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ステントをもちいた経皮的肺動脈拡大術
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　肺動脈末梢狭窄5症例に対し6個のPalmatz型ステントを留置した．年齢は9歳から16歳，体重は18

kgから50kgであった．肺動脈狭窄は，全例手術後に認められた狭窄で術後11ヵ月から10年経過してい

た．ファロー四徴症に対する心内修復術後が3例，フォンタン術後が2例であった．肺動脈径は拡張前

4．7±1．9mmから拡張後9．8±1．4mm（n＝6）へと有意に増加した．肺動脈内の収縮期圧差は拡張前45±

15mmHgから16±5mmHgへと（n＝3）有意に減少した．術後，肺血流シンチで灌流欠損を認めた症例

は無かった．以上の結果はステソトを用いた血管拡大は先天性心疾患の治療に有用であることを示唆す

る．

　肺動脈の本幹あるいは分枝の狭窄は，先天性に単独

で認められることもあるし，大動脈弁上狭窄症などの

他の先天性心疾患に合併することもある1）．また手術

後の状態として認められることもある．肺動脈本幹の

狭窄は大血管転移症に対するJatene手術後に認めら

れることが多く，肺動脈末梢の狭窄はファロー四徴症

で短絡術の術後合併症として認められることが多

い1）2）．肺動脈末梢の狭窄は心内修復術時パッチをあて

て拡大修復されることが多いが，その手術の後も再狭

窄をきたすことがまれならずある．短絡術後の狭窄に

対する外科的治療は癒着のため困難度が高く，また人

工心肺使用時間を延長させる．最近，肺動脈狭窄に対

しバルーン拡張術が行われるようになってきたが，そ

の成功率は50～60％である3）4＞．バルーン拡大術が有効

でない場合，狭窄部にステントを留置する試みが始

まっている5）．我々も肺動脈分枝狭窄に対しステント

による拡大術をおこない，その有効性を検討したので
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報告する．

　適応

　末梢肺動脈の狭窄があり有意の圧差が認められ，右

室圧または一方の肺動脈の圧が高い場合，または狭窄

に起因すると思われる症状がある場合に経皮的バルー

ン拡大術の適応ありとした．バルーンによる通常の拡

大術をまず行い，その効果が不十分であった者にたい

しステントを用いた拡大術を行った．ステントをおい

た部分は成長しないので，年齢は8歳以上，体重20kg

以上を一応の年齢，体格の基準とした．両親及び時に

本人に，本手技は未だ実験段階であり，長期予後は不

明であること，また北米での臨床応用の結果を説明し

了解を得た．

　症例

　1992年3月までに5症例に対し6個のステソトを留

置した（表1）．年齢は9歳から16歳，体重は18kgから

50kgであった．肺動脈狭窄は，全例手術後に認められ

た狭窄で術後11ヵ月から10年経過していた，ファP一

四徴症に対する心内修復術後が3例，フォンタン術後

が2例であった．
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表1　診　断

症例＃ 氏名 生年月日 診　　　断 姑息的手術
　（年齢）

心内手術
（年齢） 手術後経過

ステント留置
　（年齢）

身長
体重

1 N．N 1977．7．13 TOF，　PAt Waterston
　（6M）

心内修復術
右肺動脈拡大
　（10Y）

易疲労 1991．4．20
　（13Y）

154cm
41Kg

2 A．1 1977．3．12 TOF，　PAt Waterston
　（1M）

　L－BT
　（3Y）

Rastelli手術
左右肺動脈拡大
　　（11Y）

易疲労 1991．9．30
　（14Y）

152cm
50Kg

3 Y．N 1981．11．10 Concordant
criSS－crOSS

DORV，　VSD
PDA

PA　banding
　（2M）

Fontan
（9Y）

高度心不全 1991．9．4
　（9Y）

124cm
18Kg

4 O．T 1975．7．23 SRV，　SI，　PAt

CAVV
LBT
（1Y）

Fontan
（6Y）

蛋白漏出性
　胃腸症

1991．10．5
　（16Y）

145cm
39Kg

5 S．S 1982．10．9 TOF 心内修復術
　（3Y）

無症状 1992．3．19
　（9Y）

122cm
22Kg

TOF：ファロー四徴症，　PAt：肺動脈閉鎖，　PA：肺動脈，　L－BT：左ブレロック短絡術，　DORV：両大血管右室起始症，

VSD：心室中隔欠損症，　PDA：動脈管開存症，　SRV：単心室，　SI　内臓逆位，　CAVV：共通房室弁，

　ステントについて

　用いたステントはステンレス製のPalmaz－Schatz

タイプのもので，長さ3cm，直径3．4mm，ステンレス

の厚さ0．076mmである6）7）．10mmのMans丘eld社製

のOwens　softバルーンカテーテルに装着した（図1

A）．この際，バルーンをできるだけ小さくたたんで，

注射器で陰圧を常にかける様にした．さらにステント

を外側から指でつまみ，さらにビニール製のシースを

ステントの上に挿入し再度指でもむようにしてバルー

ンにしっかり密着させる様にした．目的の部位でバ

ルーンを膨らませるとステントも拡大し金網状となる

（図IB）．その後バルーンを縮小させステントを体内へ

残してくる，その後，ステソトをさらに大きいバルー

ンで拡張することも可能で，最大18mmまで拡張可能

である．ステントは最大拡張時，長さは2．2cmにまで

減少する（図1C）．拡張にもちいるバルーンカテーテル

は厚手のものがよく，全例Mans丘eld社製のOwens

softを用いた．体外での予備実験でMeditechの

ultra－thinバルーンカテーテルを用いたが，拡張途中

でバルーンが破裂した．

　ステントによる拡大の方法

　全例以前に通常のバルーンカテーテルで拡大を試み

て，効果が無いか不十分であった症例である．通常の

バルーン拡大術の方法は既に報告した8）．

　前投薬には塩酸ペチジン2mg／kg，ヒドロキシジン

（アタラックス）1mg／kgを筋注した．原則として全身

麻酔は用いなかったが，1例のみ全身状態が不良で

▼

壕

愈

図1　用いたステンレス製のPalmaz－Schatzタイプ

　のステント．長さ3cm，直径3．4mm，ステンレスの

　厚さ0．076mmである．10mmのMans負eld社製の

　Owens　softバルーンカテーテルに装着した（図1

　A）．バルーンを膨らませるとステントも拡大し金網

　状となる（図1B）．その後バルーンを縮小させステ

　ントを体内へ残してくる（図IC）．

あったため気管内挿管しジアゼパムで鎮静した．残り

全例とも覚醒下で施行したがステント拡張に伴う痛み

はなかった．全例，厳径部を穿刺して施行した．動脈

に1本，左右の静脈に1本ずつシースを挿入した．ヘ

パリンを100U／kg投与，以後2時間ごとに50U／kg追
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加した．まずGensiniカテーテルかBerman側孔カ

テーテルで肺動脈主幹部，左右肺動脈の造影をおこな

い，アングルをかけ狭窄部を選択的に写した．フィル

ムを現像し，狭窄部，その遠位部，近位部の径を測定

した．最狭窄部が10mmより小さいこと，近位部，遠

位部が10mmないしそれ以上の径であることを確認し

た．つぎに7～8F直孔カテーテルを狭窄の先まですす

めた．カテーテルが狭窄部を越し末梢にはいったとこ

ろで，Meditech社製のAmplatz　superstiff　O．038”ガ

イドワイヤーをすすめ，肺動脈末梢に留置した．その

際，先端の軟らかい部分をあらかじめ曲げておき，肺

動脈内で反転させるように努力した．またガイドワイ

ヤーは狭窄部より末梢の最も太い肺動脈に入れるよう

にした（細い肺動脈へ入れるとその部分を瘤状に拡大

してしまう恐れがあるため）．

　Pングシースとダイレーターを，沸騰させたポット

からの蒸気で，心房一心室一肺動脈のルートの形にあ

わせ湾曲をつけた．ロングシースは2種類のものを用

いた．ひとつはCook社製のllFロングシースとダイ

レーターで，初期の症例では（1991年）Pングシース

に止血弁がついていなかったり，ついていてもその機

能が悪かったため止血に工夫を要した．止血の工夫は

モスキート鉗子にネラトソチューブを切ったものをは

め，ダイレーターを抜くときにシースを鋏んだことと，

ダイレーターやシースにY字アダプターをつけガイ

ドワイヤーとの間隙からの出血を防止したことであ

る．またさらにUSCIの11F　Touhey－Borstロング

シースを15cmに切断し，その止血弁をゆるめて，用意

したステソト付きバルーンを通し，止血弁をしめてか

らシースをCook社製の11Fロソグシースの中に入れ

た．つまりCook社製のロングシースのなかにUSCI

のシースを入れ，止血弁つきのロングシースを作成し

たことになる．最近の一例はCook社への特注の止血

弁付き12FPングシースを用いたが，上記の煩雑な工

夫が不要で，止血効果も問題なく今後はこちらをもち

いる方針である．

　ガイドワイヤーに沿ってロングシースとダイレー

ターを肺動脈の狭窄部分より末梢にいれ，ダイレー

ターを抜いた．透視で，大腿部から肺動脈内先端まで

シースが折れていないか確認した後，シースにステソ

ト付きバルーンカテーテルを入れた．バルーンをゆっ

くり肺動脈の狭窄部分の位置まで進めた．ステソト付

きバルーンカテーテルを進める途中で，バルーンから

ステントの位置がずれたことが一回あったが，シース
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ごと抜去しシースを換え再度試みた．ステント付きバ

ルーンカテーテルを拡張すべき位置まで進めた後，カ

テーテルは動かさずシースをバルーンより5cm手前

までひいた．ここで造影用カテーテルを（6Fバーマソ

など）バルーンの手前まで進め肺動脈造影を行い，ス

テントの位置を再確認した．造影用カテーテルが入ら

ないときはシースから造影した．位置の確認の後，造

影剤を含まない生理食塩水でバルーンを拡張し（約4

気圧）ステントを拡大した．ステント拡大とともに，

バルーンを縮小させカテーテルとシースを抜いた．

　その後再度肺動脈造影を行いステント前後の肺動脈

径を測定した．ステント径が前後の肺動脈径より小さ

いときは，15ないし18mmのMans丘eld社製バルーン

カテーテルをガイドワイヤーを通しステントの中へい

れ，今度は造影剤を含む生理食塩水を用い拡張した．

最終的な拡張の後，心拍出量，肺動脈圧を測定し，造

影を行った．最後にシースを抜き，なるべくプロタミ

ンを使用せず止血した．

　抗生物質はセファロチソ20mg／kgをカテーテル終

了時と，以後6時間ごと5回静注した．術後24時間ヘ

パリンを10U／kg／hr点滴投与した．翌日からアスピリ

ン5rng／kgを内服させた．アスピリソは原則として6

ヵ月間内服させたのち中止することとした．

　肺血流シンチ

　原則として，ステントによる拡張の前と直後，さら

に6ヵ月後に99mTc－MAAを用いて肺血流シンチを
行った．

　統計

　カテーテル結果の術前後の比較にはpaired　t　testを

用い，p＜0．05を有意差とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　血行動態：5例で6ヵ所の肺動脈を拡張した．肺動

脈拡大前後の血行動態を表2に示す．肺動脈径は拡張

前5．1±1．9mmから拡張後10．1±1．5mm（n＝6）へと

有意に増加した，右室圧は72±14mmHgから58±17

mmHgへ（フォソタソ例を除く，n＝3）有意に低下し

た．肺動脈内の収縮期圧差は拡張前45±15mmHgから

16±5mmHgへと（n＝3）有意に減少した．フォソタ

ン後の症例でも右房一肺動脈間の平均圧の差は減少し

た．心拍出量は拡張前3．3±0．91／min／M2，拡張後

3．7±0．7で有意に変化しなかった（n＝4）．

　肺血流シンチ：肺血流シソチの結果を表3に示す．

術直後，及び6ヵ月後の検査で灌流欠損を示した症例

は無かった．症例1では術前の肺シソチがなかったが
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表2　血行動態

症例＃ 氏名 狭窄部位

狭窄部肺動脈径　　mm 右　室　圧
（mmHg）

中枢肺動脈圧
　（mmHg）

狭窄側末梢肺動脈圧
　　（mmHg）

肺動脈圧差
（mmHg） 左室圧

（mmHg）

　心拍出量
（L／min／M2）

拡張前 後 施行前 後 施行前 後 施行前 後 施行前 後 施行前 後

1 N，N 右肺動脈 5．8 9．2 56 40 54 38 21 25 30 13 105 2．9 3．4

2 A，1 左右肺動脈 6（R）

7（L）

12（R）

12（L）

85 74 80 48 　30
（R，L）

38（R）

34（L）

47（R）

45（L）

12（R）

14（L）

115 3．1 3．5

3 Y．N 左肺動脈 5．1 9．3 ＊RAm23 m28 m23 m28 ml3 m28 mlO mO 110 1．7
一

4 0．T 右肺動脈 5．4 9．0 ＊RAm19 m16 m19 m16 m16 m16 m3 mO 115 2．6 3’2

5 S．S 左肺動脈 1．3 8．3 76 60 76 60 16 38 60 22 145 4．7 4．7

平　　均
　（n）

5．1

（n＝6）

10．1
（n＝6）

　72
（n＝3）

　58
（n＝3）

　45
（n＝3）

　16
（n＝3）

3．3

（n＝4）

3．7

（n＝4）

標準偏差 1．9 1．5 14 17 15 5 0．9 0．7

・症例Y，Nと0．Tでは右房圧（RA）を示す．　m：平均圧，　R，　L：右，左肺動脈

表3　肺血流シンチ

肺血流　右：左　比
症例＃ 患者

ステント留置前 直　後 施行6ヵ月後

1 N．N 一 61：39 54：46

2 A，1 46：54 60：40 62：38

4 0．T 35：65 44：56 40：60

5 S．S 98：2 58：42 一

右肺動脈拡張後は右肺血流は左より多かった．症例2

も右肺血流が増加した．症例4でも右肺動脈拡張直後，

右肺血流は増加したが6ヵ月後には若干低下した．症

例5では左肺動脈血流は著明に増加した．

　フォローアップ：フォローアップ期間にステントに

起因する合併症は認めなかった．1例でバルーソ拡大

術前からあった心不全のためステント留置50日後に死

亡した．3例にステント留置後3～5ヵ月でfollow－

upのカテーテル検査を施行した（表4）．造影上ステン

トの部位に形態上や血行動態に著変を認めた症例はな

く，有意の再狭窄や血栓などを認めた症例は無かった．

2例で15mmまたは18mmのバルーンで再拡張し，径

はそれぞれO．5mm，2mm拡大した．

　以下に各症例について簡単に述べる．

　症例1二右の肺動脈のWaterston短絡術が置いて

あった場所の狭窄で，心内修復術の際に肺動脈を拡大

して修復したが，再狭窄をきたしたものである．5mm

の狭窄にたいし15mmのバルーンを用い拡大し7mm

にまで拡大していたが（図2），15ヵ月後のカテーテル

で再度5．8mmに狭窄を認めたため（図3）ステントを

もちいた拡大術を施行した．狭窄部位は5．8mmから

92mmに拡大し（図4），3ヵ月後のカテーテルでは

9mmであった．再度15mmのバルーンで拡大し狭窄部

は11mmとなった．

　症例2：Rastelli術の時に右肺動脈はWaterston

短絡術，左肺動脈はBlalock・Taussig短絡術が置いて

あった場所に対し肺動脈を拡大して修復したが再狭窄

をきたした．4．6mmの右肺動脈狭窄部位に対し通常の

バルーン拡大術をまず行い7mmに拡張したが，肺動脈

内圧差は前76mmHgから後47mmHgに低下したにと

どまったので，ステントによる拡大術を施行した．図

表4　Follow－upカテーテル

症例＃ 氏名 施行日 Follow－upカテ

ステント部径

　　mm

右室（房）圧
　（mmHg）

中枢肺動脈圧
　（mmHg）

末梢肺動脈圧
　（mmHg）

肺動脈圧差
（mmHg） 左室圧

（mmHg）

　心拍出量
（L／mln／M2）

施行前 後 施行前 後 施行前 後 施行前 後 施行前 後 施行前 後

1 N．N 1991．7．24
（3ヵ月後）

ステソト再拡張 9 11 55 44 52 44 30 33 24 13 120 3．5 3．9

2 A．1 1992．3．17
（5ヵ月後）

再拡張施行せず 12
一

50
一

30
一

20（R）
24（L）

一
10（R）
6（L）

一
95 3．6

一

4 0．T 1992．3．13
（5ヵ月後）

ステント再拡張 8．0 8．5 RAm17 m17 m17 m17 m16 m16 mO mO 110 3．3 3．3
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図2　症例1．バルーン拡大術前後右肺動脈のWaterston短絡術が置いてあった場所の狭窄で，

　心内修復術の際に肺動脈を拡大して修復したが，再狭窄をきたした，5mmの狭窄（A）にたいし

　15mmのバルーンを用い拡大し7mmにまで拡大した（B）．
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図3　症例1のバルーン拡大術15ヵ月後のカテーテル

　で再度5．8mmに狭窄を認め，内膜の断裂（矢印）も

　認めた，

図4　症例1．ステントによる拡大後．狭窄部位は5．8

　mmから9．2mmに拡大し内膜の断裂もステントで
　修復できた．

5にステントによる拡大術前（A），右肺動脈拡大後

（B），左肺動脈拡大後（C）の肺動脈造影を示す．図6

に拡大前後のステントを示す．ステントにより左右の

肺動脈は拡張し，肺動脈内圧差は12，14mmHgに低下

したが，拡張術前めだたなかったConduitと肺動脈と

のあいだの圧差が5から16mmHgに増加した．5ヵ月

後再カテーテルし，狭窄部径は12mmと不変で，肺動

脈内圧差も少なく右室圧も50mmHgと低値であった

ため再拡張しなかった．

　症例3：Fontan手術後11ヵ月で高度の心室収縮低

下，心不全，右一左短絡による低酸素血症をきたして

いた．左肺動脈狭窄を認め（図7）右房と左肺動脈平

均圧の差が10mmHgあった．ステント留置後は左肺動

脈は拡張し（図7）圧差は消失したが，カテーテル操

作や造影が負担となり終了時は右房圧は28mmHgに

上昇していた．低酸素血症は軽快したが，心不全は改

善せず結局ステント留置50日後に死亡した，剖検でス

テソトに血栓形成はなく，既に薄い内膜が張って内面

は平滑であった（図8）．組織標本でも血栓形成は無く，

ステソト上に内膜の形成を認めた（図9）．
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図5　症例2，右肺動脈はWaterston短絡術，左肺動脈はBlalock・Taussig短絡術が置いてあった

　場所に対し肺動脈を拡大して修復したが再狭窄をきたした．ステントによる拡大術前（A），右肺

　動脈拡大後（B），左肺動脈拡大後（C）の肺動脈造影を示す．

　症例4：Fontan手術後10年で，手術1年後より蛋

白漏出性胃腸症による低蛋白血症が続いていた．術後

カテーテル検査で右肺動脈に狭窄を認め（図10），バ

ルーソ拡大にても肺動脈はバルーン縮小とともに再狭

窄してしまっていた．ステント留置後は肺動脈は拡大

し（図10），右房圧は低下したが，蛋白漏出は続いてい

る．

　症例5：他院にてファロー四徴症の心内修復術を受

けた．術後左肺動脈狭窄に対しバルーン拡張術を施行

したが無効であったためステントを留置した（図11）．

右室圧はステソト留置後左室圧の41％に低下し圧差も

少なくなった．

　　　　　　　　　　考　　案

　肺動脈末梢狭窄は狭窄が片側の場合は他方の肺動脈

の肺高血圧をきたし，両側性の狭窄は右室圧上昇によ

る圧負荷をきたす．またフォンタン術後の場合は圧差

が少なくても右心不全をきたすことがある．術後肺動

脈狭窄の外科的治療は，癒着があり手術が困難である

ばかりでなく，術後の再狭窄も少なくない9）1°）．近年経

皮的にバルーンカテーテルによる肺動脈拡張術がおこ

なわれるようになってきたが，その有効率は50～60％

である3｝4）．バルーン拡大術無効の理由は，1）狭窄の周

囲の組織が堅くバルーンで拡張できない場合と，2）バ

ルーンは拡張できwaistはとれるがバルーン縮小とと

もに肺動脈ももとの形に戻ってしまう場合がある，後

者の場合は肺動脈を拡張した状態で支えることができ

れば狭窄は解除できる．一般に血管のそのような狭窄

に対し，ステントを用い拡大する手技がおもに大腿動
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図6　症例2．A　バルーンに装着したステソトを右肺動脈狭窄部においている．ステソト近位部に

　2本目のカテーテルをいれ造影しステントの位置を確認する．B　バルーンを拡大しステソトを

　拡げている．C　右肺動脈の拡張を終え，つぎに左肺動脈にステントをおき拡張しようとしてい

　る．シースは右房まで引いてきている．
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図7　症例3，Fontan手術後11ヵ月で高度の心室収縮低下，心不全，右一左短絡による低酸素血症

　をきたしていた．左肺動脈狭窄を認め右房と左肺動脈平均圧の差が10mmHgあった（A）．ステソ

　ト留置後は左肺動脈は拡張し圧差は消失した（B）．
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図8　症例3．術後低酸素血症は軽快したが，心不全

　は改善せず結局ステント留置50日後に死亡した．剖

　検でステソトに血栓形成はなく，既に薄い内膜が

　張って内面は平滑であった．

脈や冠動脈などで成人対象に開発されてきた6）7）．しか

し，小児の心臓，大血管病変の治療へのステント応用

の報告は未だ少ない．

　Mullinsら11｝およびRocchiniら12）は犬をもちいた

動物実験で，肺動脈や上大静脈に今回我々が用いたの

と同じタイプのステント（Palmaz　stent）をおいて，

　　　　　　　　　　　　　　聯絃糠灘灘鹸遮・パ㌶三

輝饗霧警弊
図9　組織標本でも血栓形成は無く，ステント上に内

　膜の形成を認めた．

狭窄解除に有用であることを示した，特にMullins

ら11）は，2～9ヵ月後の組織所見を調べ，ステントが新

内膜で被われていることを示した．またBensonら13｝

は豚の肺動脈にステントを置き，ステントに新内膜が

張ってくることを示した．Almagorら14）はヒヒの右室

一肺動脈間にHancock弁付きのconduitを置き，con－

duitに狭窄をきたした後にPalmaz　stentで拡大を試

み，有効であったと報告している．

　小児の心臓，大血管病変への臨床応用の報告は0’

Laughlinら5）とHoskingら15）の最近の報告がある．彼

らは肺動脈分枝狭窄，右室導管狭窄，Fontan手術後心

房一肺動脈間狭窄，肺静脈狭窄などにPalmazステソ
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図10　症例4．Fontan手術後10年で術直後より蛋白漏出性胃腸症による低蛋白血症が続いていた．

　術後カテーテル検査で右肺動脈に狭窄を認め，バルーン拡大にても肺動脈はバルーン縮小ととも

　に再狭窄してしまっていた（A），ステソト留置後は肺動脈は拡大し，右房圧は低下した（B）が，

　蛋白漏出は続いている．
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図11　症例5．他院にてファP一四徴症の心内修復術を受けた．術後左肺動脈狭窄に対しバルーン

　拡張術を施行したが無効であったため（A），ステントを留置した（B）．

トを用いて有用であったと報告した．今回の我々の結

果も彼らの結果と同様であった，即ち，1）ステントを

用いた肺動脈拡張は，バルーン拡大術無効例にも有効

であること，2）血栓による肺動脈閉塞などの合併症は

無いこと，3）少なくとも数ヵ月の観察では再狭窄を認

めないことである．

　今回用いたステソトはステンレス製で，放置して成

長することはない．従って患児の成長やステント前後

の血管径の変化にあわせて，ステントを留置後数ヵ月

～ 数年して再拡張できれぽそれにこしたことはない．

今回，我々は2例で3～5ヵ月後に再拡張を試みたが

15mmのバルーンを用いたにもかかわらず，ステント

は9mm，8mmからそれぞれ11mmと8．5mmにまで拡

張されるに留まった，これはステントに張った内膜の

影響などもあろうが，もともとの狭窄部位のまわりの

かたい疲痕組織による拡大制限の要因が大きい．

　正常の成人の肺動脈分枝部径は18～20mmであ
る「6）．ステソトを置いた部分の成長がないこと，体内に

留置したステントの再拡張の幅が予測できないことな

どから，ステントの使用にはある程度の年齢や体格の

制限があると思われる．我々は本手技施行に先立ち年

齢は8歳以上，体重は20kg以上の基準を設けた．但し，

1例ではその基準を満たさなくても，救命的に施行に

ふみきった．0’Laughlinら5）の報告では年齢体重の基

準は明記していないが，肺動脈狭窄の症例では年齢8

歳以下体重20以下は23人中3人しかおらず，我々の基

準とほぼ同様の基準を用いていると思われる．

　今回の我々の経験からは，ステントの拡大に18mm

のバルーンを用いたとしても肺動脈を18mmに拡大で

きる可能性はすくない．従って成人してもある程度正

常より小さい肺動脈径のままとなる可能性が高い．肺

動脈周囲の搬痕組織による拡大への制約からどうして

もステントを拡大できず，成長にともない圧差が増大

してくれば，再手術が必要となるが，その場合でもス

テントの存在で再手術が困難となることはないと考え

る．今回の剖検例の経験ではステントは容易に通常の

勇刀で切開出来た．ステントを除去することは困難か

もしれないが，ステソトを切開しパッチなどで拡大す

ることは可能であろう．

　今回我々は肺動脈狭窄に対してのみステントをもち

いたが，0’Laughlinら5）は大動脈縮窄や肺静脈狭窄に

対してもステソトを用いた拡張を施行している．特に

肺静脈狭窄は救命のための試行であるが，一般的にス

テントを置く場合は成長による再狭窄を十分考慮すべ

きである．

　今回の我々のシリーズでは合併症はなかったが，0’

Laughlinらの行った30例中フォンタン手術後の1例

が血栓で死亡，1例でステントが右室に離脱したとい

う5）．我々のシリーズでフォンタソ術後の1例はステ

ソト留置後50日で死亡したが，この症例はもともと心

室駆出率が低く心房レベルで右一左短絡があり，高度

心不全の状態で予後不良であった．ステント留置で右

房負荷を軽減し右一左短絡を減らし低酸素状態を軽減

して心室機能の回復をはかったが，結局効果なく死亡

した．剖検では血栓などの合併症を認めておらず，ス

テント自体の悪影響はなかったと考えられる．
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　　ステントを肺動脈に留置する際，分枝がでている部

分に置かざるを得ないことがある．その場合，その分

枝を閉塞する心配があるが，我々の症例1ではステン

トの間から分枝に血行が保たれており（図4），follow・

upの造影や肺血流シンチでも肺動脈閉塞はなかった．

Bensonら13）は動物実験で，分枝がでている部分には

ステソトに内膜が張らず，分枝への血行が保たれるこ

とを示している．従って必要であれば肺動脈分枝にま

たがってステントを置いても支障はないと考えられ

る．

　抗凝固療法をステソト留置後どのくらいの期間行う

べきかは不明である．Palmazは動物実験では3週間

で内膜がステントの上に張ってくるという7）．今回の

報告の症例3ではステント留置後50日で完全に内膜が

ステントを被っていた．従って我々のプロトコールの

ごとく6ヵ月間抗凝固療法を行えぽ十分であると考え

られる．心内膜炎の予防の必要性に関しては不明であ

るが，異物を挿入するので，内膜がはってくるとはい

うものの，人工弁挿入後の患者と同様の基準で抗生物

質の投与を行った方が良いと考える．
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Intravascular　Stents　for　Management　of　Pulmonary　Artery　Stenosis

Toshio　Nakanishi，　Yasuhisa　Odagawa，　Eiji　Yamamura，　Chisato　Kondoh，　Toshio　Nishikawa，

　　　　　　　　Masashi　Seguchi，　Gengi　Satomi，　Makoto　Nakazawa　and　Kazuo　Monma

　　　Pediatric　Cardiology，　Heart　lnstitute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College，　Tokyo，Japan

　　　This　study　determined　the　efficacy　of　balloon－expandable　stents　in　the　treatment　of　branch

pulmonary　artery　stenoses　in　children．　A　total　of　6　stainless　steel　stents　were　implanted　in　5　patients；3

with　postoperative　tetralogy　of　Fallot　and　2　after　Fontan　operation．　All　stents　were　placed　in　the

branch　pulmonary　arteries．　The　mean　age　at　implantation　was　12．2±3．1　years　and　the　mean　weight

34±13Kg．　Follow－up　time　has　ranged　from　3　to　14　months．　The　diameter　of　pulmonary　arteries　with

stenoses　increased　from　5．1±1．9　mm　to　10．1±1．5　mm（n＝6）．　The　systolic　pressure　gradient　decreased

from　45±15　mmHg　to　16±5mmHg（n＝3）．　No　embolization　or　thrombotic　event　has　been　noted．

These　data　indicate　that　balloon　expandable　stents　are　useful　in　the　treatment　of　vascular　stenoses　in

children．
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