇して収縮期後

考案：BPVは重症乳児例，異形成弁の2例を含め8
例中7例で有効であった．Fallot四徴症根治術後例が

期にPeakをもつパターンとなった（図1−1）．プロプ
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図1 5ヵ月，男児，三尖弁閉鎖不全，心房位右左短
絡を伴った重症肺動脈弁狭窄（圧較差118mmHg）の

BPV前後の経過表

BPV前100

mmHgから65mmHgへと低下したが，右室圧曲線
は，収縮期いったん上昇し，次いで少し低下し再度

上昇して収縮期後期にPeakをもつパターンとなっ
た，
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4．Balloon
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valvuloplastyが無効であったファ

ロー四徴術後例

一
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満
伸

今回我々はファロー術後の肺動脈弁狭窄にBalloon
valvuloplastyを行ったが，全く効果がなかった症例を
経験した．

症例：15歳男児．ファP一四徴症の診断で4歳の時
図1−2

プロプラノP一ル静注10分後の右室圧曲線．

に根治術（心室中隔パッチ閉鎖，右心室流出路拡大）

プPプラノロール静注10分後には，右室圧は45

を行った．術後は軽症の肺動脈狭窄を残すのみで，順

mmHgへとさらに低下し収縮後期に見られた

調に経過して症状もなかった．平成2年11月当科受診

Peakは消失した．

し，肺動脈狭窄が進行しているため心臓カテーテルを

らに低下し収縮後期に見られたPeakは消失した（図

施行した．右心室圧100／−5mmHgで圧較差79mmHg
の肺動脈弁性狭窄があり，平成3年2月にBalloon

1−2）．以上からBPV後の右室圧曲線から，

valvuloplastyを行った．

RVOTSの

進行を診断できると考え，当施設にてこれまでに肺動

脈弁狭窄症に対しBPVを施行した34例について，
BPV後の右室圧曲線の変化について検討した． BPV
後に測定された右室圧曲線と同時記録された心電図よ

方法：double

とdouble

balloon法を用い，まず肺動脈周囲長

balloonの周囲長が等しくなるように12mm

と10mmのバルーンを用いたが，効果がないので10
mmのバルーンを15mmに変更した．

systole（PLS）（十）の群と（一）

効果：①valvuloplasty前の右心室造影では，弁で

の群に分類した．PLSの定義は，右室圧曲線で，最初

の圧較差は79mmHgあるが，正面側面ともに明らかな

の立ち上がりの後いったん少し低下しNotchを形成

狭窄を認めない．肺動脈径は18mm．弁は肥厚してい
た．②wireを通したところ，2本のwireは弁のlevel

り，1）Peak

at

late

した後，右室圧が再度上昇したもの．その場合，左室

圧の最高値が電気的収縮期時間であるQT時間の

で18mmで肺動脈直径とほぼ同じ距離があった．③

70％以上後方に認められたものとした，

inflation時に抵抗はなく，waistもまったくでなかっ

結果：術前にPLSを示した症例はなかった．術後

た．そこでバルーンを10mmから15mmに変更したが

PLSを示した症例は7例あった．年齢，肺動脈弁輪径，

これも同様だった．

使用したバルーン径，BPV前RVOTDSには有意差は
なかった．BPV前の右室収縮期圧はPLS群で有意に

④心臓カテーテル検査

術前

高値であった．BPV後の右室収縮期圧／左室収縮期圧

RV

と，RVOTDSの変化の関係を調べると，

RVOT

PLS（一）群

100／−5

100／−5

100／−5

5ヵ月後（mmHg）
93／1

88／−2

は，全例BPV後の右室収縮期圧／左室収縮期圧は50％

PA

以下であり，術後のRVOTDSは前に比し50％以下に

圧測定（表）ではvalvuloplastyの直後，5ヵ月後と

はならなかったが，PLS（＋）群でBPV後の右室収縮
期圧／左室収縮期圧が50％以上を示した症例は7例中

21／7

術直後
100／−5

22／7

19／10

もにほとんど変化はなかった．

考案：平成3年8月に肺動脈弁切除を行い現在は圧

4例でRVOTDSの狭小を示していた．
結語：1．BPV後の右室圧曲線にてPLSが認めら

較差20mmHgのmild

れることがあり，術前の右室圧が高い症例で多い．

が石灰化はみられず，癒着は右側にわずかにあるが弁

2．PLSが認められ，術後の右室圧が高い場合は，弁

拡大が不十分なのではなくRVOTSが進行している．
3．その様な症例に対しては術直後，注意深い観察が

PSを残すのみである．その開

心術中の所見では肺動脈弁は二尖弁で硬くなっていた
は大きく開いていた．本症例ではファロー四徴術後の

肺動脈弁性狭窄にBalloon

valvuloplastyを行ったが

全く効果がなかった．これは，「弁が二弁で硬い場合に

必要であり，時にはβブPtッカー投与が望ましい場合

は，内側から押し広げる力で容易に弁は開くが，下か

もある．

らの血流では動かずに強い狭窄をつくる．しかも内側

Presented by Medical*Online
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第2号

縄

からの力で容易に弁が開くためにBalloonでは弁が

＄

切れない．」ということではないかと考えている．さら
に，このような症例ではdouble

第8巻

balloonでは弁口の長

い方にBalloonが並んでしまいむしろsingle

balloon

の方がよかった可能性も考えられた．

5．ファロー四徴の肺動脈狭窄に対するballoon
valvotomyの経験
倉敷中央病院心臓病センター小児科

奥村光祥，脇
小児科

啓子

臨

同

清，豊原

︽

水戸守寿洋，馬場

研自
田中

陸男

2例のファロー四徴の肺動脈狭窄に対してballoon
valvotomyを試みた．1例目は，生下時体重2，682g，

在胎週数35週で出生した男児で，生下時より心雑音が
聴取され，またチアノーゼが認められたために，同日
に本院小児科に入院となった．ファロー四徴と診断し，

避することも可能で，短絡手術に伴う左右肺動脈の狭

一 旦外来にて経過観察していたが，体重増加が不良で

窄なども避けられる点からも，試みられてよい方法と

多血症も進行してきたために，肺血流量増加を期待し

考える．

て肺動脈弁のballoon

valvotomyを試みた．このとき

の断層心エコー図所見では，肺動脈は主に弁性狭窄で

6．異種生体弁狭窄に対する経皮的肺動脈弁形成術
国立循環器病センター小児科

あり，強い肺動脈弁下狭窄は見られなかった．使用し

たballoon径は4mmであった．断層心エコー図上は，

1歳2ヵ月の時点では左右肺動脈径は7mm，肺動脈弁
輪径は9mmに拡張し，βプロッカーを内服しながら経

同

黒江

兼司，越後

茂之，布施

茂登

小笹

浩，小野

安生，神谷

哲郎

放射線科

木村

武田病院

2例目は生下時体重2，264g，在胎週数36週で出生し

誠

井上

異種生体弁狭窄9例（valved

過観察中である．

晃二，高宮

pericardial

寛治

roll：VPR

1例を含む）に対する経皮的肺動脈弁形成術（PTPV）

た男児である．生下時より心雑音が聴取され，またチ

の経験を報告する．対象は男5例女4例，年齢は12．2±

アノーゼが認められたために，日齢3日に本院小児科

2．8歳であり，基礎疾患としてはファロー四徴・肺動脈

に入院となった．ファロー四徴，動脈管開存を認め，

閉鎖6例，総動脈幹2例，両大血管右室起始・大動脈

プロスタグランディンE1を使用したが動脈管は早期

縮窄1例で，いずれも異種生体弁を用いたexternal

に閉鎖した．日齢18日ごろよりチアノーゼ発作が出現

conduit手術（Ionescu・shiley

したために，肺血流量増加を期待して肺動脈弁のbal・

例）が施行されていた．PTPVに使用した・ミルーソは，

loon

Mansfield社製balloon

valvotomyを試みた．この症例でも断層心エコー

conduit

catheter

5例，

8例，
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VPR

1

balloon
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施行された．このとき摘出されたIonescu−Shiley
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duitにてPTpvの効果が確認できた．すなわち異種

ては，肺動脈内に十分にballoonを進めておくことと

生体弁は，石灰化のため硬化し可動性が減少し狭窄部
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BEFORE

Balloon

AFTER

Catheterにそわせて挿入，弁を通過させる．

続いてgide・wireを下行大動脈から大腿動脈まで挿
入，あらかじ挿入しておいたSheathよりキャッチす

ト部に押し付けられ固定され，このことによって狭窄

る．Wedge

Balloon

Catheterを抜去し，ダイレータ

部の解除が行われていた．VPRの1例はPTPVに

を挿入，guide−wireの弁通過口を広げる．血管損傷防

よって有効な圧較差の減少は得られなかったが，手術

止用カテーテルを大腿動脈よりguide・wireにそわせ

時所見でもVPR部の変性は殆ど無く，右室流出路の

て挿入，ダイレータと肺動脈内でドッキングさせる．

狭窄が主因と考えられ，PTPVの良い適応ではなかっ

ダイレータを抜去し，8mm井上バルーソカテーテルを

たと考えた．Inoue

用いて，弁形成を行った．井上バルーンカテーテルへ

balloonを使用した症例のうち1例

にバルーソの損傷をみたが，内部構造のメッシュ部分

のinflationは計3回行った．術後の心カテ所見では

の損傷であったため回収には問題は生じなかった．

RVPは74／−1，（9）から24／0，（4）に改善していた（表）．

7．Critical
1uminar

Balloon

PSに対するPercutaneous

Trans・

ValvUloplastyの経験

された．

結語：Critical

関西医科大学小児科

PSに対してもPTPVは有効であっ

正之

た．ポルストマン法に準じた方法は高度狭窄部へのバ

荻野廣太郎，小林陽之助
茂之

ルーンカテーテルの通過が容易であり，ガイドワイ

野木

俊二，寺口

国立循環器病センター小児科越後
同

RVGおよび心エコーでは良好な順行性の流れが観察

放射線診療部

木村

晃二

近年先天性肺動脈弁狭窄（PS）に対する経皮的バ
ルーン拡大術（PTPV）は，安全性，有効性ともにほ
ぼ確立された治療法になっている．しかしCritical

PS

に対しては適応範囲に限界があるため，新生児期報告

例は極めて少ない．今回我々は本症に対し従来の
PTPVの方法にポルストマソ法での手技を応用した

ヤーによる損傷を防止する意味で効果的と思われた
が，手技がやや煩雑で長時間を要することが今後の改
良点と思われた．

8．新生児期Jatene手術後の両側肺動脈分岐部狭
窄に対して，5倍径のバルーンカテーテルを用いて経
皮的拡大術を行った1乳児例
松戸市立病院小児科

松本

型での新しいテクニックを用い，有効な肺動脈弁形成

星野

を行ったので報告する．

野々山真樹，藤野信一郎

症例：生後20日の男児．生直後から全身にチアノー
ゼを認めた．心エコー検査によりCritical

PS，

PDA，

康俊

国立療養所東長野病院心臓血管外科
修一，原田

順和，竹村

隆広

はじめに：Jatene手術後の肺動脈狭窄に対するバ
ルーン拡大術は，内外で報告も散見されるが，有効で

PFoと診断され，以降lipo−PGE1の投与にて比較的安

あった症例は非常に少ない，我々は，1991年の小児循

定した状態であった．生後20日に心カテおよびPTPV

環器学会において，10例の経験からバルーン径に重点

が施行された．RVG，

AoGで肺動脈弁輪径は7．4mm

をおき，最狭窄部位の3倍以上の径を有するバルーン

であった．PTPVの手順は以下に示した．まず7F

カテーテル（バルーン）を選択する必要があることを

Long

Balloon

報告した．今回我々は，新生児期Jatene手術後に，両

Catheterを挿入してカテーテル先端部が弁中央とな

側肺動脈分岐部狭窄（PS）をきたした10ヵ月乳児に対

Sheathを右室流出路に留置，

Wedge
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図

し，最大5倍径のバルーンを用いて拡大を行い，その
有用性について検討したので報告する．

第8巻

第2号

1
と考えられた．

結語：1，新生児期Jatene手術後の左右肺動脈分岐

対象：症例は10ヵ月男児で，生後11日目にJatene手

部狭窄に対し，右は最狭窄部位の3．3倍，左は5．0倍の

術を施行．術後経過は良好で，外来経過観察中であっ

径を有するバルーソカテーテルを用いてAngioplasty

たが，生後5ヵ月時の断層エコー検査で，左右心室圧

を行い，圧較差は，79から46mmHgへと低下した．

が等圧と推定され，生後10ヵ月で心臓カテーテル検査，

部位の3倍以上の径を有するバルーソカテーテルが有

バルーン拡大術を目的に入院となった．

方法ならびに結果：術前の主肺動脈造影では，右
PS

4．5mm，左PS

2．Jatene手術後の肺動脈狭窄に対しては，最狭窄

3．Ommの両側PSを呈し（図1左），

用で，右室圧の上昇が推測される場合には，できるだ
け早期にBalloon

左室収縮期圧68mmHgに対し，右室収縮期圧95

えられた．

mmHgと体血圧を凌駕し，右PSの引き抜き圧較差は
79mmHgであった．これら2ヵ所の狭窄に対し直径15

形成術

Angioplastyを試みた方がよいと考

9．末梢性肺動脈狭窄に対する経皮的バルーン血管

mmのバルーン（右3．3倍，左5．0倍）を選択し，最大

神奈川県立こども医療センター循環器内科

8気圧まで加圧し，拡大を行った．拡大術後の主肺動

岩堀

晃，康井

制洋

脈造影（図1右）では，右が6．3mm，左が5．7mmへと

降旗

邦生，宝田

正志

拡大し，左室収縮期圧85mmHgに対し，右室収縮期圧

は70mmHg，右PSの圧較差は46mmHgへとそれぞれ

末梢性肺動脈狭窄に対し経皮的バルーン血管形成術
（BDA）を施行した4症例を報告する．

症例1・2の2例はclassical

低下していた．

考案：本症例を1991年小児循環器学会で報告した10
例と比較してみると，10症例の平均年齢5歳3ヵ月，

BT

shuntの狭窄に対

するBDAで，それぞれの年齢及び診断は，10歳5ヵ月

平均術後経過年数が4年6ヵ月であるのに対して，年

のVSD， PAと9歳4ヵ月のAsplenia（SRV， PS，
PLSVC）である．ともに最狭窄部の径の1．5倍前後の

齢，術後経過期間ともに10ヵ月である点，ならびに左

径を持つバルーンから開始し，順次使用するバルーソ

PSに対してはこれまでで最大の5倍径のバルーンを

径を大きくして，最終的に約3倍の径のバルーンを用

用いたという2点が異なっている．圧較差の低下は，

いてBDAを試みた．前者は最狭窄部に対して，

79から46mmHgと術前の58％にまで低下したにすぎ

い拡大率が得られたものの，血管どうしの吻合の狭窄

ないが，臨床的には，再手術を延期でき，経過によっ

の解除は不十分であった．後者は拡大率20％弱と有効

て再度バルーン拡大を試みることが可能となった．

今回の症例を加えた経験から，Jatene手術後，右室
圧の上昇が非侵襲的検査で認められる場合には，なる

70％近

な結果を得られず，ほとんどチアノーゼは軽減しない
ため，4ヵ月後，右肺動脈にmodified

BT

shuntを追

加した．いずれの症例もshunt術後約7年以上を経過

べく早期に心臓カテーテル検査，バルーン拡大術を計

しており，硬い線維組織に器質化したものと推測され

画すること，ならびに使用するバルーンは，最狭窄部

た．

位の3倍以上の径を有するものを選択することが重要

症例3はASD（II），
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末梢肺動脈狭窄に対するBDA
症例

年齢

1

10Y5M

2

3Y2M

断

VSD，

PA

手

Rt．

Asplenia

ASD，

術

Rt．

BT

BT

最終術後年数

狭窄部位
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TGA（II）

s

Bi1，
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歳2ヵ月の症例である．3．2倍の径を持つバルーンでは

7
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○
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→
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3，8
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→

○
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3．6

○
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→
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1．7
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→

2．5
×

○

reCOnStrUCtiOn

3YgM

ノミルーン

Waist消失 ／最狭窄部比

○

6Y7M

拡大圧

（mm）

RPA

7Y7M

3Yl1M
4

バルーン径

○

3

9Y4M

診

○

→

31

6．7

BDAの限界と思われた．

効果が不十分であったため，約4倍の径で高耐圧のバ

10．肺動脈狭窄に対するバルーン拡大術の経験

ルーソを用いたところ，拡大率76％と拡大することが

福島県立医科大学心臓血管外科

でき，左肺動脈・主肺動脈圧差を引き抜き圧で27→18

丹治

雅博，岩谷

文夫，猪狩

次雄

mmHgとすることができた．

萩原

賢一，佐戸川弘之，渡辺

正明

緑川

博文，佐藤

洋一，小野

隆志

高瀬

信弥，津田

晃洋，小川

智弘

星野

俊一

症例4は，6歳7ヵ月の完全大血管転換のJatene術
後の狭窄の症例である．術後より左右肺動脈の狭窄に

対し合計4回の再建術が施行されたが，十分な狭窄の
解除がなされず，肺動脈弁ならびに三尖弁の逆流が高

近年のinterventional

cardiologyの発展により弁

度で，心不全が進行した．BDAはまず右肺動脈に対

性狭窄や血管狭窄性病変に対して，バルーンによる拡

し，徐々にバルーン径を大きくし最終的に3．3倍の高耐

大術が広く施行されるようになってきた．今回われわ

圧のバルーンを用いたところ，waistの消失は見られ

れは4例の肺動脈狭窄に対しバルーン拡大術を施行し

なかったものの，吻合部を含めて十分な拡大を得られ

たので報告する．

た．引き続いて，左肺動脈の吻合部（最狭窄部）にも

症例は純型肺動脈狭窄症（PPS）に対するPTPV

1

分な大きさの径を持つ・ミルーソまで施行することがで

例，Brock術後PSに対するPTPV 1例， Rastelli術
後吻合部狭窄に対するPTA 1例， B・T術後末梢肺動

きず，満足する効果は得られなかった．近日中にBDA

脈狭窄に対するOTA

試みたが，心カテーテル時間が長くかかったため，十

の効果判定のための心カテーテル検査の時に，再度の

〜

1例であった．年齢は5ヵ月

5歳，体重は6〜17kgであった．

症例1（PPS）の肺動脈弁輪径は8mmで，使用した

左肺動脈へのBDAを予定している．

末梢性肺動脈狭窄に対するBDAはバルーン径を順

バルーンはMeditech社製径8mmバルーンであった．

次拡大することにより，安全に施行することができた．

PTPV施行時のRV

バルーン径／最狭窄部径比が少なくとも2．5倍以上必要

mmHgに，

であり，さらに10気圧以上をかけられる高耐圧のバ

術後は90mmHgに，

ルーンが有効である．特に症例3では最狭窄部の約4

に改善した．

pressureは術前167が術後は104

PA−RVのpressure

gradientは術前153が

RV／AOは術前1．36が術後は0．79

倍のバルーンを必要とし，14気圧もの圧力をかけたこ

症例2（Brock術後PS）の肺動脈弁輪径は11mm

とが有効であった．血管ならびにパッチの吻合部は特

で，使用したバルーンはMansfield社製径12および15

にその経過年数が長いと拡大できない場合もあり，

mm・ミルーンであった．
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表1

肺動脈狭窄に対するバルーン拡大術症例
体重

症例 年齢

性

1

5m

F

6

2

3y

F

13

3

2y

M

12

M

17

5y

4

疾

（kg）

方

患

Brock術後PS（PPA）
Rastelli術後吻合部狭窄

法

PTA

（TF）

第2号

は効果が劣るとの報告がある2）．今回の検討において

PTPV
PTPV

PPS

第8巻

もも，無効であった2症例とも術後PSであり，また
Brock術症例は術後2年以上経過していた．術中所見
より2症例とも狭窄部の肥厚は著明であり，バルーン

拡大術の限界例と考えられた．以上より術後PSに対
するバルーン拡大術に際しては，狭窄部径及び肥厚の
程度を考慮し適応を決定することが重要と思われた．

B−T術後末梢肺動脈狭窄

OTA

（TA）

文

献

1）松本康俊ほか：日小循誌，6（2）：271，1990．
2）Lock，

し，術後RV

sure

pressureは50mmHgに，

gradientは20mmHgに，

PA−RVのpres−

RV／AOは0．67に低下

した．PTPVは3歳時に施行し，その際のRV

pres−

sureは術前186が術後は165mmHg， PA−RVのpres−
sure gradientは術前161が術後は140mmHg， RV／AO

JE．

et

al．：Martinus

的心肺補助装置（PCPS）を併用し経カテーテル的に人

工弁機能の回復に成功した1例
埼玉医科大学小児科
小林

は術前1．55が術後は1．38と，ほとんど改善はみられな

かった．有効な拡大が得られなかったため弁付きパッ

Nijhoff，1987．

11）三尖弁置換（SJM弁）後の血栓弁に対し，経皮

同

第1外科

俊樹，新井

克巳

高索

映子，前田

和一

許

俊鋭，尾本

良三

チによる右室流出路拡大術を行ったが，術中所見より

症例：昭和53年10月6日生の14歳，男児．乳児期よ

肺動脈弁の肥厚は著明でありバルーン拡大術の限界と

りチアノーゼを認めEbstein奇形と診断され，11歳で

考えられたた．

三尖弁をSJM弁に弁置換した根治術を行った．しか
し術後重症の右心不全に陥りASDの再開通を見た．

症例3（Rastelli術後PS）の肺動脈狭窄部径は4mm
で，使用したバルーンはMeditech社製径6mmバルー

経カテーテルによるASDの閉鎖を予定し待機中で

ンであった．Rastelli術は2歳3ヵ月時に施行し，術後

あったが，突然にチアノーゼが増強して入院となった．

RV

入院時の動脈血ガス分析ではSAT

pressureは43mmHgに，

dientは28mmHgに，

PA−RVのpressure

gra−

RV／AOはO．56に低下した．

PTAは2歳10ヵ月時に施行し，その際のRV
は術前99が術後は97mmHg，

pressure

PA−RVのpressure

dientは術前81が術後は79mmHg，

gra−

RV／AOは術前

34．7％と低値を示

し，心エコー検査やバルブシネにてSJM弁の固定化
を確認した．抗凝固療法や線溶療法を行ったが，動脈
血ガス分析の改善は僅かであり，透視下にても弁尖の
動きは改善しなかった，手術による三尖弁の再置換と

1．10が術後は0．95と，ほとんど改善はみられなかった．

ASDの閉鎖や，

Fontanの手術等が検討されたが，全

有効な拡大が得られなかったため再手術を行ったが，

身状態が著しく不良のため手術侵襲に耐えられないと

術中所見より吻合部狭窄の肥厚は著明でありバルーン

考え，PCPSを併用して，経カテーテル的にSJM弁の

拡大術の限界と考えられた，

機能回復を図った．

症例4（B−T術後PS）の左肺動脈狭窄部径は1mm
で，使用したバルーンはMeditech社製径8mmバルー

まで挿入し，静脈血を脱血しフィルターと人口肺を通

ンであった．本症例はFontan手術中にバルーン拡大

過させ，酸素化された血液を大腿動脈に送血する．こ

術（OTA）を施行した．拡張は50psi，2分，2回施行

れによりカテーテル中の循環動態と，動脈血の酸素化

し，術後造影にて狭窄は99→0％に改善した．

の安定を図った．そしてカテーテルにてSJM弁の開

結語：PPS

l例及び術後PS

3例に対しバルーソ

拡大術を施行した．PPSに対するPTPV及びBT術
後PSに対するOTAでは有効な拡大が得られた．し
かしBrock術後PSに対するPTPV及びRastelli術
後PSに対するPTAでは拡大不十分で再手術が必要

方法：PCPSは脱血カニューレを大腿静脈より右房

閉を行い心房内に浮遊した血栓を，脱血カニューレか

らPCPSに吸引ろ過する事によって血栓による塞栓
症の予防が可能であろうと推測した．

結果：血栓除去術は全身麻酔下で透視と経食道心エ

コーの観察下に行われた．注意深くSJM弁の弁尖を

であった．術後血管性狭窄病変に対するバルーン拡大

カテーテルで押す事により弁の開閉を図り弁尖の動き

術の成績は良好とはいえず1｝，また2歳以上の症例で

が認められた時点で，ウロキナーゼの心房内投与を併
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流を送血し，経食道エコーによりPCPSの可動中は

の著明な拡張を認め，主たる病変はMSであると判
断，バルーン僧帽弁交連切開術（PTMC）目的にて入

ASDを通過する右左短絡はほとんど無くなる事が確

院となる．入院時現症では，体重5，940g（−3．6SD），

認された．術後2日には動脈血酸素飽和度は90．8％ま

身長64．Ocm（−4．6SD）と著明な成長障害を認めた．

で上昇し，バルブシネにて弁機能の正常化が確認され

多呼吸，陥没呼吸および両側肺野に著明な乾性ラ音を

用して終了した．術中PCPSは最高で3．8L／minの血

た．術後神経学的な異常を認めず，脳CT，脳血流シン

認めた．心尖部を最強点として高調性の拡張期雑音が

チでも異常は認められなかった．

聴取され2音は充進していた．肝臓は2cm触知された
が脾腫はない．浮腫，チアノーゼは認めなかったが多

考案：今回の経カテーテルによる血栓弁の血栓除去
術により，SJM弁は機能を回復し，血栓の拡散による

数の小奇形を認めた．胸部レ線上CTR

塞栓症の予防も可能であった．PCPSの装着は心臓カ

および著明な肺響血像を呈し，また心電図にて著明な

65％の心拡大

テーテルと同様の手技で可能であり容易であった．こ

左房負荷，右室肥大を認めた．

ケタラールにて麻酔後，心カテを施行し，圧較差23

の手技により患児の全身状態を改善し，その後に十分
な検討を重ね治療方針を決定する事が可能であった．

mmHg，僧帽弁口面積0．25cm2のMSを認めた．

PCPSに使用するカニューレはかなり太く，大腿動静

Brockenbroughカテーテルにて心房中隔を穿刺し，順

脈の閉塞等の問題より年少児への使用は制限もある．

行性に井上式・ミルーンカテーテルを用いてPTMCを

しかし今後の装置の改良によりより年少児での着装が

施行した．心エコー上の弁輪径5mmに対し，

inflation

可能となれぽ，小児科領域でも使用可能となり，循環
動態の不安定な症例に効果を発揮すると考えている．

12．体重5kgの小児に経皮的バルーン僧帽弁交連切

開術を施行し，有効であった1例
順天堂大学小児科
島崎信次郎，井埜

利博，大久保又一

秋元かつみ，西本

啓，岩原

正純

一

r−1

一一・…

ヒニー」．

藪田敬次郎

一一一一一一一一一ニニトL−L−

前

武田病院心臓外科

井上

一一

一一

寛治

症例は1歳3ヵ月の女児．1ヵ月時に6qトリソ
ミー，VSDおよび僧帽弁狭窄症（MS）の診断を受け
ている．強心利尿剤を投与していたが，MSは徐々に進

行し，1歳前後より心不全症状が出現した．その後も

心不全症状は進行し，呼吸器感染症を繰り返す様に
図1

なった．心エコー上，VSDは閉鎖しており，また左房

∵

後
BDA前後の左室および左房圧同時記録

議講

「

ぺ〉 〜z

t

滋壕

徽・

ガ
．ぜi

嚇ぽ

（前）

図2

（後）

PTMC前後の心エコー長軸断面
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第8巻

第2号

は径10mmのカテーテルにて1回，13mmのカテーテ

45分），カテーテルの通電を行い，balloonをdetachし

ルにて2回施行した．術直後，圧較差は8mmHgと減少

た．detach後の造影で，痩の血流は完全に遮断され，

し（図1），心エコー上も左房の拡張は改善した（図2）．

血管性雑音は消失した．また椎骨動脈の血流は全く阻

また心不全症状，心雑音も軽減した．術後6ヵ月での

害されていなかった（図中），detachの前後でballoon

ドプラーでは圧較差10mmHgであり，心不全症状もわ
ずかに見られるのみであり胸部レ線ではCTR

57％と

の移動も見られなかった．閉鎖後3ヵ月のfo110wの後
血管造影を施行したが，痩の血流は遮断されたままで

あり，側副血行の出現balloonの移動脱落は見られ

心拡大も改善している．

本症例は染色体異常があり術前の呼吸状態も不良

ず，また右椎骨動脈の血流も阻害されていなかった（図

で，体重も5．8kg（−3．6SD）と3ヵ月相当であったが

右）．小児領域でのdetachable

安全にPTMCが施行できた．また，本症例は文献で報

の報告は少ないが，なかでもエレクトロデタッチバ

告された中で最低体重児と思われる．

ルーンはballoonのdetachを高周波電流が発する熱

13．エレクトロデタッチバルーンカテーテルによる

balloonによる塞栓術

により行うため機械的な力で誤ってdetachすること
がなく，進行，後退のカテーテル操作が容易であるこ

椎骨動静脈痩塞栓術の経験

と，detach操作がsimpleで迅速，確実であるという利

国立循環器病センター小児科

小笹

浩，越後

茂之，布施

茂登

点がある．今後冠動静脈痩，肺動静脈痩等への応用が

黒江

兼司，中島

徹，神谷

哲郎

可能と考えられる．

泰彦，米川

泰弘

木村

晃二

同

脳血管外科

同

放射線科

郭

14．Klippel・Weber病に合併した内腸骨動静脈痩
に対してコイル塞栓術を施行した1例
東京女子医科大学心研小児科

椎骨動静脈痩は比較的まれな疾患であるが，臨床症

状としてはsteal現象，静脈圧の上昇あるいは物理的

小田川泰久，中西

敏雄，間

峡介

な圧迫による神経症状の出現が報告されている．しか

常見

亨久，山村

英司，瀬口

正史

門間

和夫

しこれに対する外科的は治療は，椎骨動脈が頚椎横突
孔を貫いて走行していることから到達が困難であるう
え，椎骨静脈叢に覆われており多量の出血を伴うこと，

症例は3歳女児．small

PDA及び左殿部の血管腫と

して経過観察されていたが，心拡大持続するため心臓

また腕神経叢，横隔神経等に囲まれているためこれら

カテーテル検査を施行したところ，左殿部の血管腫領

の損傷を避けることが必要であることなど実施は非常

域に一致した内腸骨動静脈痩が見つかった．また，左

な困難を伴う．今回我々は14歳女児の椎骨動静脈痩に

下肢の偏側肥大を伴いKlippel−Weber病と診断した．

対してdetachable

balloonによる塞栓術を施行し良

今回，内腸骨動静脈痩に対し3度に渡りコイル塞栓
術を施行したので経過を報告する．左殿部から大腿部

好な結果を得たので報告する．
症例は14歳の女児で，漿液性髄膜炎の診断で入院時，

に色素沈着を伴う血管腫を認め，熱感及びスリルを触

頚部の血管性雑音に気づかれ当センターに紹介され

れた．また，左下肢の偏側肥大（下肢長で3cm，大腿周

た．血管造影の結果（図左）右椎骨動静脈痩が認めら

囲径で10cmの差）を認めた．聴診上，胸骨左縁上部で

れた．右椎骨動脈は径11mmに拡張し，

Levine

feeding

artery

2／VIの収縮期雑音を聴取．胸部X線上，心胸

の径は9mmであった．右内頚静脈一上大静脈間に1．1

郭比66％と心拡大を示し，心電図では左室肥大を呈し

g／dlの02

ていた．心エコーではsmall

step

upが見られた．経血管的塞栓術の適応

PDAの他心内奇形を認め

balloonによる閉鎖の方針と

なかった．塞栓術前のカテ・データでは右大腿静脈で

なった．使用したのはダウコーニング社製エレクトロ

のSO2の上昇はないが，左大腿静脈から下大静脈にか

と判断され，detachable

デタッチ・ミレーンカテーテル（径10mm，長20mm）で，

けてSO2の上昇を認め，造影所見で左血管腫領域に一

経動脈的に右椎骨動脈から起始するfeeding

arteryの

致した内腸骨静脈痩が見つかった．1回の手技で全て

閉鎖を試みた．まず15分間の試験閉鎖，試験造影を行

の動脈を閉塞すると血管腫の壊死をきたす恐れがある

い．痩の血流の遮断，椎骨動脈の開存，さらに神経学

と考え3回に分けて塞栓術を行った．1回目には血管

的な症状が生じないことを確認した後，硬化剤

腫中央に向かう上殿動脈分枝に対し直径5mmのコイ

HEMA（hydroxyethyl

ルを2本，下殿動脈分枝に対し直径5mmのコイルを2
本使用．2回目には血管腫上方に向かう分枝に対し上

methacryate）でballoonを充

填し閉鎖を行った．閉鎖後HEMAの硬化を待って（約
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59％→39％と低下を示した．3度に渡るコイル塞栓術

・澗

遼紗㍉

により主要なFeeding

Arteryを概ね塞栓することが

出来た．外観上は血管腫の色調が淡色化し熱感の減少
をみた．

KlippeLWeber病の治療には切除術・血管結紮術，
放射線療法，塞栓術があるが，明確な治療法は確立し
ていない．外科的切除術はその侵襲性から問題があり，

放射線療法も確立されたものではない．一方，経皮的
塞栓術は比較的侵襲性が少なくて血管結紮術と同等の
効果をあげることができる．塞栓材料についてはゲル
状のものやスポンゼルを使用した報告がある．本症例
はコイルによる塞栓術を施行し，比較的大きなFeed
ing

Arteryを閉塞することができた．」血管腫の消退並

びに下肢偏側肥大に対する効果に関しては今後も経過
を追って行く予定である．

15．幼犬を用いた血管内ステント移植の実験一肺動
脈狭窄，大動脈縮窄を想定して一

順天堂大学小児科
井埜

利博，島崎信次郎，藪田敬次郎

目的：最近，冠血管に対するステント移植の実験が
報告されているが，その材質や性状あるいは臨床的有
用性については不明な点が多い．また本邦では小児の
写

真

肺動脈狭窄，大動脈縮窄などを想定して行った実験は
ない．今回，私どもは幼犬にステソトを移植し，その

殿動脈近位部で直径5mmのコイル4本，8mmのコイ

後の造影所見および組織所見などを観察し，先天性心

ル2本を使用し塞栓した．3回目には上方に向かう血

疾患に臨床応用が可能かどうか検討した．

流が残存するため上殿動脈近位部で直径5mmのコイ

対象，方法：幼犬6匹，体重6．4〜10．5kg．計8ステ

ル2本，8mmのコイル3本で塞栓し，下方に向かう血

ント（Strecker

管に対し直径4mmのコイル2本を使用した．塞栓術前
後のカテ・データで，下大静脈のSO2が95％→92％，

脈一4，大動脈一3，下大静脈一1に移植した．最初
の1匹を除いて全て抗凝固剤（アスピリソ10mg／kg／

肺動脈のSO2が87％→81％と低下し，左一右短絡が

day）を投与した．組織学的検討はそれぞれ移植直後，

表1

Dog

Angiographic

A

8．0

B

10．5

C

8．0

and

stent

diameters

stent

weight
（kg）

arterial

position
lt．

PA

Ao

stent，

before

and

Boston・scientific社製）を肺動

after

stenting

angiographic丘ndings
size（mm）

before

after

7×40

9／7，5／5

7．5／7／7

7×40

8／7，5／7

7，5／6，5／6．5

7×40

8／7／7

8／6／7

7×20

6／6／6

6．5／6／7

follow・up

branch
poor

一

SMAO

一

D

7．0

rt．

PA

7×30

9／7，5／7

8，5／6，5／5．5

8．5／6／5．5

E
F

6．4

lt．

PA

7×40

6，5／6，3／6

6，5／5，5／6

6，5／5，5／6

good
good
good
good

10／10／9．5

good

1t．

8．2

Ao＝aorta，
occlusion，

PA

Ao
Ao

10×45

IVC

7×40

IVC＝inferior
A／B／C

vena

indicates

cava，

11／10．5／10

PA＝pulmonary

proxima1／middle／distal

11／10．5／10

mislodged

artery，

stent

一
6／6／7

SMAO＝superior

diameters
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3日，3週，4週，5週および13週で解剖し，光顕，
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イル塞栓術

東京女子医科大学循環器小児科

電顕，走査電顕により内膜の増生（endothelialization）

を観察した．血管造影は移植前，直後およびfollow−up

朴

仁三，中西

で行い，ステソト径の計測，分枝の造影度などについ

中沢

誠，門間

敏雄
和夫

フォソタソ手術後に血行動態悪化および喀血の原因

て検討した．

となった体一肺側副動脈に対してコイル塞栓術を施行

成績：7／8ステントは目的部位に移植できた．1匹は
ステントの金属が三尖弁にひっかかり，下大静脈に留

した．

置された．最初の1匹は抗凝固剤を投与しなかったた

症例1は10歳の女児，診断は無脾症候群，完全型心

め上腸間膜動脈閉塞による腸重積で死亡した．血管造

内膜床欠損，両大血管右室起始，単心房，肺動脈狭窄

影の所見を表1に示す．移植前の血管径7．5±1．5mm，

で5歳時に右グレソ手術を施行されている．フォンタ

直後のステント径6．9±1．7mm，

ン手術直後から右第3肋間に連続性雑音を聴取するよ

follow・up

6．9±2．1

うになり，難治性の胸水貯留を合併した．術後1ヵ月

mmであった．また分枝の造影所見は1匹を除いて全
て良好に造影されていた．光顕所見では3週で既にス

でカテーテル検査を行ったところ右肺動脈で酸素飽和

テント内側に100〜130μm程度の内膜の増生がみら

度82％のステップアップがあり，右内胸動脈造影では

れ，電顕では正常部位と同様に新生した内皮細胞の構

拡張蛇行した内胸動脈と肺動脈に交通する側副動脈を

造が認められた．血小板Factor

認めた．このため直径5mmのコイルを2本用いて塞栓

VIIIによる染色では

術を行った．術直後の造影では既に内胸動脈から肺動

3週で既に新生内皮細胞が染色された．

まとめ：Strecker

stentは手技が比較的簡単であ

脈への血行が殆ど途絶していた．右肺動脈の酸素飽和

り，抗凝固剤を使用すれば分岐部であっても移植可能

度は51％，中心静脈圧は14cmH20から12cmH20へと

である．小児の肺動脈狭窄，大動脈縮窄などへの臨床

低下した．その後，連続性雑音は消失し胸水も徐々に

応用までには更に検討を要する．

減少，消失した．

文

症例2は19歳の女性，診断は右室性単心室，僧帽弁

献

1，井埜利博：Angioplastyの将来一血管内ステント
移植一．小児科，1991；32：953−6．
2．0

Laughlin

CE：
heart

Use

of

MP，

Perry

SB，

disease．

ない．15歳頃より喀血が出現した．某医より当院に紹
Mullins

介となりフォンタン手術を施行したが術後も軽度の喀

congenital

血が続いていた．手術より1年後，約1．51の喀血のた

Circulation，1991；83：1923−39．

めショック前状態となり緊急入院．輸血等の治療によ

endovascular

Lock

閉鎖，心房中隔欠損，肺動脈狭窄で姑息手術の既往は

stents

JE，

in

16．フォンタン手術後の体一肺側副動脈に対するコ

鷲

セき漣

ぽ

ぷ

．﹄

墾

﹂x：瑚ば轡㌦裟

磯撫⁝

臨

り状態の改善を待ってカテーテル検査を施行した．右

…欝

，

磯裟

驚
図

コイル塞栓術前後の左鎖骨下動脈造影（症例2）
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平成4年9月1日
鎖骨下動脈造影にて右内胸動脈から起始する側副動脈

よりチアノーゼと多呼吸を認め当院新生児科に入院．

を，左鎖骨下動脈造影では4本の側副動脈を認め，う

超音波検査にてPA，

ち1本は内胸動脈より起始していた．右内胸動脈には

日より心不全症状が増強し，強心剤，利尿剤の投与を

直径5mm

VSD，

MAPCAと診断．日齢6

開始した．2ヵ月時当科に転科し，内科的に心不全管

2本，3mm 1本の計3本を，左内胸動脈に
は5mm，3mmのコイルを各1本ずつ用いて塞栓術を

理を継続したが，呼吸障害強く，無気肺を伴った気道

施行した．さらに左鎖骨下動脈の分枝2本に対しては

感染を頻回に繰り返し，哺乳，体重増加はすこぶる不

各々5mm 1本，5mm 1本と3mm 1本を挿入した．塞
栓術後の鎖骨下動脈造影では側副動脈が1本残存する

良で内科的管理の限界を思わせた．

ここで我々は，MAPCAの形態，およびcross

circu−

ものの肺内への短絡は著明に減少していた．しかし，

lationの有無を確認し，

10日後に喀血がみられたため残存した側副動脈に対し

いは，外科的にligationもしくはunifocalization可能

coilによるembolizationある

て再度コイル塞栓術を行った．ジャドキンスカテーテ

かどうかを評価する目的で心臓カテーテル検査を施行

ルを同血管の深部にまで挿入することが出来ないため

した．右肺に直接注ぐ3本と，左右連絡をもった肺動

トラッカー18カテーテルを用い6mm

脈に注ぐ1本の，計4本のMAPCAが確認された（図

2mm

5本，4mm

5本，

2本，計12本のコイルを挿入した．塞栓術後の左

1）．また大動脈酸素飽和度は82％，肺体血流比は2．3

鎖骨下動脈造影ではわずかに側副動脈が造影されるの

であった．右肺への3本は，本来の右肺動脈と同じ潅

みであった．以後，現在にいたる4ヵ月間喀血はない．

流域をもち，塞栓により，将来根治術の妨げとならな

フォンタン手術後，時に側副動脈による体一肺動脈

いと判断し，患児の年齢，状態および侵襲を考慮にい

間交通を認めることがあり，血行同態の悪化や喀血の

れ，図中血管1，2，3に対して，coi1塞栓術を施行し

原因になる．コイル塞栓術はこれら側副動脈の閉塞に

た．

塞栓術は，全身麻酔下に行い，5frのendhole

有用な手段であると思われた．

17．MAPCAによる心不全を呈したPA，

VSDの

cath−

eterを用い，径3．5mmの血管2に対して5cm，5mmの

coilを，径2．5mmの血管3に対して，2cm，3mmの

乳児にたいするcoil塞栓による治療の経験

coilをそれぞれ使用し，完全閉塞を得た．径7mmの血

国立小児病院循環器科

先崎秀明，小池 一行
磯田 義貴，石澤
瞭

我々は，主要体肺側副血行路（MAPCA）による肺

管1に対しては，5cm，8mmのcoilを使用したが完全
閉塞は得られず，同サイズのcoilを合計3個使用し，
完全閉塞を得ることができた．その後の経過は良好で，

血流増加により，重症の心不全を呈した，肺動脈閉鎖，

呼吸状態は安定し，哺乳良好，体重増加も順調であっ

心室中隔欠損の乳児例においてMAPCAの選択的

た．約1年後に施行したangiography（図2）では，

coil塞栓術を施行し良好な結果を得たので報告する．

塞栓部に完全に遮断され，右上葉を除いた左右の肺に，

症例：5ヵ月，男児．40w

2，740gにて出生．生下時

1本のMAPCAから良好に血液が供給されているの

頴ザ小

暇

講
轡

ノ
轟醗
㍉轟べx・t

〉慨三

蛙︐㍗︑←日︒

竃・ー雀毒⁝

蠣

ぽ鳶，

ξ

懇※

ご∴
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∀
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不全症状をきたしたりもする．またcoronary

steal現

象のため虚血症状を認めることもある．従来手術自体
の危険性がきわめて低いため外科的処置が第一に考え
られてきた．今回小児期より外来管理を行っていた28
歳女性に対し，心臓カテーテル検査にてまえもって痩
孔が単一であることを確認のうえコイル塞栓による痩
孔閉鎖を行ったので報告する．

症例：28歳女性，13歳の時心臓カテーテル検査によ
り左冠状動脈回旋枝を流出血管とし単一痩孔にて右房
を流入部位とする先天性冠状動脈痩と診断．無症状の

ため外来管理中であったが1年前より労作時呼吸困難
出現，また胸部X−p上心拡大（62％）を認めたため，

が分る．また，大動脈酸素飽和度は80％，肺体血流比

再度心臓カテーテル検査施行；Qp／Qs＝1．79，

は1．2，肺動脈平均圧は19であった．

shunt＝46％，著明に拡大した回旋枝が直接右房に8

L−R

まとめ：肺への血流がMAPCAに依存している疾

mmの棲孔をもって開口していたため11mmのバルー

患において，肺血流増加により心不全をきたす症例を

ンにて20分間の閉塞試験を行い自覚症状の出現，心電

時に経験する．この様な症例に対しMAPCAの選択的

図上の虚血性変化が認められなかったため，15mmの

coil塞栓術は，外科的手技に比し比較的安全かつ，侵襲

ステンレス製コイル（Cook社製）4本を経左冠動脈的

を少なく行える有効な方法となりうる．しかしながら

に回旋枝痩孔遠位端に挿入し痩孔閉鎖術を行った．術

その施行には，将来根治術の妨げにならないこと，適

直後の造影にてほぼ完全閉塞を確認しておりその後心

切な肺血流量を得ることを考慮しMAPCAの形態と，

拡大の改善，自覚症状の改善を認めた．

考案：先天性冠状動脈痩において心臓カテーテル検

肺の血液還流状況を十分検討する必要がある．

18．コイル塞栓術が有用であった先天性冠状動脈痩

査にて，単一痩孔でありかつ痩孔部位にカテーテルが
到達可能な場合，コイル塞栓術を含むInterventional

の1例
久留米大学小児科

高木

純一，福田

毅，前野

泰樹

杉村

徹，石井

正浩，井上

治

加藤

同

Catheterizationは非常に有用なものと考える．

19．川崎病後，右冠動脈完全閉塞例に対して行った

PTCAの経験
社会保険中京病院小児循環器科

裕久

放射線科

安倍

等思

先天性冠状動脈痩は比較的まれな疾患であり多くは

松島
同

無自覚症状であるが，短絡血流量が多い場合まれに心

正気，小野佐代子，奥村

清水

武，磯村

Post

Pre

77−0457
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一城，加田

の発達は見られたが，RCAは再び閉塞していた．経過

賢治

名古屋大学小児科

長嶋

と造影の所見から，PTCA後，比較的早期に血栓形成

正実

による再閉塞を来したと思われた．

症例は6歳・25kgの男児である．8ヵ月時，川崎病

成人でのPTCAは器具の改良とともにその適応を

に罹患し，冠動脈瘤を認め当院へ紹介された．心・：一コー

上RCA

8mm，

LCA

拡大してきている．細いshaftとlow

5mmの瘤を認めた．2歳と3歳

profileの今回使

9ヵ月時に冠動脈造影を行い，LCAは正常化していた

用したバルーンカテーテルを使用すれぽ，小児でも，

が，RCAは紡錘形又は念珠状と球状の瘤の間に25％狭

たとえ完全閉塞例に対してでも，PTCAは可能である

窄を認めた．アスピリンを服用させていた．6歳2カ

と思われた．

月時，前月にはなかった．II，

川崎病後の狭窄性病変の原因としては内膜の増殖と

III。VFでの深いQ波と

血栓形成とが考えられる．今回の症例のように血栓形

T波の平抵化，陰転化を認め入院とした．

冠動脈造影で，RCA

Seg

成の要素の強い症例は，閉塞後短期間であれば，狭窄

1での完全閉塞LCXから

のcollateral，左室後下壁のhypokeinesisを認めた．

部は柔かく，PTCA上高い圧は不安であるが，再度の

閉塞部の断端が見られたためガイドワイヤーを進めた

血栓形成を来し易いと思われる．PTCA後の徹底した

所，閉塞部を通過した．

血栓融解療法が必要と思われた．

20．川崎病に合併した瘤内血栓による右冠動脈閉鎖

ジピリダモール負荷タリウム心筋シンチでは，後下

にIntracoronary

壁の潅流欠損像と再分布時のとりこみ像が得られた．

thromborectomyを実施した1例

一 トラッカー18カテーテルの使用経験一
和歌山県立医科大学小児科

collateralはあるものの左室のhypokeinesisはあ
り，可逆性の心筋虚血であり，かつガイドワイヤーが

病変部を通過する閉塞であったため2日後PTCAを

鈴木

啓之，上村

茂，根来

博之

行った．

田中

賢，吉岡

美咲，小池

通夫

佐藤

守男

佳明，篠崎

正博

誘導カテーテルとしては，6F，3．5cm，

JR，カテー

テル（USCI社）を使用し，バルーソカテーテルとして

同

放射線科

同

高度集中治療センター

友渕

は，ガイドワイヤーに直接バルーンをつけたprobeヵ

症例は10歳男児．7歳11ヵ月時に川崎病を発症，第

テーテル（VSCI社：バルーン径2mm）を使った．6
気圧90秒，7気圧90秒，3気圧120秒と通常の圧で
waisteは消失した．50％狭窄は残したもののRCAの

5病日に当科入院した．免疫グロブリン200mg／kgを

開存は得られた．

動脈に径4〜5mmの拡大性病変を残した．アスピリン，

5日間投与したが右冠動脈に径7mmの動脈瘤と左冠
ジピリダモール，ワーファリンを投与して外来観察し

1ヵ月後，冠動脈造影を再度行った．左室後下壁の

hypokeinesisはやや改善し，

ていた，発症後2年4カ、月時（平成3年3月29日）胸

LCXからのcollateral

Foliow−up
1990May

21

Right

Coronary

lntracoronary

Angiography

thrombectomy十PTCR
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痛，嘔気，嘔吐で始まる急性心筋梗塞を発症した．入
院時心電図でII，III，

aVF誘導にSTの上昇を認めた．

発症約8時間後，右冠動脈造影上C2に完全閉塞を認め
ウロキナーゼ12万単位2回注入にも関わらず再開通し
ないため，トラッカー18カテーテルを用いて先端を血

第8巻

第2号

動脈で20mmHg，左総頚動脈で30mmHg，左鎖骨下動
脈で45mmHgの引き抜き圧差を認め，大動脈炎症候群
と診断した，プレドニンの内服で急性炎症反応はコン
トロールされていたが，左上肢の血圧はしだいに触知
不良となり左頚部の雑音も減少してきた．

栓内に進め，ウロキナーゼ12万単位を注入した時点で

初回検査の2年半後，再び検査をしたところ左椎骨

再開通した（図）．トラッカー18カテーテルは治療用薬

動脈と左鎖骨下動脈の狭窄病変は著しく進行しカテー

液や塞栓物質の局所的な注入のために開発されたもの

テルを進めることもできなかった．そこで，それらの

で，非常に柔軟な先端からシャフトの堅さがなだらか

血管にシャフトの柔らかいハツラーACXII（3．3F）4

に変化している．さらに通常の5フレソチのカテーテ

mmのPTCA用バルーンカテーテルをガイドワイ

ルをガイディングカテーテルとして使用でき，川崎病

ヤー下に使用し，次にメディテック（7F）6mm−2cm

冠動脈瘤内の血栓性閉塞に対して使用した報告はなく

のバルーンカテーテルで段階的にPTAを施行した．

新たな手段として有用と思われた．

その結果，左鎖骨下動脈狭窄部は1mmから4mmまで，

21．大動脈炎症候群に対しバルーン拡張による血管

後Side

榊原記念病院循環器小児科

池口
森

左椎骨動脈狭窄部は2mmから3mmまで拡大した．左
上肢脈拍の触れも良くなった．但し，内胸動脈がPTA

形成術を試みた1症例
弘一，村上保夫，鈴木
重和

清志

克彦，三森

Branch

Occlusionため造影されなくなった．

今回一応の成功を収めたが，それは，PTA用の柔ら

かいシャフトを使用し，段階的にPTAを実施したこ

今回我々は，大動脈炎症候群による左鎖骨下動脈と

とが，大きな要因と思われる．反省点としては，Side

左椎骨動脈の狭窄に対して，経皮的血管拡張術（以下

Branch

PTAと略）を施行した1例を経験したので報告する．

して，Side

症例は現在19歳の男性，生来健康であったが，15歳

Occlusionを起こしたことで，その防止方法と
Branch

Occiusionを起こしそうな血管に

あらかじめガイドワイヤーを留置し，必要があれば

時リウマチ熱と診断治療されていた．その約8ヵ月後，

PTAを実施すれば良いのではないかと考えている．

心雑音精査目的にて当院紹介．眼底に異常はなかった

PTA後半年間効果は持続したが，最近また左上肢脈
拍の触れが弱くなり，右上肢130／72mmHg，左上肢
102／70mmHgと左右差を認めている．いつ頃，どう

が，左頚部に収縮期雑音，胸骨左縁にごく軽度の拡張

期雑音を聴診した．血圧は，右上肢134／50mmHgで左
上肢100／70mmHgと左右差を認めた．

CRP（5＋），

IgG

2，660と高値を示した．心臓カテーテル・心血管造影検

査で上行大動脈と胸部下行大動脈に動脈瘤を認め，1
度以下の軽い大動脈弁閉鎖不全症を認めた．また腕頭

いった治療を実施するのか，現在苦慮しているところ
である．

22．人工物を補填された血管の術後狭窄に対するバ
ルーン血管形成術の検討
札幌医科大学小児科

Aortitis

Syndrome（Takayasu

s

Aortitis）

K．K．19才，

PTA前

PTA後

M．

本間

公祐，富田

東舘

義仁，轟

長田

伸夫

同第2外科

英，池田

和男

伊佐雄，沢田

陽子

安喰

弘

緒言：人工血管内やその吻合部，パッチによる拡大
術後など，人工物を補墳された，血管の術後狭窄に対

t，set

＼

する，バルーン血管形成術（PTA）の有用性について
検討した．

対象と方法：対象は1歳1ヵ月から5歳6ヵ月，平
均3歳11ヵ月の，男児6例，女児2例に対し行った，

のべ9回のPTAである．症例1は，肺動脈閉鎖をとも
なうファロー四徴（TF， PA）で，2回の右室流出路
再建術後に生じた主肺動脈と右肺動脈の狭窄に各1
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均3歳11ヵ月の，男児6例，女児2例に対し行った，
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回，症例2，8は，PAをともなう単心室と僧帽弁閉鎖

より拡大しうるが，その程度は残存する自己組織の量

で，modified

により限界がある．2）人工血管の吻合部狭窄に対す

BT術（BT）後に生じた肺動脈との吻合

PAとTFで，

る，PTAの成績は良好である．3）人工血管の狭窄は

末梢肺動脈に対するパッチ再建術後の狭窄に，症例5

PTAにより拡大しうるが，その効果は一時的であり，

はTF，

ステソトなどの併用が期待される．

部狭窄に，症例3，4はそれぞれTF，
PAで，

BT後の人工血管内狭窄に，症例6は

大動脈弓離断で，人工血管による大動脈弓再建術後に

生じた人工血管内の狭窄に，症例7はTFの心内修復
術後に生じた主肺動脈内の膜様狭窄に，PTAを施行

23．Blalock・Taussig

shuntのバルーン拡張術につ

いて

国立小児病院循環器科

した．手術からPTAまでの期間は5ヵ月から5年4

磯田

貴義，小池

一行

ヵ月，平均2年であった．用いたバルーンカテーテル

先崎

秀明，石澤

瞭

の径は5Fから9Fで，バルーン径は4mmから18mmで

目的：平成2年から当施設で施行した8例に対する

あった．症例4，7では，それぞれバルーン径11．5mm，

計10回のBTSの・ミルーソ血管拡張術（BDA）の結果

13．1mmに相当するdouble

から，手技上の問題成否に関与する因子などについ

balloon法も用いた．狭窄

部に対する・ミルーソ径は，2．0〜12．0倍であった．症例

7は膜様狭窄であったため狭窄部の径は計測しえず，

狭窄前後の主肺動脈径にほぼ一致するバルーンを用

て検討する．

対象：施行段階での目的により以下の2群に大別さ
れた．

①BDAにより肺動脈発育を期待し根治手術を考

い，効果の指標として圧較差を用いた．

結果：結果のまとめを表にしめす．狭窄部径は
PTA前後で，2．4±1．2mm（平均値±標準偏差）から
4．3±1．2mmに有意に増加した（p＝0．002）．しかし，

症例1の1回目では狭窄部の拡大は得られず無効で

あった．また，症例7の圧較差は50mmHgから38
mmHgへとやや低下したが，膜様狭窄は残存し，

PTA

翌日のDoppler法により推測した圧較差は術前と同
様であったことから，無効と判断した．狭窄部前後の

えた症例：3例〔別表症例1〜3〕
②チァノーゼの増強，運動制限などの症状の悪化に

対し行った症例：5例〔別表症例4〜8〕このうち緊
急避難的に行った症例：2例〔別表症例4，5〕

BDAの対象となったBTSはすべて原法によるも
ので術後経過は1ヵ月から11年9ヵ月（中央値8年1
ヵ月）であった．

方法：大腿動脈にシースを挿入後，多目的カテーテ

血管径に対する％狭窄率は，63．3±11．6％から28．6±

ルをシャント末梢側に進め，exchange

guidewireを用

17．2％へ有意に（p＝0．002）低下したが，症例1の2

いてバルーンカテーテルを狭窄部に留置した．カテー

回目，症例8に見られるごとく術後も50％近い狭窄の

テルはメディテック社製Ultra

残存する症例があった．また，人工血管内狭窄の症例

カテーテルを用い最大耐容圧を圧ゲージでかげて拡張

thinまたはBlue

Max

5，6に対するPTAの効果は一時的で，症例5では1

した．有効径をえるため場合に応じてdouble

ヵ月後，症例6では翌日，再狭窄をきたした．

法も用いた．バルーン径は狭窄前のBTS径に対し

まとめ二1）パッチ拡大術後の血管狭窄は，PTAに

balloon

て±2mm径を基準とした（狭窄部径の2．5から5倍相
当）．

Result

Case

Diameter

（mm）

結果：拡張不成功例はTGA（III）のBTS術後早期
Stenosis ratio（％）

1．

11 2．
3． 4． 5︐ 6． 7． 8．

before

after

before

after

3．6

3．6

48．6

48．6

5．0

7．0

61．5

462

1．4

3．6

65．0

10．0

1．0

5．0

83．3

16．7

1．7

4．0

78．8

39．7

1．7

4．0

57．5

2．0

3．0

50．0

∠P
2．7

0

25．0

50mmHg→38mmHg
4．0

161・4

42．9

狭窄例〔症例8〕のみで，この症例ではBTSのkinking

のためguidewireが通せずバルーンカテーテルが進
められなかった．長い狭窄部を有したPA＋VSD例
〔症例5〕では拡張できたものの臨床症状の改善が不十

分で対側のBTSを要した．
これに対して吻合部にみられる限局性狭窄ではウェ
スト消失の有無にかかわらず狭窄部径の増大，酸素飽
和度，末梢側肺動脈圧の上昇が見られた．

根治術適応がないTGA（III）例〔症例6〕でBDA
後に末梢側PAの圧が予想を越えて上昇し，拡張後の
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Table l BTS血管形成術
一対象と結果一

3

PA十VSD，

SV（RV）

MAPCA

SV（RV），

5

PA十VSD十PDA
TGA（III），

Glenn術後

6

TA（Ib），

8ylm
8yOm

（mm）

拡張率
（％）

後

前
11

21

100

89

90

20

20

5．0

230

70

90

2．6

75

53

70

15

16

4．7

6．4

35

88

91

25

44

2．8

5．0

80

85

89

21

35

110

6．0（2．5×）

5．0

2．4

3．6

50

5m

8、0（2．7×）

9．0

3．0

6．0

8ylm

8．0（5．0×）

8．1

1．5

ly

3m

6．0（4．0×）

4．6

1．5

10yllm

11．5（2．4×）

10．0

8．0（2．9×）

10，0

1t，

lly

2m

rt，

8y

8y

4m

rt．

ly

5m

1t．

lly

lm

lt．

7

It．

lly

gm

lt．

Oy

lm

（mmHg）

93

7．5

6m

PA平均圧

90

3．5

8y

（％）

後

10．0

1t．

3m

SaO2

狭窄部径

BTS径
（mm）

10．0（2．9×）

2m

Oy

（mm）
（狭窄部経比）

13y

lly10m

Glenn術後
TGA（III）

パルーソ径
術後年数

WAIST

拡張後径／バルーン径

十

0．60

一

0．75
0．62

一

十十一

4

Asplenia

BTS

後

12

TOF

年齢

前

患

前

疾

症例

0．62

カテーテル進まず拡張不可能

8

に0．3号のテグスを結び，両者を7Fクールナンドカ

状態予測が困難であることをうかがわせた．

ウェスト消失例で拡張後径と使用バルーン径の比が

テーテルのなかを通してカテ先から出し，ガイドワイ
ヤーとテグスを手元で操作することにより，ガイドワ

0．65倍前後と狭い範囲におさまった．

緊急避難的にBDAを行った無脾症候群例〔症例4〕

イヤーのループを左肺動脈内に作製した．ループ内に

でBDA後早期に房室弁逆流が増強する傾向を示し

異物を取り込んだところでループをのぼし，ガイドワ

た．

イヤー，テグス，異物を一緒にクールナンドカテーテ

考察：術後長期経過例が大多数であったがBDA施
行例ではいずれも拡張が可能であった．術後の状態予
測は困難であったが著しい合併症もなく比較的容易な

ル内に引き込み，カテごと取り出した．所要時間は正
味30分であった．

25．Brockenbrough法と井上力テーテルを用いた
心房中隔欠損作製術一単心室乳児における経験

手技であった．

BTS原法後の狭窄はアプローチが容易である点，可

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

塑性が大である点でBDAについては有利な可能性が

降旗

あった．

ウェスト消失例で拡張後径と使用バルーン径の比が

邦生，宝田

正志

0．65倍前後と狭い範囲におさまり拡張後径の予測可能

バルーンカテーテルによる心房中隔欠損作製術
（BAS）はTGAを代表とする新生児あるいは乳児期

性が示された．

早期のチアノーゼ性心疾患の治療法として定着してい

術後起こりうるリスクとその評価法について，症例

る．一方，年長児や心房間交通のない症例に対する心

に応じて事前に十分検討する必要があると考えられ

房中隔欠損作製は外科的手術により行われて来た．今

た．

回，我々は心内mixing不全によるチアノーゼと呼吸

24．Snare

Catching

Catheterによる左肺動脈内

異物除去

困難をともなった単心室例で心房間交通のない乳児に

おいてBrockenbrough法により心房中隔を穿刺後井
島根医科大学小児科

同

放射線科

上カテーテルを左房内に挿入し心房中隔欠損を作製

羽根田紀幸，岸田

憲二

し，良好な臨床効果の得られた1例を経験したので報

坂口美奈子，森

忠三

告する．

杉原

正樹

1歳男児の右肘静脈に留置した血管内留置カテ24G

症例：8ヵ月女児．生後1ヵ月時に哺乳困難を主訴
に当院を初診．右室性単心室（DIRV）動脈管開存，肺

エレキャスが断裂し，左肺動脈末梢に流れたのを，

高血圧の診断にて日齢55日にて動脈管結紮ならびに肺

Snare

動脈絞拒術を施行した．以後外来にて経過観察を行っ

Catching

Catheterを作製し，除去に成功した．

7Fクールナンドカテーテルを左肺動脈に留置し，クッ

ていたが，生後6ヵ月頃よりチアノーゼの増強，哺乳

ク社製0．028インチ×260cmのガイドワイヤー先端部

困難を呈する様になり8ヵ月にて治療目的に再入院し
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図

た．入院時血液ガスはpH

井上カテーテルによるBAS（中央部は経食道ユコープP一ブ）

7．384，

PaO、24．7mmHg，

順天堂大学小児科

PaCO232．7mmHgであった．心臓カテーテル検査で

西本

は肺動脈圧23／16平均19mmHg，肺体血流量比1．7，肺

島崎信次郎，秋元かつみ，岩原

利博，大久保又一
正純

藪田敬次郎

血管抵抗2．OWood・unitsの結果で，左房内にはカテー

テルを挿入出来なかった．チアノーゼの増強および低

啓，井埜

目的：CPK−MMアイソフォームは組織中で産生さ

酸素血症の成因は，以上の結果から主として心内mix−

れるMMA，血清中でMMAから変換されるMMB，

ing不全によると考えられたため心房中隔欠損作製術

およびMMBから変換されるMMCが知られている．

の適応と判定した．

また，急性心筋梗塞においては，CPK・MBアイソザイ

方法と手技：気管挿管全身麻酔下に魚径部にシース

ムの上昇をまだ認めない極早期にMMA／MMC比が

カテーテルを留置後，経食道エコープローベを挿入し，

上昇すると報告されている．今回，経皮的バルーン拡

X線透視ならびに経食エコーをモニターとして，心房

張術（BD）におけるCPK−MMアイソフォームの変動

中隔中央部をUSCI製小児用Brockenbrough針にて

を分析し，BDによる心筋組織への影響を検討した．

穿刺し，ガイドワイヤーを左房内に通したのち，BAS

対象および方法：対象はBDを行った1ヵ月から14

用井上カテーテル（東レ社製）14mmおよび17mmを

歳（平均70±63ヵ月）の肺動脈弁狭窄症5例，大動脈

用いてBASを行った（図）．

縮窄症4例およびBTshunt狭窄（三尖弁閉鎖症）1例

BAS後動脈血酸素飽和度

は60．2％から72．3％に上昇し，PaO2は41．8mmHgと

の計10例（BD群）で，心疾患の無い5ヵ月から16歳（平

なりチアノーゼの改善が得られた．

均95±60ヵ月）の30例を対照群とした．方法は，BD群

術後経過：チアノーゼ，呼吸困難の軽快が得られた

ではBD前および直後での血清CPK−MMアイソ

ため再度外来followの方針とし約3ヵ月後（lyOm）に

フォーム，CPK−MBおよび総CPK値の変動を分析

て心臓カテーテルおよび心血管造影により術後評価を

し，対照群と比較検討した．測定方法は，CPK−MMア

行った．肺動脈圧17／9平均13mmHg，肺体血流量比

イソフォームはアガロース膜高電圧電気泳動法による

1．43，肺血管抵抗1．1Wood・units，動脈血酸素飽和

蛍光発色法，CPK−MBは免疫阻止一UV法，総CPK

度72．3％であり，肺動脈圧および肺血管抵抗はBAS
前に比して低下しており，また造影上，心房間交通は

はUV（NAC）法を用いた．
結果：MMAはBD前21．2±11．4％（平均±SD）か

良好に開存していた．

らBD直後28．7＋12．5％に上昇したが（p＜0．05），

まとめ：以上の結果からBrockenbrough法と井上

MMB（20．3±3．7％→21．5±4．6％）およびMMC

カテーテルを用いたBASは外科的手術とほぼ同等の

（26．8±4．4％→22．9±8．2％）は有意な変化を示さず，

臨床効果が得られると思われた．Brockenbrough法施

その結果MMA／MMCは0．85±0．55から1．56±0．39

行に際して，経食道エコーによる穿刺部のモニターが

に有意に上昇した（p＜0．01）．またMMA／MMCは

極めて有用であり，この方法を用いれば乳児期から安

BD前においても対照群（0．47±O．55）に比して有意に

全にBrockenbrough法が施行出来るものと思われ

高値を示した（p＜0．05）．しかし，CPK・MB（15．4±

た．

5．31U／L→21．9±10．41U／L）および総CPK値

26．経皮的バルーン拡張術におけるCPK・MMア
イソフォームの変動

（100．6±66．91U／L→128．6±66．41U／L）はBD直後に

は明らかな変動を示さず，対照群（CPK−MB：16．3±
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6．81U／L，総CPK：113．6±47．21U／L）とも有意な差
を認めなかった．

結語：BDにおいては，バルーンの流出路閉塞のた

PTA（BW

3，346g）左大腿動脈より穿刺で5Fのシー

スを入れ4mmのUltra

と考えられた．しかしその臨床的意義については不明

で拡張し，waist消失した．

であり，今後検討を要する．

PTA後PSG

Balloon

thin

8気圧10秒，10気圧35秒
PTA前PSG

57mmHgが，

20mmHgになった．日齢255右肘動脈か

ら大動脈造影（BW

42，00g）．

PSG

20〜25mmHgの軽

度狭窄を残している．

angioplasty

28．経皮的血管形成術後に偽性動脈瘤を形成した1

名古屋第二赤十字病院小児科

同

第2号

脈開存を確認した．PSG 27mmHgであった．日齢180
頃より哺乳不全と咳がひどくなり．日齢1923回目の

めに一過性に心筋組織中のMMAが血中に逸脱する

27．極小未熟児の大動脈縮窄術後再狭窄に対する

第8巻

岩佐

充二，矢守

信昭

山口

信行，安藤恒三郎

末永

義人，彦坂

博

渡辺

孝

乳児例

東京女子医科大学日本心臓血圧研究所
循環器小児科

心臓血管外科

名古屋大学胸部外科

富松

宏文，中西

敏雄，安井

寛

徹，中沢

誠，門間

和夫

辻

手術成績向上に伴い未熟児の先天性心疾患も救命さ

大動脈縮窄症の術後の再狭窄に対して経皮的血管形

れるようになった．今回極小未熟児のPTAを経験し，

成術（以下PTA）を施行し，術後偽性動脈瘤を形成し

小児科におけるinterventionの領域の広がりを感じ

た乳児例を経験した．

た．低体重児のPTAのポイントと問題点を述べた．
症例は在胎33週3日，937gで出生．生直後に気管内

症例は4ヵ月の乳児で診断は大動脈縮窄症兼心室中
隔欠損症および動脈管開存症で，3，716gで出生し日齢

挿管．日齢2に左携骨動脈造影で大動脈縮窄，心室中

33日にsubclavian

隔欠損，動脈管開存と診断．日齢3にBlalock・Parkと

脈管結紮術を施行された．しかし，その後も肺高血圧

肺動脈絞拒術をおこなった（BW

930g）．術後観血的右

に伴う心不全が持続すると共に，肝機能障害が出現し

上肢63／38（47），踏動脈48／40（43）．日齢7上下肢圧

著明な発育障害をきたし，生後4ヵ月時に心内修復術

差（PSG）12mmHg．日齢31はLVEF＝0．83．日齢68

を目的として当科に紹介された．

にPSGが60mmHgと増大したため，日齢70にPTA
（BW

1，332g）を行った．アブP一チは右大腿動脈より

24G針を穿刺し，0．014inchのgide

wireをいれた．

flap法による大動脈弓再建術と動

入院時の体重は2，882gと著明な発育障害を認め，上

下肢の血圧差は43mmHgでその後も常に30〜40
mmHgの血圧差を認めた．入院後肝機能の安定化を

Mans丘eld社製のSliderのカテ2．7F／2．Omm×20mm
をいれ，6気圧（2．Omm），7気圧，8気圧（2．1mm）

待って，生後5ヵ月時に心臓カテーテル検査を行った，

で拡張し，次に3．4F／2．5mm×20mmで4気圧（2．57

窄を認めた．大動脈造影で，最狭窄部位は2．5mmで，

mm），5．1気圧（2．6mm）で拡張した．

22mmHgとなった．

側）．PTA後狭窄部1．9×1．6mm．

mmHgがPTA後PSG
PSG

PTA前PSG

58

22mmHgとなった．日齢84，

28mmHg，日齢98，

PSG

較差増大．しかもCTR＝0．68，

そこで日齢112（BW

PTA後はPSG

PTA前狭窄部L2×1．1mm（正×

2，

41mmHgとしだいに圧
LVEF＝0．47と低下．

178g）に2回目のPTAを行っ

その結果，肺高血圧および大動脈縮窄症修復後の再狭

その中枢側は6mmで末梢側は9mmだった．この再狭
窄に対し，メディテック社製ウルトラシン，PTA用カ

テ，7mmを用いて血管形成術をおこなった．4気圧で
1回infiateした．術後の確認造影で，わずかな血管外
漏出を認めたが一般状態の変化はなかったため，経過
観察とした．ところが術後11日に突然大量の喀血とと

もに血圧低下をきたした．CTスキャンおよび逆行性

た．左大腿動脈より穿刺でSliderのカテ3．4F／3．O

梼骨動脈造影を行い，PTA後の偽性動脈瘤形成とそ

mm×20mmをいれ，6気圧（3．Omm），9．7気圧，9．8

こからの肺出血と診断し人工心肺下に大動脈修復術と

気圧（3．2mm）で拡張し，

肺動脈絞拒術を行い救命しえた．

waistは消失した．

PTA後

はPSG 6mmHgになった．下肢の血流が悪く，ウPキ
ナーゼ2万単位静注した．日齢121のLVEF＝0．60．日
33mmHg．日齢150右梼骨動脈から大動脈

ことが多いため第一選択とされている．その方法とし

2，810g）．造影で右大腿動脈閉塞，左大腿動

てバルーンのサイズは最狭窄部位の約3倍で前後の径

齢144，PSG
造影（BW

考案：大動脈縮窄症修復術後の再狭窄に対する
PTAは比較的安全に施行されその効果も有効である
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図 経皮的血管形成術後の確認造影．大動脈縮窄解除後の再狭窄は充分に解除されて
いるが，血管外漏出を認めた，この部位に偽性動脈瘤を形成した．

の1．2ないし1．5倍を越えない大きさを選択することが

多い．今回我々が使用したバルーンもこの目安にした

がって7mmのものを用いた．しかし，結果的に偽性動

Omm

脈瘤を形成してしまったことからみると，今回の症例

では低栄養状態が長く，結合織などの組織が脆弱で

Omm

あったことがその大きな原因と考えられる．したがっ
て，選択するバルーンのサイズをもう少し小さくし，

16．Omm

中枢側のサイズ6mmを越えない大きさを用いるべき
れている大動脈縮窄症術後の再狭窄に対するPTAを

彩＾

㌶︑臨

であったと考えている．このように第一選択と考えら

AP

AP

施行する時でも，患者の状態をよく観察し使用するパ
ルーンのサイズは慎重に選択することが大切だと考え
られた．

29．進行性大動脈縮窄に対するPTAの経験
新潟大学医学部小児科
佐藤

佐藤
同

放射線科

勇，福島

英樹

誠一，堺

薫

木村

125mm

元政

症例は5歳11ヵ月の男児．1ヵ月検診で心室中隔欠

Lat．

損，肺高血圧と診断された．1歳時に施行された右心

カテーテル検査では肺動脈圧98／48mmHg，平均70
mmHg，左室圧100／4mmHg，拡張末期圧10mmHg，

LAT

肺体血流比2．37であった．大動脈弓部はやや低形成で

あったが，大腿動脈の触知は良好であった．1歳6カ
月時に心内修復術を施行され，以後外来で経過観察さ

Co1A

VSD

p．o．

ID；0924172

れていたが，5歳10ヵ月時に高血圧を指摘されて当科
を紹介された．心エコー図で大動脈縮窄と診断され，

mmHg，狭窄下部で106／82mmHgと38mmHgの圧較

心臓カテーテル検査を施行された．狭窄上部で144／85

差を認め，造影上最小径4mmの局所性狭窄を認めた
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第8巻

第2号

（図）．横隔膜位での血管径は12．5mmであった．8mm

低下，左室駆出率は術前21％から28％に上昇した．心

径のultrathinカテーテル2本によるdouble

不全症状も著明に軽快した．大動脈弁下狭窄では術前

balloon

法により6気圧9秒間の加圧をおこない2回目の加圧

の圧差70，109mmHgから術後50，60mmHgにまでし

により狭窄部の解除が得られた．術中，徐脈，血圧低

か低下せずKonno手術となった．

大動脈弁上狭窄は術前100mmHgの圧差が術後も変

下などは，認められなかった．術後の造影では狭窄部
に動脈瘤様の構造を認めたが狭窄部位は約2倍に拡大

化せず手術を予定している．

大動脈弁狭窄，弁下狭窄，弁上狭窄ともに術後に大

していた．術後の引き抜き圧では残存圧較差を認めな
かった．術後10ヵ月を経過した現在，マンシェットに

動脈弁閉鎖不全の悪化を認めた例はなかった．大腿動

よる血圧測定では上肢血圧126／66mmHg，下肢血圧
110／60mmHgであった．術前術後を通じて，MRIによ

脈の損傷や下肢血圧の異常をきたした症例もなかっ
た．

結論：大動脈弁狭窄に対しては経皮的バルーン拡張

る血管の形態的観察を行っているが動脈瘤の拡大は認

術が治療の第一選択となりうる．大動脈弁下狭窄では

められていない．

心室中隔欠損の症例の中には，本例のごとく数年の

本手技で狭窄は軽減するが手術を回避することは難し

経過を経て顕在化する大動脈縮窄の症例があり，経過

い．大動脈弁上狭窄に対しては本手技は無効と思われ

観察が必要と考えられた，また本例のように局所性の

る．

31．生後19時間に月齊動脈経由でballoon

狭窄についてはバルーンによる血管形成術の適応があ

valvulopastyを施行し救命し得た新生児大動脈弁狭

ると考えられた．

30．左室流出路狭窄に対する経皮的バルーン拡張術

窄症の1例
名古屋第二赤十字病院小児科

東京女子医大循環器小児科
中西

敏雄，松本

小田川康久，中沢

康俊，山村

誠，門間

英司

矢守

和夫

目的：先天性大動脈狭窄症に対する経皮的バルーン

信昭，岩佐

同

循環器内科

同

心臓血管外科

細川

拡張術の有効性を検討すること．

秀一，末永

名古屋大学胸部外科

方法：乳児早期重症大動脈弁狭窄症2例（0，60日），

大動脈弁狭窄症7例（10ヵ月〜10歳），大動脈弁下狭窄

充二，安藤恒三郎

平山

治雄

義一，彦坂

博

渡辺

孝

新生児期発症の先天性大動脈弁狭窄症（以下criti−

2例（4，10歳），大動脈弁上狭窄1例（3歳）にたい

cal

AS）は自然予後不良であり従来より外科的治療が

しバルーン拡張術をおこなった．初期の1例のみ順行

なされてきた．近年catheter

性に，他は逆行性にバルーンカテを挿入した，Single

なり本疾患に対しても施行されるようになったがその

balloon法が3例，

適応，合併症など課題となる点も多い．今回我々は日

Double

balloon法が8例であった，

interventionがさかんと

大動脈弁狭窄に対しては弁輪径と同じないし1〜2mm

齢0に腰動脈経由でballoon

（1例で6mm）小さいバルーンを用いた．大動脈弁下狭

を施行し救命されたcritical

窄および弁上狭窄に対しても弁輪径の90〜100％の範

的問題点を含めて報告した．症例は生後8時間に呼吸

valvuloplasty（以下BV）

ASを経験したので手技

障害を主訴に入院した2，410gの男児．心エコーでは

囲内のバルーソを用いた．

結果：大動脈弁狭窄では術前の左室一大動脈圧差

EF

O．38，

MR（＋），大動脈弁は厚く可動性は制限さ

73＋22mmHg（平均＋標準偏差）（50〜110mmHg）か

れておりcritical

ら術後28＋22mmHg（0〜70mmHg）に減少した．70

シドーシス進行するため生後19時間にBVを施行し

mmHgの圧差を残した1例（弁輪径20mmに対し14

た（表1）．贋動脈に留置したシースよりカテーテルは

mmバルーンを使用）を除き全例で手術を回避，ない

腸骨動脈，下行より上行大動脈へと容易に進めること

し先送りし得た．大動脈弁口面積は術前O．60＋0．18

ができたが左室への挿入には60分必要であった．表1

cm2／M2から1．15＋0．33cm2／m2へと有意に増加した．

のごとく10気圧で2回inflationするもウエストを確

ASと診断．人工呼吸管理をするもア

乳児重症大動脈弁狭窄では1例は1．5kgの未熟児で

認できず，効果的な弁の裂開及び冠動脈圧迫による循

左室駆出率は極度に低下しており，術前圧差10mmHg

環動態の悪化をさける目的で，3回目は左室でバルー

からOmmHgに低下したが頭蓋内出血のため翌日死亡

ンをfull

した．他の1例は術前圧差25mmHgから12mmHgに

た．3回目の手技において循環動態は安定していたが，
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Balloon

dilatation

Morphine
Muscle

国55施設より解答を得た．その内BAVの経験のある
施設は20施設であった．施設毎の症例数は12例（2施

sulfate

設），9例（1施設），7例（2施設），6例（1施設），

relaxants

Umbilical
PTCA

technique

artery

cath．（Mans丘eld

4例（1施設），3例（2施設），2例（3施設），1例
（8施設）であり，総数77例（3例の再施行を含む）で

scientific）

あった．年度別症例数では（図1），我が国初例は1985

Diameter 4mm
Length
20mm
Guide

wire

Method

年8月，89年22例とピークを迎え，その後は横這いで

O．018

ある．死亡例は計8例（10．4％．）となっている．

InHated

twice

by

pulled

inflated

hand
balloon

to

10

from

atm
LV

and
to

then

Ao

性別は男59（76％），女18であり，年齢は，日齢0か
ら18歳（中央値4．23歳）であるが，年齢別構成を見る

と（図2），0〜2歳未満29，2〜8歳未満23，8〜18

バルーソはバーストした．BV後のAoGでARをわず
かに認めた．

歳25と各々約1／3つつを占めている．

臨床像

経過：BVに先立ち血行動態の評価ができなかった

BAVの適応理由は，心不全などの症状のあるもの

が，翌日には心収縮力及び心拡大の著明な改善を認め

56％，症状はないが心電図ないしは負荷心電図に異常

日齢6に抜管可能となり臨床的にBVはきわめて有

のあるもの20％，心エコー図異常のみのもの24％であ

効と考えた．その後水分負荷にて日齢19再び心不全悪

る．但し，有症状の頻度は患者の年齢で大きく異なり，

化し人工呼吸管理が必要となったため，左室経由で

2歳以上48例中14例（29．2％）に対し，2歳未満29例

closed

中26例（89．7％）（p＝O．OOOI），さらに1歳未満では21

valvotomyを施行した．その後循環動態安定し

外来経過観察をしていたが強心剤，利尿剤を減量でき

ず8ヵ月時よりチアノーゼを伴う苦悶様発作出現した

例全例が有症状であった．

大動脈弁の形態は，判明しているもの71例中，三尖

ため術後評価カテーテルを施行した．左室大動脈圧較

差は29mmHg，
がPAP

LVEDP

13mmHg，

EF

60％であった

74／35mmHg（Pp／Ps＝0．9）と肺高血圧を認

めた．肺高血圧の原因は不明であるが10ヵ月時の心電
図においても著明な右室肥大所見を認め慎重な経過観
察が必要と思われる．

結語：1）日齢0に施行したBVは救命的手段とし

25

一

20

一

口annual

totapatients

■death

一

一

一

15

一 一

10
一

5

て有用であった．

2）膀動脈はカテーテルの挿入が容易であり大腿動
脈使用に比べ合併症も少ないと思われるが操作性に問

［

0 ［ 一 一
185

186

87188

題があり心エコーを併用するなど工夫を要す．

一

一

18g

IgO

lgl

unknown

yea「

3）本症例では原因不明の肺高血圧症が残存してお

Fig．1

Annual

number

of

the

patients

り今後慎重な経過観察が必要である．

32．我が国における先天性大動脈弁狭窄に対するバ
ルーン大動脈弁形成術
国立小児病院循環器科
小池
石沢

一行，磯田

貴義，先崎

秀明

〉＝16yr：3

．㌻謙蔭＝

瞭

Cardiology研究会の先天性大動脈弁狭窄の治療選
択に関するシンポジウムの機会にバルーン大動脈弁形
成術（BAV）についての全国集計がおこなわれた．
症例数

1991年12月末日締め切りの質問表調査において，全

Fig．2
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弁30例（42％），二尖弁28例（39％），異形成弁13例（18％，

一 尖弁1，弁欠損1を含む）である．2歳未満29例と

第8巻

第2号

を認めた．

BAVの効果に及ぼす要因の分析

2歳以上42例を比較すると，三尖弁31％対50％，二尖

分析した要因は，年齢，性別，身長，体重，症状の

弁31％対45％，異形成弁38％対5％と2歳未満に異形

有無，大動脈弁形態，術前左室駆出率，麻酔方法，バ
ルーンの種類，大動脈弁輪径，バルーン径／大動脈弁輪

成弁の占める頻度が高い（p＝0．0001），

BAVの手技

径比，大動脈弁逆流の有無，術前大動脈圧，左室圧，

麻酔の種類は挿管全身麻酔25％，静脈麻酔56％，局

左室拡張末期圧，圧較差など多岐にわたった．

所麻酔19％である．バルーンカテーテル挿入経路は大

死亡例の検討では，死亡に有意な影響を与える要因

腿動脈94％，腰帯動脈3％，卵円孔ないし心房中隔欠

を上げると，死亡例は年齢が若く（O．

38

vs

6．42，

p＝

損経由3％，経中隔穿刺1％である．バルーンカテー

0．0018），術前の左室駆出率が低く（47．2

vs

71．5，

p＝

テルの種類は標準型弁形成用32％，末梢血管形成用

0．Ol54），左室圧が低く（107

p＝0．0001），左

29％，井上バルーン21％，村上バルーソ13％，冠動脈

室拡張末期圧が高く（27vs

172，

14．4，

p＝0．0233），血圧

形成用6％であり，19％にダブルバルーソ法が用いら

が低い（58vs

れた．

能が悪い傾向にあり，また術後圧較差減少率も低かっ

大動脈弁輪径3〜27mm（平均14．4±6．2mm）に対し
て，使用したバルーン径は2．5〜28．8mm（平均13．0±

た（−3．4vs

94，

vs

55．4，

p＝O．0001），つまり術前の左心機

p＝0．0002）．

有効例の検討では，有効例と無効例（死亡例を含む）

6．3mm）であり，バルーン径／大動脈弁輪径比は

との比較では，有効例は年齢が高かった（6．96vs

0．44〜2．0（平均0．88±0．21）であった．

p＝O．028）．尚，術前のドプラー圧較差（112vs

4．31，

94，

BAVの結果

p＝0．050）は有意差が有るものの，ドプラー圧較差は

左室収縮期圧は，術前166．4±42．2mmHgから術後

年齢と高い相関を示し（r＝0．962），独立の要因とは言

143．3±30．OmmHgへ，大動脈収縮期圧は90．7±21．O

えなかった．一方，麻酔方法，バルーンの種類，バルー

mmHgから95．0±23．6mmHgへ，カテ時収縮期圧較

ン径／大動脈弁輪径比などの手技に関わる点や，術前の

差は75．5±31．9mmHgから45．8±28．1mmHgへ，ド

左室駆出率，左室圧，左室拡張末期圧，血圧，大動脈

プラー圧較差は104．7±39mmHgから44．0±23．7

弁逆流の有無などの血行動態指標は，有効，無効の要

mmHgへ変化した．またカテ時圧差減少は31．3±25．7

因とは成らなかった．

mmHg，ドプラー圧差減少62．0±45．9mmHg，カテ時
圧差減少率〔（術前圧差一術後圧差）／術前圧差〕40±

29％，ドプラー圧差減少率51±32％であった．

合併症

最も重大な合併症で有る術後死亡は8例に認められ
た．全例男児，年齢は日齢0から18ヵ月，中央値0．97

BAVの効果判定

ヵ月，体重は1．6から5．2kg，平均3．6±1．2kgと小さな

各症例毎のBAVの効果判定基準を次のように定め

症例ぼかりであり，術前，いずれも高度の心機能不全

状態にあった．2例に複雑心奇形の合併を認め，左心

た．

有効：術前症状の有る患者では症状の消失ないし軽

低形成症候群および肺動脈弁閉鎖心室中隔欠損であっ

減により退院帰宅でき，無症状の患者では圧差減少率

た．大動脈弁の形態は，弁欠損1例，1尖弁1例，異

50％以上あるいは術後圧差40mmHg未満．

形成弁3例，2尖弁2例であり，3尖弁は1例に過ぎ

無効：術前症状の有る患者では症状の残存あるいは

なかった．術中死亡2例，その内の1例は大動脈の穿

無症状の患者では圧差減少率50％未満あるいは術後圧

孔による．他は術後1から18日で死亡している．その

差40mmHg以上．
死亡：BAVに関連した死亡であり他の原因の死亡

理由は頭蓋内出血1，心筋梗塞1，心室細動1，他は
心不全の増悪による．

死亡以外の重大な合併症では，日齢8で心タンポ

は除外．

全体では，有効43（56％），無効26（34％），死亡8

ナーデのため心嚢穿刺を要したもの，14ヵ月で術後低

（10％）であったが，患者を2歳未満29例と2歳以上48

血圧で心マッサージを要したもの，14．9歳で経中隔順

例の2群に分けて比較すると，有効12（41％）vs

行性BAVにより僧帽弁断裂を来たし，8ヵ月後外科

31（65％）（p＝0．0006），無効9（31％）vs

的僧帽弁修復術を要したものが各1例有る．

17（35％），

死亡8（28％）vsO（0％）（p＝0．0001）と有意な差

大動脈弁逆流については，術前大動脈弁逆流を示し
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たのは第1度20例，第2度5例，第3度1例であった

績，予後，合併症などあらゆる面での違いである．全

が，術後は第1度26例，第2度9例，第3度6例となっ

た．逆流の増悪度で見ると1度21例，2度4例で3度

体の約3分の1を占める2歳未満児では，心不全など
の症状を示す割合が高く（90％），異形成弁が多く

以上は認めず，大動脈弁逆流のために緊急手術を要し

（38％），死亡率が高い（28％）．一方，この年齢層に於

た症例はなかった．

ける外科的弁形成術の効果には限界があり，弁置換術

大腿動脈の閉塞ないしは障害は6例が報告され，い
ずれも乳児である．輸血を要した出血が1例に報告さ

は不可能であるため，治療選択としてBAVが最も期
待されている．

今後，BAVの手技，術前術後の患者管理の改善を通

れている．

BAVの予後

して，BAVの成績の向上が強く望まれるところであ

BAV後，何らの侵襲的治療も受けず生存している

る．

文

症例は55例（71％）である．

術後死亡例8例を除いた61例中，遠隔期に1例が合

併心奇形により死亡している．BAV後緊急手術が2
例に施行された．日齢0および日齢23の新生児では術
後16日ないし14日でclosed

valvotomyが行われとも

1．Lababidi

Z，

balloon

aortic

patients．
2，Rocchini
son

Wu

Am

AP，

L，

献

JR，

Walls

JT：Percutaneous

valvuloPlasty；
J

results

in

23

Cardio11984；53：194−197．

Beekman

Schwartz

RH，

D，

Kan

Shachar

GB，

JS：Balloon

Ben−
aortic

に改善している．遠隔期に再度BAVを必要とした症
例は3例である．このうち日齢22で最初のBAVを受
けた症例は1．5歳で再度BAVを受け，1．8歳でopen
valvotomyの後，17日で緊急にKonno手術を受け台
上死した．他の2例は各々1．6ヵ月，2ヵ月でBAVを
受けた後，共に1歳でBAVを再施行され改善してい
る．BAV後遠隔期に手術を要した症例は他に8例あ

3．才木邦宣，加藤裕久，鈴木和重，井上 治，三ケ島
尊利，豊田 温，赤木禎治，佐藤 登，高木純一，

る．open

4．Sholler

valvotomyが行われた症例は3例であり，

各々1ヵ月，10ヵ月，8．3歳でBAVを施行後，2．2歳，
1．3歳，8．4歳でopen

valvotomyが行われ改善してい

る．他に3．9歳，および5，2歳でBAVを受けた2例が
Konno手術を名々6．3歳と5．9歳で受け改善している．

他に3例が10歳，11歳，14歳でBAVを受けた後，通常

valvuloplasty：Results
Angioplasty

Am

J

of

Cardiol

of

the

Congenital

Valvuloplasty

Animalies

and

Registry．

1990；65：784−789．

大原延年，江藤仁治：先天性大動脈弁狭窄症に対
aortiv valvuloplasty（BAV）．日小
循誌，1990；5：541−456．

するballoon

Lock
valve

GF，

Keane

JE：Balloon

JF，

stenosis：Results

cal

and

and

morphological

Circulation

Perry

dilation

of

SB，

Sanders

congenital

influence

features

of

on

SP

aortic

techni−

outcome．

l988；78：351−360．

33．乳児期初期にBalloon

Valvuloplastyを施行し

た重症大動脈弁狭窄3症例の長期フォローアップ

の弁置換術を受け改善している．

北里大学医学部小児科

考案

先天性大動脈弁狭窄（AS）に対するBAVが，1984
年に初めて報告されて以来1），欧米ではすでに数多く
の症例が蓄積されつつある2）．ところが我が国では，第

1例こそ1985年8月と欧米にそれほど遅れることなく
施行されたが3），その後の症例数は決して多くない．例

えぽ，我が国では今回の全国集計で5年4ヵ月間で，

77例であるが，これはBoston小児病院ひとつで2年
8ヵ月間に80例と比較するといかにも少ない4）．その

ため，我が国でのBAVの適応決定や手技の普及改良
のためには，今回のような全国集計による症例検討が
特に重要と言える．

今回の集計結果からは様々な考察が引きだられると

期待されるが，まず一点，注目されることは，2歳未
満の症例と2歳以後の症例との，臨床像，重症度，成

同
はじめに

藤野

宣之，

平石

堀口

泰典，

縣

八代

公夫

胸部外科

中江

聡，広田

浜夫

陽太郎，三沢

仁司

世明，石原

昭

これまでに我々は新生児および乳児にお

ける重症の先天性大動脈弁狭窄に対してBalloon
Aortic

Valvuloplasty（以下BAVと略す）の有用性を

報告してきた．今回はBAVを施行したAS症例の長
期フォローアップの途中経過を報告する．

対象：対象はこれまでに報告した乳児期に初回の

BAVを施行した3症例と，5歳時にBAVを施行した
1例の4症例である．性別はいずれも男児であり，2
例に対し大動脈弁置換術を施行し，うち1例を失った．

方法：フォローアップ期間は2年7ヵ月から5年10
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2歳時に心不全のコントロールが出来ずに大動脈弁

ヵ月である．その間に左心室一大動脈圧較差（以後

置換術（Konno

PRG），大動脈弁輪径（AN），左心室後壁厚（LVPWTh）

s

op．）を施行した症例4（図：Case

4）

そして僧帽弁，大動脈弁逆流の程度（MRおよびAR）

は著明な左心室の肥厚を示しており，拡張障害により

を計測した．

術中死亡した．

結語：新生児および乳児期における本症に対して

結果：ARはBAV後4例とも1度と軽度であっ
た．BAV後に圧較差の著明な低下と心不全症状の改

BAVは極めて有用であるが，外科的治療に踏み切る

善が認められ，いずれも外来での経過観察が可能と

時期の選定に更なる検討が必要と考えられた．

34．Inoue

なったが，圧較差は6ヵ月以内に再び増大し，2症例

Balloonを使用した経皮的大動脈弁形成

術の成績と術後経過

では2回目のBAVを施行した．

国立循環器病センター小児科

生後4ヵ月にBAVを施行した症例1ではPRGは
25mmHgまで低下し，その後も身長，体重増加および

越後

茂之，小笹

浩，布施

茂登

運動能力も正常範囲内と安定しているため，PRGが，

黒江

兼司，小野

安生，神谷

哲郎

木村

晃二

同

次第に増大している5歳10ヵ月になる現在も手術的治

武田病院心臓外科

療を拒んでいる．しかし，ANは4歳頃より増加は認め

られず，MRは2度と増悪し，

放射線科

井上

寛治

目的：先天性大動脈弁狭窄に対する，経皮的大動脈

LVPWThは増大を認め

ている．

弁形成術（PTAV）の成績と術後経過を分析し，その

生後50日にBAVを施行した症例2ではBAV直後
のPRGは32mmHgまで低下した．1年後の心臓カ
テーテル検査ではPRGは再び92mmHgまで増大し

臨床的有用性の評価と手技上の問題点を検討した．
値二9歳10ヵ月）の先天性大動脈弁狭窄の小児12例で，

ていたため，2回目のBAVを施行した． PRGは42
mmHgまで低下し，その後も50mmHg以下を保って

あった，全例，Inoue

いる．ANは初回のBAV後1年で5mmから9mmと

enbrough法を行ってantegrade

増大し，その後も増大を続けている．LVPWThは2回
目のBAV後減少を認めた． MRは経過中認められな

例はretrograde

方法：分析の対象としたのは4歳から16歳（中央
このうち3例の大動脈弁は二尖弁，9例は三尖弁で
Balloonを使用し，6例はBrock・

approachで，他の6

approachにて，いずれも段階的にバ

ルーン拡大を行った，PTAV後1年を経過した症例に

かった．

ついては，術後のカテーテル検査を行ってその効果を

5歳10ヵ月時にBAVを施行した症例3では一時的
にPRGの低下をみたが，6ヵ月後には再びPRGが80

評価した．

mmHgと増大し，6歳8ヵ月で大動脈弁置換術

結果二図1のように，PTAV後の収縮期圧較差が50
mmHg以下になり，且つ収縮期圧較差の減少率が40％

（Konno

以上の良好な圧較差の改善がみられたのは7例であっ

s

op．）を施行した．術後経過は順調で

た．また，2例は減少率は低値であったが圧較差は50

LVPWThは手術後低下傾向を示している．

mmHg以下になり，1例は53mmHgの圧較差が残存
Case

CmrnH9）

したが減少率は46％であった．しかし，2例は効果が

4

186°
↓Konno

江

︒

70
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加
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（rnm）16
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認
O
㏄
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認められなかった．

PTAVによる大動脈弁閉鎖不全の増加が2度
（Sellers分類）以上みられた症例は2例であり，このう

10

20

40

30

ち1度から3度へ増加した症例はPTAV後に左室拡
張末期容積がかなり増大した．この2例のPTAV施
行時の最終バルーン径は大動脈弁輪径の90％以上で
あった．

PTAV後1年を経過した時点で行ったカテーテル
検査では，5例中4例が収縮期圧較差を50mmHg以下
の値で維持していたが，1例ではPTAV直後に減少
していた圧較差が再び50mmHg以上になった．
o

10

20

30

40
Age〈menth｝

PTAV後最も長期に経過観察している症例は4年
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CORRELATION between REDUCTION
and SPG after PTAV

of

黒田

啓史，石原

義紀

武田病院心臓血管外科

井上

寛治

SPG

室10・

我々はVSD，

：、。

PDAを伴うsevere

経験し，ASに対し経皮的balloon

ASの新生児例を

aortic

valvuloplas−

ty（BAV）を試みた．今回は自験例をもとにBAVの

き・・

方法と適応について検討した．
…、。

症例：生後2日の女児．在胎40週，2，598gで出生．

1、。

生後1日目に多呼吸，心雑音に気付かれ，生後2日目
に入院となった．入院時は多呼吸でbounding

pulseを

認めた．心音は奔馬調律でII音は尤進し，2LSBに駆出

0
0

20

reduction

40

of

図

60

SPG

80

100

性収縮期雑音，4LSBに逆流性収縮期雑音を聴取した．

（％）

呼吸音は清で，肝を2横指触知した．入院時胸部X−P

1

は，CTR

O．6で肺血管陰影の軽度増強を認め，心電図

はV1のR波増高，

V5，6の深いS波，

V3〜5の陰性T

になるが，ドプラによる計測では再狭窄の兆候はな

波を認めた．心エコーでは，大動脈弁の弁輪径は6mm

かった．一方，PTAVによって施行直後には比較的良

で弁はドーム状に開放制限を認め，bicuspid

好な圧較差の減少がみられたにもかかわらず，数日内

あった．上行大動脈はpost

に再度著明な圧較差がドプラにて推測された症例が

め，

doppler

stenotic

valveで

dilatationを認

echoによる大動脈駆出血流速は2．8m／sec

であった．他に径5mmのVSD（II型）と径8mmの

あった．

考案二今回の分析では，大動脈弁が二尖か三尖かに

よってPTAVの結果に差がでることはなかった（図
1）．PTAV後数日内に再度著明な圧較差が出現した

PDAが確認されたが左室容積，収縮能ともに正常で
あった．以上よりvalvular

AS，

VSD，

PDA，

PHと

診断した．入院後うっ血性心不全が増悪し，生後11日

例では，大動脈弁輪径に対して相当小さいバルーン径

目に肺うっ血軽減の目的でPDAの外科的切断を行っ

（71％）でPTAVを開始したため，癒合した弁尖が切

た．しかし術直後よりLOSとなり，術後7日目の生後

開されず，弁口が一時的に伸展した可能性が高いと考

18日に緊急で1回目のBAV（大腿動脈をcutdownし

える．

逆行性）を施行した．バルーンカテはshaft径5F，バ

PTAVは著明な効果がみられる症例もあるが，全く

ルーソ径5mmのBoston
cath．を使用し，

Scientific社製Ultra
balloon−anulus

thin

圧較差の減少がみられない症例もあり，弁の形態に

balloon

ratio（BAR）

よって事前に効果を予想することはできないが，減少

は0．83で行った．BAV後圧較差の減少はみられな

した圧較差が長期にわたって維持される症例もみられ

かったが，臨床的には改善を認めた．しかしその後も

るため，大動脈弁交連開術や弁置換術の施行の前に試

肺うっ血が強く抜管困難な状態で，生後3ヵ月時に2

みる価値のある治療法であると考える．また，著明な

回目のBAV（大腿動脈を穿刺，逆行性）を施行した．

大動脈弁閉鎖不全の発生を防止し，癒合した弁尖を切

この時のバルーンカテーテルはshaft径4．5F，バルー

開するためには大動脈弁輪径の85〜90％のバルーン径

ン径8mmの東レ社製Inoue

にてPTAVを開始し，充分な圧較差の減少がみられ

BAR

ない症例については，大動脈弁閉鎖不全の増加がなけ

少したが，新たにII／IVのARが出現し，結局臨床的に

balloon

cath．を使用し，

1．0にて施行した．圧較差は67から27mmHgに減

れぽ，バルーン径を更に大きくして施行するのがよい

は改善を認めなかった．最終的に1ヵ月後VSDの開

と考える．

心閉鎖術を施行して肺うっ血は軽減，術後11日目に抜

35．VSD，

PDAを伴ったvalvular

ASの新生児例

管した．現在生後7ヵ月で，圧較差40mmHgのASと
II／IVのARを認めるが状態は安定している．

に対するBAVの経験
福井心臓血圧センター福井循環器病院小児科
神谷

康隆，大中

正光

るbicuspidかつmonocommissural

mentary

福井愛育病院小児科
増田

鎖時に確i認した大動脈弁はrudimentary

淳司，松田

義和

cuspを有す

valveで，

rudi・

cuspは中央で完全に裂けており，2回目の

BAVでrudimentary
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はBAV後1．6±1．1年でdP：24．1±19．2mmHgであ
り，これにドプラエコー所見を含めてもBAV後1．9±

された．

考察二本例におけるBAVの問題点．1）有意な
VSD， PDAを伴う：実際にはPDA dependentであ
り，PDAを切断する前にBAVを試みるべきであっ
た．2）ASの重症度の評価：初診時ASの程度を過小

1．5年（最高6年）でAP：33．1±21．1mmHgと有意な
効果は持続していた．17歳，15歳と比較的年長の2例
で再狭窄の所見があった．ARについてはSellers分類

評価していた．VSDの存在は左室から右室へ圧と容量

上BAV直後に4例で1度，1例で2度の増強があり

をIOSSするため一見左心機能は正常に見えるが，左室

更にfollow・up中に3例で1度，1例で2度の増強が

からの順行性血流は更に減少している．3）大動脈弁形

あった．

乳児期のcritical

態：本例はmonocommissural valveでBAVにより
ARの出現する可能性が高かった．4）BAVの適応：
有意なVSDを合併する場合， ARを作らずにASを十
分解除する完壁な修復が要求され，BAVの適応には

ASのうち1例は1990年1月に

BAVを施行した．弁輪径9mmであったため8及び7
mmのMeditech社Ultrathinの挿入を試みたが狭窄
が強く弁輪部へ到達できず，まず5mmでBAVを施行
した．しかしAPは50→80mmHgと効果は薄く再度7

詳細な検討が必要である．

36．バルーン大動脈弁形成術（BAV）の術後経過と

mmの挿入を試みたところ突然の心室性頻拍がおこり
DC

合併症

shock後の心電図では1，

aVL，

V3〜6のST上昇が

あり側壁主体の心筋梗塞の所見を呈していた．ICUで

久留米大学小児科

才木

邦宣，高木

井上

治，加藤

正浩

治療したが救命しえなかった．またもう1例は1991年

鈴木

和重

mmであったが，エコー上弁口は2mm程度しか開いて

：豊田

温

いなかったため救命治療として4mmのUltrathinで
BAVを施行して症状や心電図上のストレインパター

純一，石井

9月関連病院にて施行した．この症例では弁輪径は9

裕久

北九州中央病院小児科
聖マリア病院小児循環器科

目的：当科における小児期の先天性大動脈弁狭窄症
（AS）に対するバルーン弁形成術（BAV）の術後経過

ンは改善して外来follow−up中である．しかし使用し

及びcritical

2例を含む平均年齢8．0±6．1歳の15症例に対して

たバルーン径の関係上現在もドプラエコー上60
mmHg程度の圧較差が残存し再度の治療を検討中で
ある．この症例ではエコー下にBAVを施行しており

BAVを施行した．方法は全例逆行性のsingleまたは

ドレナージ等迅速な処置ができ大事にはいたらなかっ

double

AS例の合併症について報告する．

対象・方法：1985年10月〜1991年9月にcritical

AS

balloon法にて施行した．小児例では有効性と

たが，soft−tippedのガイドワイヤーを使用したにもか

閉鎖不全（AR）の予防を考えてバルーン径／弁輪径比

かわらずinflation中に心穿孔による心タンポナーデ

は90〜100％程度としたが，critical

をおこした．

AS例では救急治

結語：①小児期のBAVは有効かつ安全に施行でき

療として施行したため比は小さくなった．

結果：小児期のi3例では左室大動脈圧較差（AP）が

その効果は少なくとも2年以上（最高6年）の経過で

前後で76．6±21．6→29．5±15．3mmHg（p＜0．001）へ

持続する．②critical

と有意に改善した．BAVは方法（single，

double），外

して有効であるが，治療時期，手技，器具，術中管理

科手術歴の有無，弁形態（三尖，二尖）に関係なく有

等細心の注意が必要である．特に迅速かつ非侵襲の手

効であった．follow・upカテーテルを施行した8例で

技が必要であると思われた．

Table

Pressure

gradient

between

the

n

Before
（mmHg）

totaI

13

76．6±21．6

29、5±15．3＊口

Cath．

8

79．5±24．5

29．9±16．9⇔

Immediately

LV

and

the

ASに対するBAVは救命治療と

aorta

Follow−up（㎜Hg）

after

（mmHg）

〔follow−up

〔

duration〕

24．1±19．2申傘

1．6±1．1years（1．0〜3．5）〕

Cath．十ECHO
Cath．：cardiac
significant

12

76．3±22．6

29．4±16．0＊＊＊

33．1±21．1⇔

〔1．9±1．5years（0．5〜6．2）〕

catheterization，

difference

as

compared

ECHO：echocardiography，
to

before

n：number

of

patients，

data＊＊：p＜O．Ol，＊＊＊：p＜0．001
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