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幼犬を用いた血管内ステント移植の実験
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　大動脈縮窄および末梢性肺動脈狭窄を想定して正常幼犬にステントを移植し，その後の血管造影およ

び組織所見を検討し，臨床的に使用可能かどうかを検討した．対象は幼犬6頭，体重6．4～10．5kgである．

用いたステントStrecker　stent（Boston　Scientific社製）で肺動脈一4，大動脈一3，下大静脈一1の計8ス

テントを移植した．その結果，7ステソトは目的部位に移植できた．2頭は上腸間膜動脈血栓症および

大腿動脈からの出血のため死亡した．血管造影による検討では，1頭を除いて全てフォローアップを含

め分枝の造影度は良好であった．ステントおよび血管径の計測では，移植前の血管径7．5±1．5mm，直後

のステント径6．9±1．7mm，フォローアップ6．9±2．1mmであった．組織学的検討では移植後3～4週で

既に新生内膜がステント内側に存在していた．走査電顕所見でも新生内膜の最も内側に正常と同様の内

皮細胞層が認められた．

　血管内ステントは小児の先天性大動脈縮窄や末梢性肺動脈狭窄などに用いることができると思われ

る．今後，適応を選び，臨床的に検討する必要があるかと思う．

　　　　　　　　　はじめに

　血管内ステントは古くは1964年にDotterら1）に

よって報告されたのが始まりで，最近では，成人の冠

動脈疾患を対象にした冠動脈内ステントの報告が少な

からず散見されるようになった2）～4）．しかし今のとこ

ろ日常の臨床でルーチンに使用するまでには至ってお

らず，今後は更にステント材質，安全性，適応などの

種々の問題に関する基礎的および臨床的検討が重ねら

れると思われる．

　小児領域でのステントに関する報告は1990年に

Mullinsらのグループ5）によって最初に犬を用いた動

物実験の報告がなされた．最近ではLockおよびMul－

linsらのグループ6）によって末梢性肺動脈狭窄に対す

るPalmaz－Schatzステントの臨床治験の報告がなさ
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れた．この報告が小児の先天性心疾患に対するステソ

ト移植の臨床的検討としては唯一である．いわゆる

native（手術を行っていない）の大動脈縮窄や末梢性肺

動脈狭窄のバルーソ拡張術は常に血管破裂や動脈瘤な

どの合併症を生じる危険性がある．さらに大動脈縮窄

では再狭窄を生じ7）8），末梢性肺動脈狭窄は狭窄部が肺

内であるため手術が難しく，また有効率50％程度と低

く9）1°），その意味ではステソトはバルーン拡張術の無

効例や再狭窄例に今後用いることができる可能性を多

いに含んでいる．

　今回，著者らはnativeの大動脈縮窄，肺動脈狭窄を

想定し，その後の血管造影および組織所見を観察し先

天性心疾患に使用可能かどうか検討した．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は雑種幼犬6頭を用いた．体重は6．4～10．5kg

で年齢は生後3ヵ月から6ヵ月であった．幼犬を用い

た理由は，（1）小児へのステント移植術を技術的な意
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図1　Streckerstentの全体図（Boston　Scientific社

　より）バルーンが膨らむとステントの中央から拡が

　る．ステソト径7mmのステソトは9Fのシースに挿
　入できる．

味で検討するため，生理的により小児に近いと考えら

れる幼犬が適当である．（2）小児の成長と再狭窄ある

いはredilatationなどを検討するにあたりより短期間

で観察できると考えたからである．

　ステントおよびその移植法：用いたステントは

Strecker　stent（Boston　Scientific社製，胆管拡張用），

径7mm及び10mm，長さ2～4cmである．　pentobar－

bital　20～25mg／kgで静脈麻酔をした後，右大腿動静

脈を穿刺ないしカットダウンし，Bermanあるいは

balloon　wedge　catheterを用いて目的の部位の動脈造

影を2方向（正側面）で行った．次にカテーテルの径

を基準にして動脈径を計測し，それと同等ないし

110～120％大程度のものを移植ステントとして選択し

た．

　ステントはtantalum金属を素材に作られており，

図1に示すように入手した時点で既にバルーンカテー

テルの上に巻き込んであり，ステント端はスリーブの

中に入っている．バルーンが拡張すると図1の様にバ

ルーン中央部から拡張する．拡張用のバルーンはステ

ント7mm，10mmに対してそれぞれ7mm，10mm径の

バルーソが使用されている．ステント径が7mmのもの

は9から10F，10mmのものは12　一一　14Fのシースに挿

入可能であった．ステントの挿入はガードワイヤーを

用いて行い，long－sheethは使用せず，直接目的部位に

挿入した（実際の臨床ではシースを用いた方がよいと

思われる）．目的部位に到達した後，バルーンを拡張さ

日小循誌　8（3），1992

せ，ステントが十分に開いたのを確認した上で，再び

バルーンをしぼませステントのみを留置した．移植後

は移植前と同様に正側面で造影を行い，留置部位にお

けるステソトの位置，動脈およびその分枝の形態を観

察した．

　抗凝固剤として1頭（Dog　B）を除いてアスピリン

10mg／kg／日を投与した．　Dog　Fは1ヵ月以降はアス

ピリンを中止した．また術中には全例にヘパリン100

U／kgを投与した．

　病死した2頭および残りの4頭については移植後3

～ 12週で解剖し，組織学的に観察した．

　血管造影学的および組織学的検討二

　血管造影による検討は，（1）分枝の造影度を観察評

価，（2）造影前後およびフォローアップの造影でのス

テント径の計測を行った．

　組織学的検討では主にステントの内側に生じる新生

内膜の状態について光顕（Hematoxylin－Eosin，　Azan，

Elastica　van　Gieson染色），電顕および走査電顕を用

いて観察した．また新生内膜における内皮細胞は抗血

小板V田因子抗体（ポリクPナール抗体）を用いて染色

した．正常対象として大動脈の場合はステントの留置

部位から2～3cm離れた部位を，肺動脈の場合は対側

の肺動脈を採取し比較した．

　統計：ステントおよび血管径は平均±標準偏差

（mm）で表し，その比較にはStudent－t検定を用い，

危険率p＜O．05を有意とした．

　　　　　　　　　　成　　績

　（1）移植後の自然歴について（図2）：幼犬6頭に対

して8ステントを移植できた．8ステントの内訳は肺

動脈内一4（左肺動脈一3，右一1），大動脈内一3，および下

大静脈ない一1であった．下大静脈のステント（Dog　F）

は最初は肺動脈に留置する予定であったが，ステント

の金属が三尖弁にひっかかり，結果として下大静脈に

留置された．従って8ステント中7ステントは目的部

位に移植できた．

　6頭中2頭（Dog　AおよびB）はそれぞれ大腿動脈

からの出血，上腸間膜動脈の血栓症による腸重積で病

死した．Dog　Bはアスピリンを投与しなかったためか

死亡後のステソト部位の剖検所見では，上腸間膜動脈

分枝部に大量の血栓が付着していた（図3A，　B）．残り

の4頭はそれぞれ3，4，5および12週で血管造影を

行った後，解剖し組織学的に検討した．

　（2）血管造影による検討（表1）：ステントおよび血

管径の詳細は表1に示した．移植前の血管径（目的部
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図2　幼犬6頭の自然歴
Dog　A，　Bは病死である

（A）

購

　　　　　　　　　　　（B）

図3　DogBの血管造影（A）および剖検所見（B）．

　（A）ステントは上腸間膜動脈の分岐部にまたがっ

　ており，またアスピリンを投与しなかったためか，

　移植後3日で上腸間膜動脈閉塞による腸重積のため

　死亡した．（B）死亡後の剖検所見ではステントの内

　側に大量の血栓が付着していた．

表1Angiographic　arterial　and　stent　diameters　before　and　after　stenting

Weight
Stent Diameters ofPAandAO on　angiography（mm）

Do9 （kg）
Position Size（mm） Before After Follow・up Branch

A 8．0 lt．　PA 7×40 9／7，5／5 7．5／7／7
一 poo「

B 10．5 Ao 7×40 8／7，5／7 7，5／6，5／6．5 SMAO
lt、　PA 7×40 8／7／7 8／6／7

一 good

C 8．0 Ao 7×20 6／6／6 6．5／6／7 6／6／7 good

D 7．0 rt．　PA 7×30 9／7，5／7 8，5／6，5／5．5 8．5／6／5．5 good

E 6．4 lt．　PA 7×40 6，5／6，3／6 6，5／5，5／6 6，5／5，5／6 good

F 8．2 Ao 10×45 11／10．5／10 11／10．5／10 10／10／9．5 good
IVC 7×40 mislodged

Ao＝aorta，　IVC＝inferior　vena　cava，　PA＝pulmonary　artery，　SMAO＝superior　mesenteric　artery

occlusion，　A／B／C　indicates　proximal／middle／distal　stent　diameters　on　angiography

位の血管を3部分に分け，その中央値）は7．5±1．5

mm，移植後のステント径（ステントの中央の径）は

6．9±1．7mm，フォローアップでは6．9±2．1mmで

あった（図4A）．移植後のステント径を移植前の血管

径との比（％）で表すと，移植後91±6％，フォロー

アップ94±5％であった（図4B）．最も長期にフォP一

アップできたDog　Fではステント径はほとんど変化

していなかったが，ステント前後の血管径が成長のた

Presented by Medical*Online



444－（44） 日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第3号

actual

diameter
（mm）

10

5
e“’一’一一一一一一一一i一

69
±

力

％changes

100

古
±
口

69
±

け

50

original　　after

　Slze

fo‖ow－up original　　after

　Size

follow－up

　　　　　　　　図4　ステント移植前後の血管およびステント径

A実測値，B移植前の血管径を100とした時の移植後のステント径を％で表した．血管

径は移植目的部位の血管を3部分に分け，計測した．このグラフ中での値はその中央

の値を示す．ステント径は同様に3部分に分けた時の中央値である．いつれの数値も

有意差なし．

㌶

紗灘

　　　　　　　　　　　　図5　Dog　Fの血管造影所見

A：移植前の造影，B：移植直後の造影，　C：フォローアップ（移植後12週）の造影．

フォローアップでは幼犬の成長に伴って大動脈は成長しているが，ステント径（黒矢

印）は変化せず相対的に狭窄化している，また椎骨動脈（白矢印）も開存している．

め増加し，相対的にステントが細くなったように思わ

れた（図5）．

　分枝の造影度は移植直後ではDog　Aの肺動脈分枝

を除いて全て良好に造影されていた（図6）．フォロー
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図6　Dog　Eの造影所見：左肺動脈内に移植されたステント．肺動脈分枝は良好に造

　影されている，矢印はステソトを示す．A：第1斜位，　B：第2斜位

アップの造影が得られた4ステントでも全て良好に造

影された（表1）．

　（3）組織学的検討：ステント移植後早期に死亡した

Dog　AおよびBでは新生内膜は肉眼的にも組織学的

にも認められなかった．上腸間膜動脈血栓症を来した

Dog　Bでは白色および赤色血栓がステント内側に大

量に付着していた．移植後3～4週で解剖したDog

CEでは約100μm厚の新生内膜が存在していた（図7

A）．また移植後12週経過したDog　Fでは更に厚い内

膜（140μm）が新生されていた（図7B）．増殖した新

生内膜の中には赤血球および繊維芽細胞が所々に認め

られた，中膜はステント金属の圧迫による歪みが多少

みられたが，外膜には大きな変化はなかった．抗血小

板V田因子抗体で内皮細胞層を染色すると正常コント

ロールの内皮細胞層では他部分と比較し強い褐色に染

色されたが，それと同様に新生内皮細胞層でも褐色に

染色された．すなわち，最も内側では通常の内皮細胞

層と同様の内皮細胞層が存在していたと考えられる

（図8）．

　走査電顕所見ではステント金属を取り囲む様にして

内膜が新生し，強拡大では正常内膜層と同様に配列し

た内皮細胞の核が観察された（図9A～B）．

　　　　　　　　　　考　　察

　ステソトにはself－expandable（カテーテルから離脱

すると自然に膨らむ）とballoon　expandable（バノレー

ンカテーテルの上に巻いてバルーンを膨らますと同時

に膨らむ）ステントがある11）．self－expandableステン

トにはWallステントがある，　Palmaz－Schatzや

Streckerステントはballoon　expandableステントの

代表であり，特にPalmaz・Schatzステントはバルーン

によりステントサイズを調節できる利点がある．今回

の実験で用いたStreckerステントは前述した様に，最

初はバルーンの中央から紡錘状に膨らむため，

Palmaz－Schatzステソトの様に狭窄に合わせた適度

なサイズで止めて留置するのが多少困難であるかと思

われる．しかし血管のカーブに沿って挿入することが

できる点では他のステントより優れている様に思われ

る．特に大動脈縮窄では縮窄部が大動脈弓に存在する

ことが多く，その場合にはステント挿入がカーブを描

いているためStreckerステントの方が適する．実際に

は移植する目的の血管の種類，部位により選択するス

テントを決定することになる．

　ステント移植後の分枝の開存性については，特に末

梢性肺動脈狭窄は狭窄の近傍に分枝が存在することが

多いので，臨床的には重要である．本実験ではアスピ

リソを投与しなかった上腸間膜動脈の血栓症の1頭を

除いてはフォローアップの造影を含めて分枝は比較的

良好に造影されていた．他の報告12｝と同様に分岐部で

は内膜が増殖せず，分枝の開存性が保たれており，分

岐部であっても移植可能能である様に思われる．抗凝
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図7　A：Dog　Dの光顕組織所見．　Azan染色×40：移

　植後4週では既に新生内膜の増殖が所々に認められ

　る．B：Dog　Fの光顕組織所見．　Azan染色×
　40（上），×100（下）移植後12週では更に厚い新生

　内膜がはっきりと認められる．中膜はステントの金

　属により圧迫されているが，筋線維の断裂などはな

　い．S＝ステント金属によりできる穴

固剤は組織学的に内膜が新生増殖し，ステントを覆い，

壁がスムースになるのが約2～3週であるため，新生

内膜の状態からしても少なくとも1ヵ月間は投与すべ

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第3号

図8　Dog　Dの抗血小板VIII因子抗体を用いて染色し

　た内皮細胞層（矢印）．正常コントロールと比較して

　も大きな差はなく，最も内側に存在する内皮細胞層

　がやや強い褐色に染色されている．

　A）新生内膜，B）正常コントロール．A．外膜，　M’

　中膜，1内膜

きである．

　最近，Bensonら13｝は生後2週目にブタに外科的肺

動脈狭窄を作り，その後4～5週目でPalmaz－Schatz

ステントを移植し，組織学的に新生内膜の状態を検討

した．この実験は実際に肺動脈狭窄を作成した点で同

様の報告はない．本実験では実際の狭窄血管に移植し

たのではないので狭窄部の外圧にステントがどの程度

耐えらられるか不明である．通常，狭窄血管に移植す

る場合は始めに通常どおりバルーソ拡張術を施行し，

狭窄部を拡大させた後にステソトを留置する．狭窄部

の外圧に対するステントの耐圧性に関しては重大な問

題点である．また，長期的なステントの開存性につい

ても不明であるが，ステントが最大に広がった状態で

は長期的にもかなりの外圧に耐え続けられる様に思わ

れるが，今後更に検討を要する．本実験での正常幼犬

では，フォローアップでのステント径はほとんど縮小

しておらず，開存性も短期では比較的保たれていた．
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　　　　　　　　　　　図9　Dog　Dの走査電顕所見
A：正常対象（対側の肺動脈）の内皮細胞（×1，000）．B：同（×4，000），　C：新生内

膜における内皮細胞（×1，000），D：同（×4，000）．　AおよびC（弱拡大）では赤血球

などが認められるため核形態は異なるように見えるがBおよびD（強拡大）では内皮

細胞の核形態はほとんど変らない．

しかし，臨床応用までにはこの点が解決するまでは，

使用困難である．もし使用するとしても極く低圧で拡

張可能な狭窄に限って用いるべきと思う．さらに

Streckerステントは最大径ーまで拡張した場合，再拡

張，rebal｝oon　dilatation）によりそれ以上の径は望め

ないため，成長を行ってから移植した方が良いと思わ

れる．

　前述した様にテキサスおよびボストン小児病院グ

ループの0’Laughlinらは既に臨床でPalmaz－Schatz

ステントを用い，その成績を報告した．それによると

30例の末梢性肺動脈狭窄やFontan手術後狭窄などに

移植し，ほとんどの例で良好に移植できた．その他の

小児例での臨床報告は今のところない．

　本邦での小児の肺動脈狭窄や大動脈縮窄を対象とし

たステントの報告はないが，本実験からは新生内膜の

状態，分枝の開存性などの点では良好であり，また

Palmaz－Schatzステントでは右室流出路を越えるの

が困難であるとされているが13），Streckerステントは

材質が軟らかいため，その問題はある程度は解決でき

る，またその他の点でも技術的には比較的簡単である

ため，将来，実際の臨床で使用することが可能である

と思われる．しかし，大動脈縮窄で用いる場合は縮窄
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後拡張の存在のため，ステントと縮窄部の形態が一致

しないことや，血管の成長の問題（Vickら14）は小ブタ

を用いてステント移植し，その6ヵ月後にバルーンカ

テで再拡張できたと報告した．再拡張後の組織学的変

化については今後の課題である），更に適応などの点で

解決すべき多くの問題を残している．現在のところ，

基礎的な実験データが少なく臨床応用までにはその適

応を厳しく制限すべきと思われる．

　稿を終えるにあたり動物実験室および共同病理研究室の

諸先生方の御協力に深謝します．

　本研究は文部省奨励研究AO4770634の助成による．
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Experimental　Studies　on　the　Implantation　of　Intravascular　Stents　in　Juvenile　Dogs

　　　　　　－Use　for　Coarctation　of　the　Aorta　and　Pulmonary　Artery　Stenosis一

　　　　　　　　　　　　　Toshihiro　Ino，　Shinjiro　Shimazaki，　Kastumi　Akimoto，　Kei　Nishimoto，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Keijiro　Yabuta　and　Ryozo　Okada＊

Department　of　Pediatrics　and　The　Cardiovascular　Pathology　Laboratory＊，Juntendo　University　School　of　Medicine

　　　The　purpose　of　this　study　was　to　report　angiographic　and　histologic　findings　after　implantation　of

intravascular　stents　in　dog　and　evaluate　its　efficacy　and　safety．　Eight　balloon－expandable　stents　were

placed　in　6　j　uvenile　mongrel　dogs（weighed　6．4　to　10．5　kg）under　anesthesia．　Four　stents　were　placed

successful　in　the　pulmonary　artery　and　3　in　the　aorta．　One　stent　migrated　at　the　time　of　placement　and

eventually　placed　in　the　inferior　vena　cava．　Two　dogs　died　of　bleeding　from　the　femoral　artery　and

thrombus　obstruction　at　the　superior　mesenteric　artery．　Angiographic　studies　showed　the　satisfactory

opacification　of　branch　arteries　in　all　dogs　but　one．　The　diameter　of　the　arteries　before　implanting　was

7．5±1．5　mm．　The　stent　diameters　at　the　middle　of　the　stents　immediately　after　implanting　and　at　the

follow－up　periods　were　6．9±1．7　mm　and　6．9±2．1　mm，　respectively．　Histologic　and　electron

micrographic　studies　revealed　newly　appearing　endothelial　layer　over　the　stent　struts　without

thrombus　formation．　The　endothelial　cells　on　the　neoendothelial　layer　were　almost　identical　with　that

of　normal　arteries．　These　results　support　the　clinical　application　of　this　stents　in　the　treatments　of

coarctation　of　the　aorta　and　pulmonary　artery　stenosis．
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