
日本小児循環器学会雑誌　9巻2号　346～378頁（1993年）

〈研究会抄録〉

第4回日本Pediatric　Interventional　Cardiology研究会

時
場
長

日
会
会

平成5年1月23日

東京女子医科大学弥生記念講堂
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　1．Dollble　Balloon法を用いた乳児期の肺動脈弁

狭窄症に対するValvuloplastyの経験

　　　　名古屋第一赤十字病院

　　　　　小児医療センター循環器科

　　　　　　中村　重男，大橋　直樹，羽田野為夫

　　　　大垣市民病院循環器新生児科　安田東始哲

　乳児期の重症肺動脈弁狭窄（PS）に対しdouble　bal・

loon法を用い，安全且つ効果的に弁形成術（BVP）を

施行できたので報告する．

　対象と方法：4例のPSで，年齢4～9ヵ月，体重

7．6～10．6kgの乳児．顔色不良・発汗などの心不全症状

を有し，3例で卵円孔が開存し，1例では右一左短絡

によるチアノーゼを認めた，BVPの方法は，　Meadox

社製オルバートバルーンを使用し，右室造影にて得ら

れた弁輪周径の130～140％大になるよう，Yeagerの

式（図1）より選択したバルーンを2本組み合わせ，

double　balloon法にて施行した．拡張は2本のバルー

ンを同時に行い，1回につき最大10気圧，約30秒間ま

でとし，waistが完全に消失するーまで行った．　BVP後，
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図　Double　balloon法における最大径の計算式

Yeager　SB：Balloon　selection　for　double　balloon

valvotomy（1etter）．　J　Am　Coll　Cardio11987；9：

467～468

再度圧測定及び右室・肺動脈造影を行い，その効果を

検討した．

　結果：4症例の術前の右室圧は98～166mmHgと全

例super　systemicで，重症PS例であった．4例中3

例にBVPは有効で，術直後より右室圧が低下し，圧較

差も50mmHg以下に減少した．しかし，術前の右室圧

が166mmHgの1例では，術後，弁の開放制限が改善し

たにも拘らず右室圧は110mmHgと高値であった．こ

れは二次的な右室流出路狭窄の増強，或いは残存と考

え，現在B．blockerを投与し経過観察中である．術中，

問題となる合併症は認められず，術後の造影でも弁逆

流は極く軽度であった．

　考案：従来，double　balloon法は弁輪径が大きく

single　balloonでは拡張できない時や，使用するカ

テーテルが太く，血管を通過しない時などに用いられ

てきた．今回，乳児期の重症例に対してもdouble　ba1－

loon法を用いて安全且つ効果的にBVPを施行する事

ができた．本法の利点の第一は，より細いシャフトの

カテーテルやシースを使用する事により，大腿静脈の

損傷が予防される点で，これは将来，再評価が必要に

なると考えられる乳幼児では特に重要である．第二は，

太いカテーテルに比ベガイド・ワイヤーへの追従性が

良くなり，操作が容易になる点で，これは，乳児例で

は年長児に比して，肺動脈ヘカテーテルを挿入する際

に難渋する事や，重症例が多い事などを考えると，よ

り短時間に効率よく操作を進める事が出来，非常に有

用である．第三は，2本のバルーンを同時に拡張する

表肺動脈弁狭窄4例のまとめ

症例 年齢・性
体重
（Kg）

PA径
（mm）

バルーン径
（比％）

右室圧
（mmHg）

圧較差
（mmHg）

対血圧比
（RV／B．P）

① 8ヵ月・女 9．6 10 8x8mm（131） 93→54 75→26 1．1→0．6

② 9ヵ月・男 10．6 10 8×8mm（131） 103→46 85→24 1．3→0．5

③ 4ヵ月・男 7．6 8 7×7mln（143） 166→110 154→92 L7→L5
④ 5ヵ月・男 7．9 9 7×8mm（136） 132→65 120→50 1．4→0．6

×：double　balloon法
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事により，肺動脈の完全閉塞に至らず，拡張時の徐脈・

低血圧が軽減される点である．さらに，今回使用した

オルバート・バルーンは，同軸2重構造の採用で，バ

ルーンが前後に可動しながら速やかに膨張・収縮する

為，閉塞時間が短縮され，最小限の侵襲で操作を完了

する事が出来た．このようにdouble　balloon法は，手

技がやや繁雑になる点を除けぽ，重篤な合併症を回避

する方法として，また，より非侵襲的で効率よい治療

の必要な，乳児例や重症例にも応用し得る方法として，

極めて有用な手段であると考えられる．今後も本法の

利点を生かせる症例を選び，積極的に施行したい．

　2．乳児期にバルーン拡大術が必要になった重症肺

動脈弁狭窄の2例

　　　　社会保険中京病院小児循環器科

　　　　　　　　　　　　松島　正気，奥村　直哉

　　　　　　　　　　　　小野佐代子，加藤　　徹

　　　　名古屋大学小児科　　　　　　長嶋　正實

　乳児期にバルーン拡大術を行った重症肺動脈弁狭窄

2例の経験を報告した，

　症例1は5ヵ月の男児．1ヵ月時に発見され他院で

経過観察中，右室一肺動脈圧較差の進行が認められ当

院へ紹介された．チアノーゼは見られなかった．心臓

カテーテル検査，圧測定で右室収縮期圧は200mmHg

と体血圧の約2倍となっていた．肺動脈弁輪径10．5

mmに対して，8mm径→10mm径→10＋5mmのダブ
ルバルーソと段階的に大きいバルーン径のカテーテル

で拡大術を行った．術直径は圧較差165mmHgであっ

たが，7日後には84mmHg，2ヵ月後68mmHg，4カ

月後42mmHg，6ヵ月後40mmHgとほぼ満足できる
軽快化が得られた，

　症例2は日齢42の男児．チアノーゼあるPGE投与

下の右室低形成を伴う重症肺動脈弁狭窄．拡大術前右

347－（101）

室圧85mmHgと大動脈圧とほぼ同等であった．バルー

ン径3mm→5mm→8mmと段階的に大きく拡大術を

行った．術後右室圧43mmHgと体血圧の約50％となっ

た，6ヵ月後も右室圧45mmHg，右室一肺動脈圧較差

30mmHgと良好であった．三尖弁逆流は術前1°から直

後II°に，6ヵ月後leに軽快化していた．

　手技上，右室から肺動脈へ誘導カテーテルをいれる

ことが難しいが，右用ジャトキンスカテーテルが有用

であった（京府大，浜岡先生の提案）．

　問題点として，症例1では発見時の1ヵ月圧較差75

mmHg，5ヵ月186mmHgに増加しており，2次的な
肺動脈弁下狭窄進行前に拡大術を行うべきと思われ

た．

　症例2ではバルーン径8mmを使用したが長径が長

く（実質4．5cm）三尖弁逆流の増加に関与したと思われ

た．年少例用の器具の改良が望まれる．

　3．Balloon　valvuloplastyが有用であったEb・

stein奇形兼肺動脈狭窄症の1乳児例

　　　　和歌山県立医科大学小児科

　　　　　　　　　　　　平山　健二，鈴木　啓之

　　　　　　　　　　　　上村　　茂，小池　通夫

　　　　紀南総合病院小児科　　　　　根来　博之

　Ebstein奇形は三尖弁閉鎖不全が必発であり，更に

肺動脈狭窄症を合併すると，逆流が増強され，自然予

後は極めて不良である．今回我々は，重度の弁性肺動

脈狭窄を合併したEbstein奇形の乳児例に，イノウエ

バルーンを使ってballoon　valvuloplasty（BPV）を行

い，良好な結果を得た．

　症例：在胎39週3日，出生体重3，162gの女児．生直

後からチアノーゼがあり，胸骨左縁第3肋間中心に収

縮期i雑音を3／6度聴取した．動脈血ガス分析ではpH

7．37，PO242mmHg，　PCO237mmHg，　BE－2．3mEq

表　2症例の概要

症例
年齢

体重

肺動脈

弁輪径

誘導カテーテル

ガイドワイヤー
バルーンカテーテル バルーン径／弁輪径

1．U．M． 5カ月 10．5mm JR2ヵテーテル （メディテック）

8．7kg ラジフォーカス 8mm
（0．035インチ） 10mm

10十5mm （122％）

2．W．A． 日齢42 7．Omm JR2ヵテーテル （メディテック）

3．4kg ラジフォーカス 3mm
（0．035インチ） 6mm

10mm （142％）
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であった．胸部レソトゲンでは心胸郭比90％，心電図

で右房拡大と右軸偏位を示した．心断層エコーにて，

右房の著明な拡大と，三尖弁中隔尖のplasterを認め，

Ebstein奇形と診断された．また，高度の三尖弁閉鎖不

全を伴っていた．肺動脈血流は秒速2．8mと速く，弁性

の狭窄を認めた．尚，動脈管開存症も存在していたが，

その後まもなく閉鎖した．

　新生児期の心不全を，強心剤と利尿剤でコントP一

ルし，生後1ヵ月で退院，以後外来でフォローしてい

たが，高度の肺動脈狭窄が進行してきた．その為，生

後10ヵ月の時，BPV目的で再入院となった．術前右室

収縮期圧は120mmHgと高く，右室造影では，三尖弁の

逆流と，それに伴う右房の著明な拡大が目立った．三

尖弁のplasterと高度の逆流の為，バルーンカテーテ

ルを主肺動脈へ進めるのは容易ではなく，また，肺動

脈弁部にカテーテル先端が進むだけで徐脈を来たして

難渋したが，10mm径のイノウエバルーソで，狭窄部

を裂開した．同様の操作をその後数回繰り返して行っ

たが，2回目以降は，カテーテルは比較的容易に肺動

脈まで進み，徐脈も見られなくなった．

　術後に右室収縮期圧は，80mmHgに減少した．また，

翌日に行った超音波連続波ドプラー検査では，推定圧

較差34mmHgと，更に改善した．術後1ヵ月の胸部レ

ントゲン像で，術前後で明らかに右心系の拡大が改善

され，心胸郭比の減少が認められた．

　肺助脈弁狭窄症を合併したEbstein奇形に対して

行ったBPVの報告は意外に少ない．本例の如く肺動

脈狭窄が高度で，plasterが比較的少ない症例では，乳

幼児期に肺動脈狭窄を解除して，低酸素血症や心不全

を乗りきると，将来弁置換等の心内修復の適応があり，

乳児期に本法を行うことは，患児の予後の面から，非

常に有効な手段であると考えられる．

　4．純型肺動脈閉鎖症に対する開胸下バルーン弁切

開の経験

　　　　国立療養所長良病院小児科　　矢嶋　茂裕

　　　　同　心臓血管外科　　　　　　広瀬　敏勝

　純型肺動脈閉鎖症に対し経皮的バルーン弁切開術を

試みたが，肺動脈にカテーテルを挿入できず断念した．

そこで胸骨正中切開の上で，Brock手術の替わりにバ

ルーンにより肺動脈弁切開を試みたところ良好な効果

が得られたので報告する．

　症例は生後13日の男児，生後1日，チアノーゼのた

め当院NICUに入院し，純型肺動脈閉鎖の診断でリボ

PGE1を使用の上，生後8日，心臓カテーテル検査を

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第2号

行った．右室圧は54mmHg，体血圧は60／36mmHgで，

右室造影より求めた右室容積は正常の100％であった．

三尖弁閉鎖不全が強く，右房拡大が著明であった．ガ

イドワイヤーを肺動脈に進めることができず，バルー

ン弁切開は断念した．卵円孔が小さかったので右房負

荷を軽減するために小さめのBASを行った．生後13

日，胸骨正中切開にて心臓を露出し，右室流出路にプ

レジェット付き縫合糸をかけてからメスで右室壁を穿

刺した．モスキート鉗子で肺動脈弁を穿孔し，ついで

Mansfield社製Murakamiバルーン直径10mmを挿

入してバルーン弁切開を行った．バルーン先端は切断

し，ガイドワイヤーを使用して肺動脈の損傷を避けた．

また右室流出路切開が肺動脈弁に近かったため，バ

ルーンを拡張した時に右室壁を損傷する危険が有った

ため，バルーンの近位端を結紮してバルーン長を調節

した．術中の圧測定では拡張前後で右室圧は53→20，

大動脈圧は42→40mmHgであった．術後は三尖弁閉鎖

不全は消失し，約3ヵ月間βプロッカーを内服させて

いたが，徐々にチアノーゼも目立たなくなった、聴診

上，肺動脈駆出音をLevine　2／6聴取するが，術後半年

での心断層ドプラ検査では肺動脈弁での血流は1．5m／

sec，肺動脈弁逆流はなく，軽度の右心系の拡大と，心

房レベルでの両方向性シャントが認められるが，良好

な経過と思われる．

　純型肺動脈閉鎖に対するバルーソ弁切開術は，肺動

脈弁をガイドワイヤーが通過すれぽ可能であると期待

し，経皮的に試みたが失敗に終わった．しかし，Brock

手術に準じて直視下に右室壁からバルーンを挿入する

村上バルーン　直径101WW
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本法は，特に困難なこともなく十分な拡張効果を得る

ことができた．完全なcatheter　interventinal　therapy

ではないが，バルーンを利用した治療法として評価し

得ると思われ報告した．

　5．Long・infiation　cycleにてバルーン治療が有用

であったBrock術後純型肺動脈閉鎖症の1例

　　　　聖マリア病院小児循環器科

　　　　　　　　　　　　高木　純一，浦部　大策

　　　　同　胸部心臓血管外科

　　　　　　春田　泰伸，田代　　忠，藤堂　景茂

　　　　久留米大学小児科

　　　　　　　　　　　　井上　　治，加藤　裕久

　今回15生日目に左体・肺血流短絡術，Brock手術施

行の純型肺動脈閉鎖症の2歳女児に対し約30秒間の

10ng－inf］ation　cycleにてBalloon　dilatation　angio・

plasty（以下BDV）施行し著明な効果を得たので報告

する．

　BDV前のPA弁輪径11．3mmに対しバルーン径10

mm（88％）のInoue－balloonにてBDV施行．弁形成

としてのshort－infiatrion　cycleでは効果は認められ

なかったが約30秒間のlong－inflation　cycleにて施

行：BDV前；PA’RV圧較差162mmHg⇒BDV後72
mmHg（体血圧110mmHg［＞120mmHg）と術前の右心

系のsupersystemicな状態を解除できた．

　従来弁形成においてはwaistの消長のみを目的とし

たshort－inflation　cycleで行うのが通常であるが純型

肺動脈閉鎖における異形成弁に対しては児の状況が許

せぽ血管形成同様のlong－inflation　cycleによるBDV

が有用ではないかと考える．

表Cathe　data

PA　valve：11．3mm

　　rPA：13．2mm

　　IPA：9．9mm

　　PAI：466

1noue－Balloon；10mmにて20～30秒間infiation施行

pre　BVP post　BVP

RA m＝17 m＝5
RV 170／12 90／16

mPA 18／12（14） 18／12（14）

LV 120／12

AO 120／70（90） 110／60（80）

4P 152 72

（RV－PA） （単位mmHg）
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　6．経皮的肺動脈弁形成術後の中期経過観察

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　　　　　　　磯田　貴義，先崎　秀明

　　　　　　　　　　　　菱谷　　隆，石澤　　瞭

　　　　埼玉医大小児科　　　　　　　小池　一行

　経皮的肺動脈弁形成術（BPV）後の中期経過を心機

能，不整脈の点から検討した．

　対象：1988年11月から1991年10月にBPVを施行し

た15例中，経過観察ができた10例施行時年齢3．8±2．9

y，BPV後経過年数2．9±1．Oy，施行時右室肺動脈間圧

較差41±10mmHg．

　方法：心胸郭比，心エコー図検査上の右室肺動脈間

圧較差／肺動脈弁逆流／三尖弁逆流／心室中隔壁運動，標

準心電図上の右室負荷所見，24時間心電図上の不整脈

頻度（経過観察時にのみ施行）についてBPV施行直後

と経過観察時の比較を行った．

　結果：右室肺動脈間圧較差の減少は平均8．6mmHg

であり，有意な増加をみた症例はなく，再狭窄はみら

れなかった．術直後の肺動脈弁逆流は全くなし4例，

軽度5例，中等度1例であったが，中期観察時に増強

した症例はなかった．心胸郭比は中等度の肺動脈弁逆

流を生じた1例を除きいずれも減少を示した．中期観

察時には有意な心室性および上室性不整脈を生じた症

例はみられなかった．

　1例（BPV施行前圧較差47mmHg）で術後圧較差は

17mmHgと減少をみせたが，中等度の肺動脈弁逆流が

生じ，3．3年後の経過観察時に右室容量負荷所見を心エ

コー 図検査上認めた．

　BPV施行後中期で再狭窄を示すものはなく，不整

脈，肺動脈弁逆流に伴う右室負荷所見はほとんどの症

例でみられなかった．1例で右室容量負荷が生じ，今

後観察の継続が必要と考えられた．

　7．先天性肺動脈弁狭窄症に対する経皮的バルーン

弁形成術の長期予後

　　　　山形大学医学部小児科

　　　　　　鈴木　　浩，秋場　伴晴，芳川　正流

　　　　　　中里　　満，佐藤　　哲，佐藤　哲雄

　はじめに：経皮的バルーン肺動脈弁形成術（BPV）

を施行した先天性肺動脈弁狭窄症（PS）13例の長期予

後について検討した．

　対象および方法：対象は1988年3月から1991年1月

までに山形大学小児科でBPVを施行した合併心奇形

のないPSの13例である．男が5例，女が8例で，年齢

は9ヵ月から13歳（平均6．7歳）であった．1例は
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Noonan症候群で異形成弁の例はなかった，　BPVは

Kanらの報告にほぼ準じて行った．バルーンカテーテ

ル（Mansfield　Scientific社製）のサイズは12～25mm

で肺動脈弁輪径の100～138％（116±10％）であった．

　理学的所見，心臓カテーテル法，心エコー図と心電

図をもとに術後経過を観察し，12例に対しBPVから

平均1．1年後に再度心臓カテーテル法施行した，術後の

経過観察期間は1．7～4．3年（平均3．4年）であった．数

値は平均±標準偏差で示し，データの比較には繰り返

しのある一元配置分散分析法を用いてp＜0．05を有意

とした．

　結果：心臓カテーテル法における術前の右室収縮期

圧は84±27mmHgで，術後は45±21mmHgと有意
（p〈0．001）に低下し，フォP一アップ時は41±8

mmHgで術直後と有意差はなかった．右室肺動脈収縮

期圧較差，右室左室収縮期圧比も同様に変化した．肺

動脈収縮期圧はフォP一アップ時に軽度有意（p＜

0．05）に上昇していた．

　術前聴取されたLevine　3～4度の収縮期雑音は，全

例で2～3度と弱くなり，拡張期雑音が聴取された例

は術前後ともなかった．

　ドップラー心エコー法による術前の圧較差は70±27

mmHgであったが，術翌日には26±8mmHgと有意
（p＜0．001）に低下していた，その後の圧較差は術後1

年目（13例）が19±4mmHgで術翌日と有意差はなく，

術後2年目（11例）が15±2mmHg，術後3年目（9例）

が14±3mmHg，術後4年目（5例）が17±3mmHgと

変化しなかった（図）．術前カラードップラー法で6例

に軽度の肺動脈弁逆流を認め，術後は全例に軽度の肺
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動脈弁逆流がみられたが経過と共に進行した例はな

かった．

　心電図では，QRS平均電気軸とV1誘導のR波高は

術後1年目には正常化していた，BPVに伴う重篤な合

併症はなかった．

　考察：BPV術後の問題点には，残存肺動脈弁狭窄，

二次性の漏斗部狭窄，再狭窄，肺動脈弁逆流や不整脈

などがあげられる，われわれは肺動脈弁輪径の

120～140％のサイズを目標にカテーテルを選択してお

り，残存肺動脈弁狭窄や再狭窄を呈する例はなかった．

また，二次性の漏斗部狭窄により治療を必要とした例

もなかった．肺動脈弁逆流は術後全例に認められたも

のの，その程度は軽く，重篤な不整脈もみられなかっ

た．

　結語：BPVを施行した13例のPSを平均3．4年経過

観察しその予後は良好であった．しかし，今後も肺動

脈弁逆流などについて長期にわたって経過観察する必

要がある．

　8．Hancock弁狭窄に対するイノウエバルーンの

使用経験

　　　　倉敷中央病院心臓病センター小児科

　　　　　　　　　　　　水戸守寿洋，馬場　　清

　　　　　　　　　　　　：豊原　啓子，馬渡　英夫

　　　　倉敷中央病院心臓病センター心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　神崎　義雄

　　　　倉敷中央病院小児科　　　　　田中　陸男

　目的：ラステリ術後の遠隔期にHancock弁狭窄の

進行のために再手術を施行される症例が多い．今回

我々は，このような症例に対してイノウエバルーソを

用いて狭窄の解除を試みた．

　対象・方法・結果：対象はいずれもファロー四徴・

肺動脈閉鎖に対してラステリ手術を施行された症例

で，イノウエバルーンは，Hancock弁と同径，さらに

2mm大きいものを使用した．（症例1）1979年6月16

日生まれで，1984年〈4歳9ヵ月〉に18mmのHan－

cock弁付Conduitを用いてラステリ手術を施行し

た．術後の右室圧は55mmHg，肺動脈圧は25mmHg，

左室圧は120mmHgであった．8年後の右室圧は100

mmHg，肺動脈圧は27mmHg，左室圧は120mmHgと

なり，18mmと20mmのイノウエバルーンを使用して

狭窄の解除を試みた．バルーンの中層が破れたが，拡

張後の右室圧は68mmHg，肺動脈圧は23mmHgとな

り，効果が認められた．（症例2）1980年11月15日生ま

れで，1984年〈3歳5ヵ月〉に20mmHgのHancock
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A－1 A－2

　　　　B　　　　　　　　　　　　C

図　A－1，2）症例1：20mmのバルーンで拡張した

　が，中層が破れた．B）症例2：22mmのバルーンで

　拡張したが，中層が破れた．C）症例3：22mmのバ

　ルーンで拡張を試みたが，外層が破れて拡張できな

　かった．

弁付Conduitを用いてラステリ手術を施行した．術後

の右室圧は38mmHg，肺動脈圧は33mmHg，左室圧は

81mmHgであった．術後5年後の右室圧は66mmHg，

肺動脈圧は25mmHg，左室圧は88mmHgで，15mmの

マンスフィールドのバルーンを使用して拡張を試みた

がバルーンが破裂した．術後8年後の右室圧は80

mmHg，肺動脈圧は34mmHg，左室圧は95mmHgで，

20mmと22mmのイノウエ・ミルーンを使用して狭窄の

解除を試みたが，バルーンの中層が破れ効果はなかっ

た．（症例3）1975年5月23日生まれで，1981年〈5歳

7ヵ月〉に20mmのHancock弁付Conduitを用いて

ラステリ手術を施行した，術後の右室圧は34mmHg，

肺動脈圧は29mmHg，左室圧は90mmHgであった，術

後11年後の右室圧は102mmHg，肺動脈圧は30mmHg，

左室圧は105mmHgとなり，20mmと22mmのイノウ
エバルーンを使用して狭窄の解除を試みた．バルーン

の外層が破れ効果はなかった．

　結語：Hancock弁による狭窄は，石灰化によるもの

と考えられる．このため脆弱なバルーンでは十分な圧
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がかかる前に破裂してしまう．石灰化の強い狭窄に対

してはより強固なバルーンの開発が望まれる．

　9．肺動脈balloon拡大術における内頸静脈アプ

ローチの経験

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　　　　　　　先崎　秀明，磯田　貴義

　　　　　　　　　　　　菱谷　　隆，石澤　　瞭

　　　　埼玉医科大学小児科　　　　　小池　一行

　はじめに：小児における肺動脈のballoon拡大術で

は，大腿静脈からのアプローチが一般的であるが，我k

は症例に応じ，内頸静脈からのアプローチを行ってい

る．その有用性と問題点について考察した．

　対象：1989年から92年までの2年間で，4ヵ月から

9歳までの計10例において，内頸静脈から肺動脈bal－

loon拡大術を施行した，うち大腿静脈閉塞の為に施行

したのが7例，解剖学的理由から施行したのが3例で

あった．血管の損傷をできるだけ最小限にするため，

基本的にシースを使用して行ったが，最大9Fr，2本の

挿入が可能であった．balloon径が大きくシース挿入

が困難なものに対してはセルジンガー法で行ったが，

いずれの場合も合併症はみとめられなかった．また，

1例においては，時期を異にして2回の手技が可能で

あった．

　考察とまとめ：内頸静脈からの肺動脈balloon拡大

術は，比較的安全に行える手技であり，肺動脈への

balloon挿入に関しては，むしろ大腿静脈からより容

易である．内頸静脈アブP一チは，小児intervention

のアプローチ部位の一つとして有用であると思われ
る．

　10．肺血流減少性疾患の動脈管，Blalock－Taussig

短絡に対するバルーン拡大術の有効性

　　　　東京女子医科大学循環器小児科

　　　　　　　　　　　　朴　　仁三，中西　敏雄

　　　　　　　　　　　　中沢　　誠，門間　和夫

　13例の肺血流減少性疾患の動脈管またはBlalock・

Taussig短絡（BT）に対する経皮的・ミルーン拡大術

（PTA）の有効性を検討した．

　対象は単心室4，三尖弁閉鎖2，心内膜床欠損3，

修正大血管転位2，両大血管右室起始2の合計13例で

あった．4例においては動脈管に9例ではBTに対し

てPTAを施行した．

　PTAの成功を狭窄部位径1．5倍以上の拡大と定義

すると，動脈管においては4例中1例（25％），BTで

は9例中3例（33％），合計して13例中4例（31％）が
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成功した．この定義に基づくと4例の成功例において

は運動耐容能等の臨床症状の著明な改善を認めたが，

非成功例では臨床症状の改善はないかあっても軽度で

あった．PTA前後のPO2の上昇は非成功群では軽度

であったが成功群では1例を除き著明なPO2の上昇

を認めた．また，成功群でPO2の上昇が認められな

かった症例も遠隔期のカテーテルで大動脈酸素飽和度

の上昇（80→85％）を確認した．成功群の肺動脈断面

積指数はPTA遠隔期にはいずれも増加しており
（図），うち2例はフォンタソ手術適応である肺動脈断

面積指数250以上となった．

　PTA施行時の年齢は成功群で4から11歳，平均7

歳9ヵ月，非成功群では1歳10ヵ月から15歳，平均6

歳7ヵ月と差はなかった．BT後経過年数も成功群で

6年3ヵ月，非成功群では5年3ヵ月と差はなかった．

　狭窄部の形態によって3群に分類した（表）．限局性
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では8例中3例（38％），先細りでは3例中1例（33％）

でPTAが成功したが，管状狭窄に成功はなかった．狭

窄部径は成功群で2．5から3．5mm，動脈管，　BTの太い

部分の径は6．5から10mm．非成功群では各々1．8から3

mm，4．2から10mmであった．狭窄部と動脈管，　BTの

太い部分の径の比は成功群で0．35から0．45，平均O．39，

非成功群では0．2からO．55，平均0．32と両群に差はな

かった．狭窄部径とバルーン径の比（バルーン／狭窄部）

を比較すると成功群では2．3から3．9倍，平均2．9倍，非

成功群では2から4倍，平均2．9倍で差はなかった．

PTA施行時のWaistの変化は成功した4例では完全

に消失したものの，非成功群では不完全な消失が2例，

一旦拡大したWaistが元に戻るものが1例で他は

PTAによるWaistの拡大が全くみられなかった．

　動脈管，BTに対するPTAの成功率は13例中4例

（31％）と高くはない．しかし，PTAにより臨床症状

の改善のみならずフォソタン手術の適応となった症例

もあり，充分な狭窄の解除が得られれば肺血流量を増

加させるには極めて有効であると考えられた．今回の

検討からはPTAの成否を左右する要因は不明である

が狭窄部の組織学的性質がこれに関わっているとの印

象を受けた．

　11．新生児期Jatene手術後の両側肺動脈分岐部狭

窄に対するBalloon　angioplastyの経験

　　　　関西医科大学小児科

　　　　　　野木　俊二，寺口　正之，北村　直行

　　　　　　荻野廣太郎，小林陽之助

　　　　同　胸部外科

　　　　　　田中　一穂，福中　道男，今村　洋二

　　　　国立循環器病センター小児科　越後　茂之

　　　　同　放射線診療部　　　　　　木村　晃二

　Jatene手術後の肺動脈分岐部狭窄に対するBa1－

loon　angioplasty（PTPA）は，狭窄部周囲組織が硬い

ため，良好な成績が得られていない，最近300％以上の

バルーンサイズで，PTPAが有効との報告がみられ，

我々も同様に試みたが良好な結果は得られなかった．

本症例での問題点について報告する．

　症例：症例は1歳2ヵ月の男児．生後21日にJatene

手術を施行，術後1年目の心臓カテーテル検査で両側

肺動脈分岐部狭窄を確認，術後1年2ヵ月でPTPAを

施行した．バルーンカテーテル（b・cath）はMedi－teck

社製Ultra　thinを用いた．　RV，　m－PA，　r・PA，1－PAの

収縮期圧は，それぞれ113，98，12，29mmHgであった．

r－PAに対するb－cathは8mm（360％）および9mm
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図　左上段：PTPA前右室造影（側面像），左下段：

　PTPA後右室造影（左前斜位像），右：左側肺動脈狭

　窄に対するPTPA

（410％）を用い，8～12気圧で加圧した．肺動脈径は

術前2．2mmから術後5，7mmへ拡大した．　m－PA・r－PA

圧較差は86mmHgから85mmHgと，圧較差の改善は

得られなかった．カラードプラでは肺血流の描出が容

易となり，また右肺動脈血流は連続波ドプラ法（CW）

で術前5．Om／secから術後4．2m／secと減少し，狭窄は

幾分解除されたと考えられた．1－PAに対しては，8mm

（330％）b－cathを，ダブルバルーン法で行い，8及び

12気圧で加圧した，径は術前4．Ommから術後5．5mm

と極く僅かの拡大にとどまった．m－PA－1－PA圧轄差は

術前後とも71mmHgと変化はなかった，カラードプラ

では血流の幅に変化はなく，CWの左肺動脈血流は術

前4．5m／sec，術後4．9m／secと変化なく，左側は無効で

あった．

　結論：今回の手技で特に左側に効果がなかったの

は，b・cathのスリップが一因と考えた．加圧時，末梢

側が低形成であるため，加えた圧力が右室側に働き，

b－cath全体の右室流出路へのスリップを惹起した．本

症例のように末梢まで肺動脈の発育が悪い場合では，

ロングシースなどでb－cathのスリップを防止する工

夫が必要と考えられた．

　12．Jatene手術後の肺動脈狭窄に対するバルーン

拡大術の1不成功例
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　　　　松戸市立病院小児科

　　　　　　松本　康俊，原田　　務，佐藤　純一

　はじめに：Jatene手術後の肺動脈狭窄（PS）に対す

るバルーン拡大（BD）は，最狭窄部位の3～4倍の径

を有するバルーソカテーテル（バルーン）が有用であ

ることは，すでに報告した．今回われわれは，3．4倍径

のバルーンを用いてBDを施行しようとしたが，バ

ルーンがスリップして拡大不成功に終わった症例を経

験した．反省点，改善策について検討したので報告す

る．

　症例：症例は，6歳8ヵ月男児．大血管転換症II型，

大動脈縮窄症（CoA）の診断のもとに，生後1ヵ月で，

Van　Praagh手術，動脈管結紮，肺動脈絞拒術を受け，

5歳9ヵ月時にCoAに対するBDを施行し（圧較差

PG30→OmmHg），6歳でJatene手術を施行した．術

後8ヵ月で，BD目的に心臓カテーテル検査を行った．

　方法ならびに結果：三尖弁逆流（TR）のために直孔

カテーテルの肺動脈（PA）への挿入に非常に難渋し，

かつ，ようやく挿入した右肺動脈（rPA）は末梢の発育

が悪く，ガイドワイヤーを十分末梢にまで進めること

が不可能であった．最終狭窄部位径4．4mmに対し，直

径15mm（3．4倍）のバルーソを用いたが，ガイドワイ

ヤーの末梢への挿入距離が短いため，バルーンが浅く，

inflateの途中で，主肺動脈側ヘスリップし不成功に終

わった．やむなく，shaftの軟らかい直径9mm（2．0倍）

のUltrathin（UT）で拡大したが，　PGは65から50

mmHgに変化したに過ぎなかった．左肺動脈（lPA）

分岐部狭窄5．6mm（PG　64mmHg）に対しては，　UT

直径9mm　2本のダブルバルーン（直径14．7mm，2．6

倍）法を用いて拡大し，PGは64から32mmHgへと低

下したが，主肺動脈のPGが顕在化し，術前の20から35

mmHgへと増大した（図），

before after
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図　左上段：PTPA前右室造影（側面像），左下段：

　PTPA後右室造影（左前斜位像），右：左側肺動脈狭

　窄に対するPTPA

（410％）を用い，8～12気圧で加圧した．肺動脈径は

術前2．2mmから術後5，7mmへ拡大した．　m－PA・r－PA

圧較差は86mmHgから85mmHgと，圧較差の改善は

得られなかった．カラードプラでは肺血流の描出が容

易となり，また右肺動脈血流は連続波ドプラ法（CW）

で術前5．Om／secから術後4．2m／secと減少し，狭窄は

幾分解除されたと考えられた．1－PAに対しては，8mm

（330％）b－cathを，ダブルバルーン法で行い，8及び

12気圧で加圧した，径は術前4．Ommから術後5．5mm

と極く僅かの拡大にとどまった．m－PA－1－PA圧轄差は

術前後とも71mmHgと変化はなかった，カラードプラ

では血流の幅に変化はなく，CWの左肺動脈血流は術

前4．5m／sec，術後4．9m／secと変化なく，左側は無効で

あった．

　結論：今回の手技で特に左側に効果がなかったの

は，b・cathのスリップが一因と考えた．加圧時，末梢

側が低形成であるため，加えた圧力が右室側に働き，

b－cath全体の右室流出路へのスリップを惹起した．本

症例のように末梢まで肺動脈の発育が悪い場合では，

ロングシースなどでb－cathのスリップを防止する工

夫が必要と考えられた．

　12．Jatene手術後の肺動脈狭窄に対するバルーン

拡大術の1不成功例

353－（107）

　　　　松戸市立病院小児科

　　　　　　松本　康俊，原田　　務，佐藤　純一

　はじめに：Jatene手術後の肺動脈狭窄（PS）に対す

るバルーン拡大（BD）は，最狭窄部位の3～4倍の径

を有するバルーソカテーテル（バルーン）が有用であ

ることは，すでに報告した．今回われわれは，3．4倍径

のバルーンを用いてBDを施行しようとしたが，バ

ルーンがスリップして拡大不成功に終わった症例を経

験した．反省点，改善策について検討したので報告す

る．

　症例：症例は，6歳8ヵ月男児．大血管転換症II型，

大動脈縮窄症（CoA）の診断のもとに，生後1ヵ月で，

Van　Praagh手術，動脈管結紮，肺動脈絞拒術を受け，

5歳9ヵ月時にCoAに対するBDを施行し（圧較差

PG30→OmmHg），6歳でJatene手術を施行した．術

後8ヵ月で，BD目的に心臓カテーテル検査を行った．

　方法ならびに結果：三尖弁逆流（TR）のために直孔

カテーテルの肺動脈（PA）への挿入に非常に難渋し，

かつ，ようやく挿入した右肺動脈（rPA）は末梢の発育

が悪く，ガイドワイヤーを十分末梢にまで進めること

が不可能であった．最終狭窄部位径4．4mmに対し，直

径15mm（3．4倍）のバルーソを用いたが，ガイドワイ

ヤーの末梢への挿入距離が短いため，バルーンが浅く，

inflateの途中で，主肺動脈側ヘスリップし不成功に終

わった．やむなく，shaftの軟らかい直径9mm（2．0倍）

のUltrathin（UT）で拡大したが，　PGは65から50

mmHgに変化したに過ぎなかった．左肺動脈（lPA）

分岐部狭窄5．6mm（PG　64mmHg）に対しては，　UT

直径9mm　2本のダブルバルーン（直径14．7mm，2．6

倍）法を用いて拡大し，PGは64から32mmHgへと低

下したが，主肺動脈のPGが顕在化し，術前の20から35

mmHgへと増大した（図），

before after
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　考案：本症例でのBD不成功の原因としては，1．

rPA末梢の発育が悪く，ガイドワイヤーを十分末梢ま

で挿入できず，そのためにPS解除に必要な径を有す

るバルーンが，狭窄部位からスリップしてしまった．

2．ダプルバルーン法を用いたIPAでは，直径9mm　2

本では2．6倍にしかならず，PS解除に必要な直径に足

りなかった．3．分岐部狭窄のある程度の改善によっ

て，主肺動脈でのPGが増悪することを予測していな

かった．4．massive　TRのため，直孔カテーテルの肺

動脈への挿入に難渋し，1回のカテーテル検査で，3

ヵ所の狭窄を拡大する時間的余裕がなくなってしまっ

た．

　以上の4点が考えられた．それぞれの改善策として

は，1．J－shapeの部分のみ軟らかいガイドワイヤーの

使用．2．細く，軟らかいshaftで，直径の大きなバルー

ンの使用．3．分岐部狭窄解除後の主肺動脈狭窄の顕性

化の予測と，同部位に対する拡大の準備，4．テクニッ

クの向上と，カテーテルの造形．が必要と考えられた．

　13．肺動脈内トンネルにより冠状動脈血流が確保さ

れている術後症例の肺動脈狭窄（PS）に対する経皮的

肺動脈拡大術

　　　　東京女子医大心臓血圧研究所循環器小児科

　　　　　　　　　　　　森　　善樹，中西　敏雄

　　　　　　　　　　　　中沢　　誠，門間　和夫

　手術により作成した大動脈一肺動脈窓と肺動脈内

パッチによるトンネルにより冠状動脈血流が確保され

ている術後の肺動脈狭窄（PS）3症例に対して経皮的

肺動脈拡大術（BA）を施行した．

　症例1は2歳1ヵ月，体重1L8kgの男児．冠状動脈

の走行がShaher分類5Aの完全大血管転換症（TGA）

1型で日齢JlにModified　Aubert法による修復術が

施行されている．心臓カテーテル検査（心カテ）にて，

右室収縮期圧（RV）／大動脈収縮期圧（AO）比0．91，

肺動脈一右室（PA－RV）圧較差89mmHgの弁上，左右

肺動脈分岐部のPSがみられ，弁上狭窄部7．6mm，右

肺動脈分岐部狭窄6．4mmに対し直径20mmのBal’

loonを用いBAを施行．術後RV／AO比0，57，　PA－RV

圧較差は30mmHgに減少し，弁上部8．8mm，右肺動脈

分岐部は8．Ommに拡大した．　BA施行中，　ECG上著明

なST・T変化はなかった．

　症例2は2歳1ヵ月，体重11．8kgの女児．症例1同

様，冠状動脈の走行がShaher分類5AのTGA　I型で

日齢12にModi丘ed　Aubert法が施行されている．心カ

テにてRV／AO比1．28，　PA－RV圧較差92mmの弁上，

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第2号

左右肺動脈分岐部のPSが見られた．両側大腿静脈閉

塞のため，人工挿管下で内頸静脈よりカテーテルを挿

入．左肺動脈分岐部狭窄2．Ommに対し，直径10mmの

Balloon，右肺動脈分岐部狭窄3．7mm，弁上狭窄部5．7

mmに対して直径12mmのBalloonを用いBAを施
行．施行中ECG上の変化はなく，術後，　RV／AO比

0．65，PA・RV圧較差46mmHgに減少し，左肺動脈分

岐部3．8mm，右肺動脈分岐部4．9mm，弁上部は7．6mm

に拡大した，

　症例3は6歳2ヵ月，体重23kgの女児．10ヵ月時，

左冠動脈肺動脈起始症（BWG症候群）と診断され，

Takeuchi法による修復術を受けている．心カテにて，

RV／AO比0．87，　PA－RV圧較差68mmHgの弁上のPS

が見られ，弁上狭窄部8．9mmに対しBalloon径29．5

mmにあたる直径18mm，18mmのDouble　Balloonを

用いBAを施行した．術後，　RV／AO比0．63，　PA－RV

圧較差20mmHgに減少し，肺動脈弁上部も13．2mmに

拡大された．BA施行中，　ECG上ST－Tの変化はなく，

術前後での冠動脈造影も著変なかった．

　今回の我々の経験では，肺動脈内に冠動脈トンネル

があってもInflateしたBalloonでトンネルを圧迫

し，冠状動脈血流を障害することはなく，PSに対し有

効なBAを施行できると考えられた．

　14．Jatene術後の肺動脈の伸縮率とバルーン肺動

脈形成術の効果

　　　　東京女子医大心臓血圧研究所循環器小児科

　　　　　　桃井　伸緒，中西　敏雄，門間　和夫

　大血管転換症の血管スイッチ手術（Jatene手術）の

遠隔期合併症である肺動脈狭窄症に対する経皮的バ

ルーソ肺動脈形成術（PTA）の効果は，血管周囲の線

維化の進行により低下すると考えられる．線維化の指

標としての肺動脈の伸縮率の経年的変化を調べ，PTA

の効果との関連を調べた．

　対象：対象は1998年1月から1992年2月までに

PTAを施行した28例で，複数ヵ所にPTAを施行した

場合は別に検討し，41部位（肺動脈弁上狭窄23例，右

肺動脈狭窄9例，左肺動脈狭窄9例）を検討した．PTA

施行年齢は平均3．8歳で，Jatene術後経過年数は7カ

月から8年で平均3．5年であった．

　方法：PTA前の心血管造影を用いて，肺動脈弁上

狭窄については右室造影の前後像を用い，左右肺動脈

狭窄に対しては肺動脈造影の前後像または管球を頭側

に傾けた造影の正面像を用い，狭窄部の最大直径と最

小直径を計測した．伸縮率は，（最大径一最小径）／最大
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径として求め，PTAの効果としてはPTA後の最大径

からPTA前の最小径を引いた拡大径とPTA後の最

大径をPTA前の最大径で除した拡大比を用いた．

　結果：術後年数とPTAの効果の関係では，術後3．5

年以前では有効例が多く存在するのに対し，術後3．5年

以上経過した症例では，全例，拡大径2mm以下，拡大

比1．6倍以下と不良であり，術後3．5年前後の拡大径・

拡大比の平均値には有意の差を認めた．術後年数と伸

縮率の関係は，同様に3．5年を境に伸縮率は低下し，3．5

年以上では全例O．08以下で，3．5年前後の平均値には有

意の差を認めた．伸縮率とPTAの効果との関係は，伸

縮率O．05以上の症例では効果にぼらつきはあるものの

有効例が多数存在するのに対し，0．05以下の症例では

拡大率3mm以下，拡大比では全例2倍以下かつ肺動脈

弁上狭窄に限ってみれば1．3倍以下とPTAの効果は

不良であった．伸縮率0．05前後で拡大径・拡大率の平

均をとると両者とも有意の差を認めた．伸縮率は血管

にかかる脈圧にも存在するが，狭窄部にかかる脈圧を

計測することは実際上不可能であるため，狭窄部前後

の収縮期圧を伸縮率で除した値とPTAの効果の関係

を検討した．値が小さくなれぽ血管に柔軟性があるこ

とになり，伸縮率とPTAの効果との関係同様に，柔軟

性のない症例ではPTAの効果が少ないことが示され
た．

　考案と結語：伸縮率の大きい症例で，PTAの効果

が少ない症例が存在したが，PTA施行年度の古い症

例ではバルーン径が小さかったことと，バルーンによ

りウェストは完全に消失しても施行後にしわ状に狭窄

が戻ってしまう症例があることが主な原因と考えられ

た．以上よりPTAの効果を低下させる原因は肺動脈

の線維化の進行が主な原因で，伸縮率はその指標とし

て有用であり，PTAの施行は伸縮率を参考に術後3。5

年以内にすべきと考えられた．

　15．右小指球部尺側動静脈痩に対してコイル塞栓術

を施行した1例

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　　　　　　　菱谷　　隆，磯田　貴義

　　　　　　　　　　　　先崎　秀明，石沢　　瞭

　　　　埼玉医科大学小児科　　　　　小池　一行

　症例：7歳男児．乳児期より右手小指球部にピンク

色の母斑を認め5歳頃より同部位が暗赤色となり熱

感，静脈怒張を認めた．5歳7ヵ月時当科初診，動静

脈痩と診断．5歳9ヵ月時，Hiral　coilと絹糸により第

一回目コイル塞栓術を施行し，小指球部の発赤は術前
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の3分の2に縮小したが外来通過中同部位の発赤が拡

大を認めたため7歳1ヵ月時，Hilal　coi1，　Gelform，

絹糸を用いて第2回目の塞栓術を施行．動静脈痩の範

囲は縮小した．

　考案と結語：①コイル塞栓術に際して組織の血流障

害を防ぐため2回に分けて施行した．②外科手術の難

しい手掌部の動静脈痩の治療にはコイル塞栓術が有用

である．

　16．高度のうっ血性心不全を伴うGalen動静脈奇

形に経皮的コイル塞栓術を試みた1乳児例

　　　　杏林大学小児科

　　　　　　　　　　　　小林　宗光，阿波　彰一

　　　　　　　　　　　　安藤　　靖，隠岐　直紀

　　　　同　NICU

　　　　　　松田　博雄，阪井　哲男，松山　　毅

　　　　同　脳神経外科　斎藤　　勇，小西　善史

　症例：症例は第1回コイル塞栓時，日齢91日の男児．

在胎39週3日に殿位のため帝王切開，体重3，104gにて

出生しました．無気肺，新生児仮死を認め，呼吸状態

不良のため出生直後より呼吸管理を行った．

　日齢2の頭部エコー，日齢8のradial　injectionによ

る脳アンジオにて，Galen動静脈奇形（以下VGMと

略）と診断．うっ血性心不全が強く内科的治療では呼

吸器からの離脱が困難と判断し，動脈からのアプロー

チにてコイル塞栓術を施行．その時の患児の体重は

3，300g，全身に多発性苺状血管腫，側頭部に最強点を

有する連続性雑音を聴取した．

　胸部X－Pでは中等度の心拡大と肺うっ血を認めた．

コイル塞栓術は2回行い，右股動脈からのアプローチ

で1回目は4Fのシース，2回目は6Fのシースを挿入，

カテーテルはそれぞれTracker－101nfusion　Cath・

eter，　Tracker－38　Catheterを使用．　DSAのroad　map

像を参考にしてangleのあるguide　wireを先行させ，

右椎骨動脈経由でVGMまでカテーテルを進めた．第

1回は6個のコイルを使用，短絡は残ったが，うっ血

性心不全は著明に改善し，術後9日目に呼吸器から離

脱する事ができた．1回目の塞栓術の際はVGMにカ

テーテルを進める操作中，カテーテルが上行大動脈で

しぼしぼloopを形式したため，2回目はカテーテルの

操作性を考え，6Fのシースを挿入，カテーテルは

Tracker－38を使用した．カテーテルの操作は容易で，

順調にコイルを放出できた．3～12mm径のコイル30個

と4－Oの絹糸を長さ2．5cmに切断したもの20本を使

用した．
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　結語：1．新生児のHigh　fiow　VGMの診断に

radial　injectionが有用であった．2．右股動脈からの

アプローチにてVGMに第1回コイル塞栓術を日齢

91に施行した．計6個のコイルを使用，短絡は残存し

たが，術後うっ血性心不全は著明に改善した．3．第1

回は4Fのシースのため，　Tracker－101nfusion　Cath－

eterを使用した．　VGMにカテーテルを進める操作中，

カテーテルが細いため，しぼしぼ上行大動脈でloopを

形成した．4．第2回は6FシースでTracker－38　Cath・

eterを使用，カテーテル操作は容易であった．5．第2

回は径3～12mmのコイル30個と2．5cm長の4－O絹

糸20本を使用，完全閉塞には至らず，コイル塊周囲に

少量の短絡が残存した．6，2回の塞栓術とも合併症な

く施行できた．新生児期に死亡率の高いVGMの治療

法として，経皮的コイル塞栓術は有用な方法と考えら

れた．

　17．Coli塞栓術を施行した先天性肝動静脈痩の1

新生児例

　　　　日本赤十字社医療センター新生児未熟児科

　　　　　　　　　　　　島　　義雄，与田　仁志

　　　　　　　　　　　　川上　　義，赤松　　洋

　　　　同　小児科

　　　　　　片岡　　正，土屋　恵司，薗部　友良

　　　　同　放射線科　　　　　　　　古川　　隆

　はじめに：乳児型肝血管内皮腫は，新生児期から鯵

血性心不全を生じることがあり，その発現が早期で程

度の強いものほど予後も悪い．我々は，出生直後から

重篤な心不全を来した肝内血管腫の1男児例に対し

て，Coli塞栓術を試みたので，その治療経過を含めて

報告する，

　症例：在胎39週3　，　672g　Apgar　9点，正常分娩で出生

の男児，生後数時間より呼吸障害とチアノーゼが進行

するため，当NICUに搬送入院となった．入院時には

重篤な心肺不全の状態にあり，腹部は膨隆，肝臓は著

しく腫大し贋下まで硬く触知され，腹部では血管雑音

も聴取された．断層心エコー検査では構造心奇形の存

在は否定されたが，肝内肝静脈～下大静脈の著明な拡

大と，肝右葉の一部に低エコー領域を認め，肝内動静

脈痩による心不全が疑われた．日齢2にCTを施行，

診断が確定，集中治療に努めたが腎不全の制御が困難

となり保存的治療の限界と判断，日齢6に経大腿動脈

的に腫瘍のCoil塞栓術を行った．塞栓術には，腹腔動

脈カテーテルを用いて右大腿動脈から挿入，事前の超

音波検査で主要な輸入動脈と考えられた腹腔動脈の末
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梢からCook社製Hilal　Microcoil　14（φ3mmを10，

φ5mmを4），　Spring　Coi1φ5mmを3，計17個放出

した．効果は劇的で，術直後から有効利尿が得られ心

不全からの離脱に成功した．しかし，その後はカテー

テル敗血症と低栄養のため状態はきわめて不良で，日

齢37より消化管出血，腹水，低血糖などの肝不全徴候

が急速に進行した．さらに感染症を続発，多臓器不全

へと進展し，患児は日齢45に死亡した．

　考察：肝血管内皮腫の最も重要な予後決定因子は心

不全の存在と程度である．種々の治療の試みがあるが，

本症例では患児の全身状態を考慮　カテーテルによる

腫瘍のCoil塞栓術を選択し，心不全そのものからの離

脱には成功した．しかし，術後の全身管理には難渋，

一時は状態が安定したが，急激な肝不全に陥った．肝

動静脈痩での動脈系の塞栓療法では，術後門脈血流が

不十分であると肝組織に虚血を来し，肝不全の基礎を

成す可能性がある．本症例の剖検肝では，腫瘍そのも

のはほぼ消退していたが，きわめて高度な肝静脈一シ

ヌソイドの線維化や閉塞が目立ち，肝動脈塞栓が門脈

系の血行動態になんらかの重要な影響を及ぼしたこと

も示唆され，事前の門脈系の血流について十分な情報

を得ておくことの必要性を感じた．また，状態の悪い

新生児にとって術後感染症などは致命的な合併症であ

り，専門チームによる細心の注意をもった管理が必要

であると思われた．

　18．B－T　shuntに対するcoil　embolizationの経験

　　　　倉敷中央病院心臓病センター小児科

　　　　　　馬場　　清，馬渡　英夫，豊原　啓子

　　　　　　水戸守寿洋，田中　陸男

　　　　広島大学医学部小児科　　　　脇　　研自

　　　　和歌山赤十字病院小児科　　　奥村　光祥

　新生児期に肺動脈弁切開術およびBlalock・Taussig

（B－T）短絡術を施行した純型肺動脈閉鎖の2例で，右

室の発育が良好となったため，B－T　shuntが不要と

なった．このB・Tshunt血管に対して，経皮的コイル

塞栓術を施行し，完全に閉塞することができたので報

告した．

　症例1：生後17日目に肺動脈弁切開術および左B－

T短絡術を施行した．しかし，体重増加が不良で，呼

吸器感染を反復するため，1歳10ヵ月の時に心カテ・

アンジオ検査を施行した．右室の発育は良好で，B－T

shuntを通しての短絡量も多いため，・ミルーンによる

B－Tshunt血管の閉塞試験を行った．　Shuntを閉塞し

ても右室からの肺動脈への拍出は十分と判断し，2歳

Presented by Medical*Online



平成5年9月1日

の時にコイル塞栓術を施行した．径3rnm，長さ2cmの

スプリング・コイルを2個使用し，完全に閉塞するこ

とができた（図）．図上段は大動脈造影所見で，左B・T

shuntを通して相当量の血流が肺動脈に流入してい

る．図中段は，スプリソグ・コイル1個を塞栓したと

ころで，短絡血管造影でなお相当量の短絡が残存して

いる．図下段は，2個目のコイルを塞栓したところで，

短絡血管造影上，血流が完全に遮断された所見を示し

ている．

　症例2：生後5日目に肺動脈弁切開術および左B－

T短絡術を施行した．その後右室の発育は良好とな

り，左B・Tshuntは不要と判断したので，9ヵ月の時

にコイル塞栓術を施行した．症例1と同じサイズのス

プリソグ・コイルを2個使用し，完全に閉塞しえた．

　2例とも合併症なく，その後の心エコー図による経

過観察でも短絡は認めていない，

357－（111）

　複雑心奇形に対する手術の増加に伴い，経皮的コイ

ル塞栓術の手技も，ますます重要になってくるものと

考えられた．

　19．コイル塞栓術が奏効した多発性肺動静脈痩の2

歳例

　　　　近畿大学心臓小児科

　　　　　　砂川　晶生，横山　達郎，篠原　　徹

　　　　　　中村　好秀，三宅　俊治，福原　仁雄

　　　　同　放射線科　　　　　　　　進藤　　啓

　症例は初診時1歳11ヵ月の女児．チアノーゼと多血

症を指摘され来院した．胸部レントゲン上，左下肺野

に腫瘤状陰影を認め，肺動脈造影で，左A5，　A8に多発

性の肺動静脈痩を確認した．頬部，上腕皮膚に丘疹状

の血管拡張があり，オスラー病と診断した．コイル塞

栓術は，2回行った．初回のコイル塞栓術は2歳2カ

月時で，計7個のCook社製血管塞栓用金属コイルを

留置し，動脈血酸素飽和度は，72．4％から直後には

93．1％まで上昇した．1週間後の検査では，動脈血酸

素飽和度は，88．9％に低下し，遺残痩の拡大と新たな

痩の出現を認めた．その後，再び，チアノーゼが増強

してきたため，9カ．月後の2歳11ヵ月に2回目のコイ

ル塞栓術を行い，計6個のコイルを留置した．1週間

後の検査では，遺残痩を認めるものの動脈血酸素飽和

度は，94．3％であった．2回の塞栓術で，特に，合併

症は認めなかった．その後，3ヵ月を経ているが，チ

アノーゼの増強は認めない．

　2回のコイル塞栓術におけるコイルの留置部位とサ

イズを図に示した．コイルのサイズは，体循環への流

出の危険を回避する意味で，痩の径より大きいものを

選択した．

然

Ol曜
olewk’

Olτ鷹

5．1　mm

図　コイルの留置部位とサイズ

3mm径
4cm長
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　以下，本例を通して得た教訓と注意点を示す．肺動

静脈痩に対するコイル塞栓術の合併症としては，体循

環へのコイルな血栓の流出と，正常肺動脈へのコイル

の流出が考えられる．このような合併症を避けるため

の注意点は，1．流入動脈径より大きなコイルを使用す

る．2．2個目のコイルが1個目のコイルより小さくて

よいとは限らない．留置後のコイルの形状によっては，

流出の危険がある．また，近位部から太い痩が分岐し

ている場合も，同様である．3．経過とともに，遺残痩

の径が拡大してくると，大きめのコイルを使用せざる

を得ないので，初回の操作で完全閉塞を目指す．4．複

雑型の痩でも，体循環ヘコイルが流出する可能性があ

る．5．操作中に血栓が体循環へ流出する危険を回避す

る意味で，ヘパリンを投与する．

　まとめ：多発性肺動静脈痩の2歳女児に対して2回

のコイル塞栓術を施行し，短期的には奏効を得た．ま

た，合併症も認めなかった．本症に対する塞栓術の最

も注意すべき合併症は，体循環への塞栓物の流出であ

り，これを防止しつつ効果を得るためには，術前の詳

細な検討に加え，初回塞栓術に際して，可能な限り完

全閉塞を得るようにすべきと考える．

　20．多発性肺動静脈痩に対するコイル塞栓術

　　　　東京女子医大心研小児科

　　　　　　勝部　康弘，中西　敏雄，瀬口　正史

　　　　　　武内　　崇，吉儀　雅章，常見　享久

　　　　　　朴　　仁三，中沢　　誠，門間　和夫

　多発性肺動静脈痩に伴う肺出血に対しコイル塞栓術

を施行し，良好な結果が得られた．症例は，15歳，女

児．平成4年4月15日の喀血に始まり以降数回にわた

る喀血を認める．4月22日には喀血に伴う高度の呼吸

困難を主訴に某病院に入院．各種画像診断により両肺

野にわたる多発性肺動静脈痩と，右A8領域の肺出血

と診断される．その後も月に1ないし2回にわたる喀

血を認めるためコイル塞栓術目的で当科入院となっ

た．既往歴には特記すべきものはないが，家族歴で父

親に患児と同様に喀血の既往を有し，また，口唇，舌，

軟口蓋に血管腫をもつことよりRendu・Osler－Weber

症候群と考えられる．

　カテーテル検査では有意な右左シャントは認めず，

大動脈の酸素飽和度は96％であった．肺動脈造影では，

明らかな結節状の動静脈痩を右Al，　A4，左A5，　A10

に，さらに小さな動静脈痩を両肺野に多数認めた．中

枢側に近い比較的大きな動静脈痩右A4，左A10に対

してコイル塞栓術を施行した．使用したコイルは
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Cook社製金属コイルで，使用したカテーテルはいず

れも6F　USCI，　endholeであり，ガイドワイヤーを用

いpositioningを行い塞栓術を施行した．術中・術後に

特に合併症は認めなかった．しかし，術後1ヵ月目に

再び約150ccにおよぶ喀血が出現したため再度入院と

なった．緊急胸部CTで前回と同様右A8領域に出血

陰影を認めたため同部位にコイル塞栓術を施行した．

使用したコイルは前回と同様，Cook社製金属コイル

で，使用したカテーテルは，6F右Judkinsカテーテル

である．塞栓術後6ヵ月間喀血は認めていない．また，

術後，術前に比し，日常生活上の運動能力の低下は全

く認められていない．

　考案：肺動静脈痩の治療としては，外科的切除術と

経カテーテル塞栓術などがあるが，本症例のごとく両

肺野にわたる多発性肺動静脈痩に対しては肺機能に対

して侵襲の少ない経カテーテル塞栓術の方が優れた治

療法と考えられる．また，多発性の場合，全ての動静

脈痩を塞栓することは不可能であるが本症例のように

主なものを塞栓するだけでも出血の頻度を減らすこと

が出来ると考えられる．

　結語：喀血により発見されたRendu－Osler・Weber

症候群の多発性肺動静脈痩に対し経皮的コイル塞栓術

を施行し，術後良好な結果が得られた．経皮的コイル

塞栓術は本症例のごとく両肺野にわたる多発性の症例

に対しても行いうること，症状の進行に応じて繰り返

し行いうること，末梢の責任動脈を閉塞しうるため術

後の肺機能障害を最小限にとどめることが可能である

ことなどより有効な治療法である．

　21．Rashkind　PDA　Occluder　4個で完全閉鎖が得

られた幼児期PDAの1例：閉鎖術再施行についての

考察

　　　　埼玉医科大学心臓病センター小児心臓科

　　　　　　　　　　　　小池　一行，小林　俊樹

　　　　　　　　　　　　高索　映子，新井　克巳

　　　　国立小児病院循環器科

　　　　　　石沢　　瞭，磯田　貴義，先崎　秀明

　Rashkind　PDA閉鎖術はすでに全世界で5，000例を

越える臨床経験があり，その安全性と有効性は証明さ

れている．しかし本法は比較的残存短絡の頻度の高い

ことが欠点である．有意な残存短絡には，本法の再施

行が可能である．我々は4個の閉鎖栓を順次留置し，

最終的に完全閉鎖を得られた乳児例を経験したので報

告し，本法の反復再施行の問題点について考察する．

　症例は初回閉鎖術時1歳の男児であり，4回にわた
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Table　Patient　Profile　and　Cardiac　Catheterization　Data

triaI 1st． 2nd． 3rd． 4th．

date 1989．12．4 1990．6．14 1991．3．15 1992．9．9

age 1yOm 1y6m 2y3m 3ygm
weight（Kg） 8．3 9．8 12．5 16．0

height（cm） 74 81 89 103

pre℃losure　6ndings

symptom failure　to　thrive failure　to　thrive recurrent　URI recurrent　URI

bounding　Pulse marked marked marked moderate

COntinuOUS　murrnur 4／6 4／6 4／6 3／6

diastolic　murmur 0／6 3／6 3／6 0／6

blood　pressure（systolic／diastolic） 94／46 n．a、 118／40 110／60

cardiothracic　ratio 0．62 n．a． 0．63 0．58

electrocardiogram RVH n．a． LV　H LV　H

cardiac　cath．　data

Pp／Ps 0．71 0．38 0．41 0．35

Qp／Qs 4．79 8．00 3．67 1．23

ductus　internal　diameter（mm） 8．5 8．8 8．5 9．4

shunt　width（mm） 8．5 5．1 4．0 2．8

occluder　implantation

device　used 17 17 17 12

immediate　residual　shunt signi6cant signi6cant moderate none

るRashkind閉鎖栓留置術の術前臨床所見と心臓カ

テーテル検査所見，閉鎖術の結果をTableに示す．

　初回閉鎖術前，高度の肺高血圧と肺血流量増加を認

め，動脈管は，内径8．5mm，全長10．4mmであり，全

く狭窄部をもたない太いtube状の動脈管であった．径

17mmの閉鎖栓を留置したが，術後明らかな短絡を認

め，症状も改善せず，新たに拡張期ランブルも聴取さ

れるようになったので，6ヵ月後に心カテを施行した．

前回留置した閉鎖栓は，大動脈側上方のarmが動脈管

内壁から外れ，閉鎖栓全体が肺動脈側に傾いていた．

短絡血流幅は5．1mmに縮小していたが，肺動脈圧の低

下に伴い，肺血流量は著しく増加していた．また，動

脈管内径は8．8mmに増加していた．17mm閉鎖栓を留

置したが，まだかなりの短絡を残した．再び症状の改

善を認めないため9ヵ月後に第3回目の閉鎖術を施行

した．術前の血管造影では短絡血流幅は4．Ommと減少

していたが，動脈管内径は8．5mmであり，肺体血流比

は3．67と高値を示した．再び17mm閉鎖栓を留置した．

　症状は改善したものの，連続性雑音，速脈，左室肥

大が存続するため，さらに1年6ヵ月後に，再度閉鎖

術を施行した．術前血管造影で短絡血流幅は2．8mmと

縮小しており，肺体血流比も1．23に過ぎなかったが，

動脈管内径は9．4mmと過去最高であった．12mm閉鎖

栓を留置したところ，直後の血管造影で完全閉鎖が確

認された．

　この症例から得られた知見をまとめると，（1）まず，

この症例の動脈管は，retrospectiveには，太すぎて本

法に適さないものであった．最近では狭窄部の内径が

8mm以上の動脈管は本法の適応外であると言われて

いる，（2）但し，段階的な反復性のRashkind閉鎖栓再

留置術は可能であり，かつ安全に施行された．（3）閉

鎖栓を追加する毎に，残存短絡血流幅は小さくなり，

やがて完全閉鎖が得られた．（4）しかし，動脈管内径

は閉鎖栓に押し広げられて大きくなる傾向があり，今

後も注意深く経過観察する必要があると思われた．

　22．PTA直後にspasmによる一過性の腎動脈完全

閉塞を来した腎血管性高血圧の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，金子　一成，藪田敬次郎

　　　　同　循環器内科　代田　浩之，山口　　洋

　今回バルーン腎動脈形成術（PTA）直後に，腎動脈

のspasmにより，一過性の完全閉塞を呈した症例を経

験したので報告する．

　症例は2歳3ヵ月の男児である．発熱，嘔吐を主訴

に近医受診．低張性脱水と診断され入院加療を受けた
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が，収縮期血圧が最高200mmHgと著明に上昇してい

た．種々の検査の結果，腎血管性高血圧と診断され，

PTA目的にて当院小児科に転院となった．

　入院時血圧は142mmHg（アンギオテンシン変換酵

素阻害剤投与中）．その他の全身状態は良好で異常所見

は認めない．血中レニン値は25ng／ml以上，アソギオ

テンシン11，900pg／mlと著明な上昇を認めていた．

DSAにて左腎動脈の狭窄を認めた，　PTA前の狭窄部

位の血管径は0．6mmと極めて狭小であり，2mmおよ

び2．5mmのPTCA用monorail　catheterを用い，最

高で8気圧5分間のPTAを施行した．術直後の造影

にて腎動脈の完全閉塞を認めた．直ちに，ニトロール，

血栓溶解剤等の局所投与を行い，閉塞は間もなく改善

した．経過，血管壁の形状等より一過性の腎動脈の

spasmと診断した．再度の術後造影では狭窄部位は

2．Ommに拡張しており，術後の血圧は100～110

mmHgと安定している．

　本症例はPTAを施行した年齢としては，本邦にお

いては最小年齢であり，またPTA直後に完全閉塞を

来した興味ある症例と思われる．

　23．移植腎動脈狭窄に対する経皮的血管拡張術

（PTAP）の経験

　　　　名古屋第二赤十字病院小児科

　　　　　　　　　　　　矢守　信昭，上村　　治

　　　　　　　　　　　　岩佐　充二，安藤恒三郎

　　　　同　移植外科

　　　　　　沼野　正浩，幅　　俊人，浅野　浩史

　　　　　　富永　芳博，打田　和治

　腎移植後の高血圧は高頻度に見られ，その原因は拒

絶，薬剤（ステロイドやシクロスポリン），移植腎動脈

狭窄，固有腎の存在などがある．その鑑別は必ずしも

容易ではないが移植腎動脈狭窄は狭窄解除にて血圧の

正常化が期待されるためその診断及び治療は重要であ

る．今回我々は移植腎動脈狭窄のため薬物抵抗性の高

血圧を呈した3歳の男児に対し，経皮的血管形成術（以

下PTA）を施行し血圧の管理が容易になった症例を

経験したので報告した．

　症例はPTA施行時3歳3ヵ月の男児．乳児期発症

の腎不全あり9ヵ月時より腹膜透析施行．男性仮性半

陰陽も認めDrash症候群と考えられた．1歳6ヵ月

時，ウイルムス腫瘍のため両腎摘出，2歳2ヵ月時父

親より生体腎移植を施行される．移植後4ヵ月より高

血圧出現，移植後7ヵ月時血管造影施行し移植腎動脈

狭窄を確認．移植後12ヵ月の段階でPTAを施行した．
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図　PTA施行前（左）大動脈との吻合部に著明な狭窄

　を認める．PTA施行後（右）狭窄部は2mmから4mm

　に拡張

狭窄部位は（図）に示すように吻合部で，再狭窄部2mm

に対しバルーン径4mmの血管拡張用カテーテル（ウル

トラシソカテーテル）を挿入，6気圧で30秒間拡張す

る手技を2回施行した．PTA後は（図）に示すように

狭窄部は拡張された．PTA施行後翌日より降圧剤を

3者併用から1者に減量するも収縮期血圧は120

mmHg以下にコントロール可能となった．

　考察：従来移植腎動脈狭窄は手術的に解除されてき

た．一旦狭窄が解除されれぽ血圧の管理が容易になる

が，免疫抑制剤使用中の患者にとって侵襲が大きいこ

と，再狭窄も見られることより最近ではPTAによる

狭窄解除の報告が多く見られるようになった．PTA

の合併症として移植腎動脈の血栓症，断裂，一過性の

スパスムス等の報告が有るが，適切なバルーン径の選

択及び抗凝固剤や血管拡張剤の併用により十分対処し

得ると思われる．本邦では小児の移植腎動脈狭窄に対

するPTAの報告が見られないが，今後小児腎移植の

増加に伴い必要な手技になると思われ文献的考察を加

え報告した．

　24．TPAを用いたPTCR，14気圧の加圧による

PTCA併用が有効であった川崎病による急性心筋梗

塞の1例

　　　　日本医大小児科

　　　　　　　　　　　　関　　隆志，小川　俊一

　　　　　　　　　　　　弓削　邦夫，平山　恒夫

　　　　日本医大附属病院集中治療室

　　　　　　高山　守正，富田　喜文，杉本　忠彦

　症例は8歳の男児．昭和59年1歳時に川崎病に罹患

し，某院に入院．急性期に2DEにて右冠動脈瘤を指摘

され，その後，CAGにて右冠動脈瘤及び狭窄を確認さ

れた．アスピリンを服用しながら，某院でフォローさ
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れていたが，平成4年5／1約90分間持続する強い上腹

部痛及び左胸部痛が出現し近医受診，AMIが疑われ，

発症約3時間半後，当科緊急入院となった．

　入院時の緊急血液検査では，WBC　12，100，　CPK

329，CPK－MB　47，　GOT　38，　LDH　536，　CRP　O．1．

　入院時の心電図では，III誘導で異常Q波およびST

上昇，1，aVL，　V4～V6誘導でST低下，　V2，　V3のT

波の二相性変化が認められた．

　2DEでは，左室後壁，下壁のhypokinesisを認めた，

　以上よりAMIと診断，当院集中治療室に入室，直ち

にPTCR目的でCAG，　LVGを行った．

　CAGではseg　2において，石灰化，及びtotal　occlu・

sionを認めた．またLVGでは左室後壁，下壁のhypo－

kinesisを認めた．

　AMI発症より6時間以内であったので，　pacing

catheterの留置下で直ちにTPAを用いPTCRを施

行した，1回のTPA冠動脈内注入時間は5分間，また

注入量は80万単位（約3万単位／kg）とした．

　計4回の注入でほぼ完全に血栓を溶解することがで

き，最終的に約90％の狭窄まで再開通させることがで

きた．

　その後はヘパリン，ウロキナーゼ，ニトログリセリ

ソ等の点滴静注も行い，AMI発症第6病日目に

PTCAを施行した．

　PTCAはBiaxial　speedy　3．Ommを用い12気圧で

2回加圧したが十分拡張できず，Spectron　3．Ommに

代え，14気圧60秒間の加圧で，50％以下の狭窄まで拡

張できた．

　その後2DE上，後・下壁のhypokinesisは改善し，

トレッドミル負荷心電図・安静時201Tl心筋シンチにお

いて虚血性変化は消失した．

　AMI発症約3ヵ月半後に再造影を施行したところ，

同部位に約60％の軽度の再狭窄を認めた．

　本例ではPTCRにおいてTPAを使用し，血栓溶解

に非常に効果を上げることができた．またPTCAで

は，14気圧と高圧で冠動脈狭窄部を拡張させ，遠隔成

績でも比較的良好な結果を得ることができた．川崎病

冠動脈病変に対するPTCRは，瘤内血栓またはAMI

の急性期症例に対し施行されているが，TPAを用い

た小児報告例は極めて少ない．また，川崎病冠動脈病

変に対するPTCAは主に冠動脈の狭窄症例に施行さ

れているが，AMIの急性期に施行した例は，手許の文

献上国外で数例報告されているに過ぎない．さらに

TPAを用いたPTCR，　PTCA併用療i法は，成人の動
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脈硬化性病変に対しては現在多く行われるようになっ

たが，小児の川崎病冠動脈病変に対しては本例が初め

てと思われる．

　しかし特に石灰化を伴う症例に対するPTCAの施

行例は非常に少なく，その適応，加圧の程度，合併症，

再狭窄に関しては今後の検討が必要である．

　25．乳児期に心内膜線維弾性症が疑われた冠動脈を

含む全身の多発性動脈狭窄症の女児例：PTCA後に

完全閉塞を来たした経験をもとに

　　　　榊原記念病院小児科

　　　　　　鈴木　清志，村上　保夫，岩本　眞理

　　　　　　山戸　康司，池口　弘一，森　　克彦

　　　　　　三森　重和

　　　　同　内科　　　　　　　　　鈴木　　紳

　　　　福井循環器病院　　　　　　　大中　正光

　　　　喜多村脳神経クリニック　　　喜多村一幸

　症例は現在13歳の女児．家族歴に特記すべきことは

ない．出生時とくに問題なく，6ヵ月頃から感冒様症

状と哺乳力低下が持続した．7ヵ月時に心拡大（CTR

74％），心電図上著明な左室肥大，および左室収縮能の

低下（EF　23％）を認めた．心内膜線維弾性症と診断さ

れて強心利尿剤の服用を開始した．次第に心不全症状

は改善し，心拡大や心電図変化も改善した．2歳時に

高血圧を指摘され（右上肢150／mmHg，左上肢120／），

明らかな腎動脈狭窄は認めないものの，レニン活性の

上昇を認めた．ACE阻割剤の服用を開始し，以後は特

別な症状なく経過した．11歳時には心拡大はなく

（CTR　49％），心電図，左室収縮能（EF　60％）もほぼ

正常化した．しかし両側冠動脈に多発性の狭窄を認め

（図1），トレッドミルによる負荷RI検査では，前側壁

から後壁にかけて広範囲の心筋虚血を認めた．その他

にも両側の中大脳動脈は完全に閉塞し，拡張した左椎

骨動脈が脳動脈のすべてに血液を供給していた．頭部

CT，脳波検査では異常はなかった．左上腕動脈も長い

範囲にわたって狭窄を認めた（右上肢130／左上肢75／）．

生検で得た右室心筋は癩痕状に線維化し，肥大した心

筋の散在を認めた．なお眼底，皮膚等に特別の異常は

なかった．

　12歳時にRCA　Seg　3の狭窄に対してPTCAを施行

した．直径3mmと3．5mmのPTCA用バルーンカテー

テルを用いて，最大120psiの圧で約1分間，心電図変

化を見ながら合計6回施行した．直後には実測88％，

85％の2ヵ所の狭窄は，それぞれ52％，31％に改善し

た（図2）．2日後に退院したが，PTCA前後から続く
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図7：PTCA前

　　　　図2：　PTCA施行中
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　　　　　　　　　　　　図3：PTCA後

　　　　　　　　ぽ・議．　　　　L．，。　　　　　パ⊇

頭痛，胸部不快感の精査のため，10日後再入院し，12

日後心臓カテーテル検査を施行した．RCAはSeg　2で

完全閉塞し，RCA末梢はLAD，　LCAからのcollat－

eralによって造影された（図3）．トレッドミルによる

負荷RI検査では，　PTCA前と比較して心筋虚血の増

悪はなかった．

　考察：調べた限りでは本例と同様の病態を呈した症

例の報告はない．血液検査等でも原因を確定できな

かったが，乳児早期の心筋炎および全身性動脈炎の後

遺症が最も疑われる．またPseudoxanthoma　elas－

ticum，　idiopathic　arterial　calcification，　panarteritis

nodosaの不全型の可能性も否定できない．　RCA末梢

は広範囲の心筋に血液を供給していたので，これが閉

塞した際の危険性を考え，PTCAに踏み切った．幸い

本例ではLAD，　LCXからのcollatera1の発達により

事なきを得たものの，小児期における原因不明の冠動

脈病変は，その治療法の選択と管理に充分な注意が必

要と考える．

　結語：1）乳児期に左室収縮能の低下を認め，その後

左心機能の改善を見たものの，11歳時に冠動脈，脳動

脈，左上腕動脈に多発性の狭窄を認めた女児例を報告

した．調べた限りでは，本例と同様の報告はなかった．

2）右冠動脈の狭窄に対してPTCAを施行し，直後に

狭窄は改善したが，12日後，同部位の完全閉塞を確認

した．

　26．経皮的人工心肺（PCPS）の使用経験

　　　　倉敷中央病院小児科

　　　　　　豊原　啓子，馬渡　英夫，水戸守寿洋

　　　　　　馬場　　清，田中　陸男

　　　　同　循環器内科　門田　一繁，光藤　和明

　　　　広島大学小児科　　　　　　脇　　研自

　　　　和歌山赤十字病院小児科　　　奥村　光祥

　心筋炎後，心室頻拍から心肺停止をきたした7歳女

児に経皮的人工心肺（PCPS）を使用した．施行後，洞

調律となり，十分な血圧が得られるようになり，わず

かに四肢も動かすようになった，出血傾向，下肢の循

環不全を認めたため，6日目pump　offとしたが，2時

間後永眠した．

　PCPS（percutaneous　cardiopulmonary　supPort，

経皮的人工心肺）は経皮的にfemoral　veinとfemoral

arteryにカニュレーションして，バイパスする新しい

補助循環法である．PCPSは遠心ポンプと膜型肺を組

み合わせた携帯型人工心肺装置で，小型で搬送が容易

であること，大腿動静脈より経皮的に施行できること，

閉鎖回路のため操作が容易であること等，緊急時の補

助循環に適したものといえる．
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　　　　　　　図PCPSシステム
現代医学，39巻3号，平成4年3月（1992）

経皮的簡易人工心肺装置の経験より

　しかし問題点も認めた，（1）合併症として，抗凝固

剤（ヘパリン）を使用するための出血傾向，遠心ポン

プ及び膜型肺の使用のための溶血等があり，濃厚赤血

球輸血，血小板輸血，FOY，新鮮凍結血漿，ハプトグ

Pビンの点滴静注等を必要とした．（2）次に成人の回

路を小児にそのまま使用するためにおこる問題として

は，カニューラが太く，特に動脈側（送血管側）の下

肢に循環不全をおこし，PGE，を点滴したが効果なく，

大腿動脈バイパス術を追加した．血栓ができない最低

のflowはO．41／minであるが，小児においてはwean－

ingに際してもう少し，少ないflowまで下げられれば

よいのではと思われた．小児用PCPS装置の開発が望

まれる．（3）本症例がPCPSのよい適応だったかどう

かは疑問である．心筋炎後数ヵ月経過しており，すで

に心臓の動きは悪かった，また，PCPS開始まで蘇生を

6時間続けており，開始時すでにGOT，　GPT，　LDH，

CPK高値，　BUN，　Crも徐々に上昇し，心臓のみなら

ず，多臓器不全をきたしていたと考えられる．PCPSの

最もよい適応となるのは，心原性シ・ックであるとい

うのは当然であるが，急性期に心筋を保護すれぽ完全

に回復してくる劇症型心筋炎，残存心筋が多い（広範

囲でない）急性期の心筋梗塞等で，できるだけ早く開

始する方が予後が良い．

　PCPSには多くの長所もあるが，合併症も多く，管理

には細心の注意が必要である．適応となる症例に早期

より使用すれば，非常に有用な補助循環装置であると

考えられた．

　27．高周波カテーテル焼灼術により頻拍発作が消失
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した5歳のWPW症候群の1例
　　　　新潟大学小児科

　　　　　　佐藤　誠一，広川　　徹，塚野　真也

　　　　　　佐藤　　勇，内山　　聖

　　　　同　第1内科　　相沢　義房，草野　頼子

　　　　　　　　　　　　田村　　真，池主　雅臣

　　　　富山県立中央病院小児科　　　畑崎　喜芳

　症例は，5歳の女児．4歳時に動悸を主訴に近医を

受診した際に初めてWPW症候群と診断された．5歳

になり動悸を頻回に訴え，220／分前後のPSVTと診断

された．各種の薬剤が投与されたが予防・停止効果は

少なく，停止にDCが必要とされた．薬剤抵抗性の

PSVTと診断されRFの目的で当科を紹介された．

　洞調律時の標準12誘導心電図より，V1のQSパター

ンからCtypeと診断し，　Kent束は中隔に存在すると

推定された．心エコー図ではpostero・septalにpar－

adoxycal　motionを認め，この近傍にKent束が存在

する可能性が示唆された．またLVDdは47mmと拡大

し，駆出率EFは56％と低値を示し，頻脈由来の心機能

低下と推定された．同様に洞調律時の体表面心電図の

記録では，鎌倉の基準から右室前壁のKent束が示唆

された．

　RSVT時の標準12誘導心電図では180／分前後の

narrow　QRS　tachycardiaを呈し，順行がHis・逆行

がKent束のPSVTと診断できた．

　RFを前提に，外科待機のもとでEPSを施行した．

両側femoral　veinから5Fの5極Josephson電極カ

テーテルを挿入し，それぞれHRAとHis，ないしは

RV　apexとHisに設置した．右側内頸静脈から6Fの

USCI　4極ダイナミックチップカテーテルを挿入し，

coronary　sinusおよび三尖弁輪のマッピングに用い

た．

　基本刺激周期長600msecの早期刺激から，　Kent束

のERPは順行；450msec，逆行；450msecであった．

心内膜マッピングから，Kent束の局在がRV側の

mid－anteroseptalと診断できた．またPSVTは同様の

早期刺激で300～210msecで誘発され，　narrow　QRS

tachycadiaであり，臨床上で記録されているPSVT

と同様の波形であることが確認できた，

　V波は最高10msec先行するマッピングカテーテル

の電位を確認し，RFを施行した（図1の左）．　RFには，

0sypka社製のHAT200を用い，520kHz，20Wで30

secから開始した．20Wで2回，30Wで2回，40Wで

1回焼灼し，いずれも図1の右のように，RF開始後の
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0．5～2秒でデルタ波が消失し，Kent束の離断が推定

された．前4回は1～2分の経過で再びデルタ波が出

現したが，40WのRF以降にはデルタ波の再現を認め

なかった．

　RF後の標準12誘導心電図でデルタ波は認められ

ず，約1年の経過の間も，デルタ波およびPSVTは再

現していない．RF前後での心エコー図から左室心機

能を比較すると，LVDdは47から42mmへ縮小し，　EF

は56から65％へ改善している．またRF前に認められ

た中隔の奇異性運動も，後には消失している．

　まとめ：5歳のWPW症候群患児に対し，高周波，

catheter　ablationを施行した．約1年間の経過観察で

はデルタ波は消失したままでありPSVTも再現して

いない，小児の薬剤抵抗性のPSVTに対し，安全に

RFを施行し得たので報告した．

　28．Catching　catheterを使用した経静脈的ペース

メーカー植込みの経験一修正大血管転位術後の完全房

室ブロック症例に対して一

　　　　島根医科大学小児科

　　　　　　小笹　　浩，羽根田紀幸，森　　忠三

　　　　同　第1外科　　中山　健吾，佐々木哲也

　症例は14歳男児．診断はsitus　inversus，　dextrocar－

dia，　corrected　TGA，　VSD，　ASD，　PS．　2歳9ヵ月

時，right－BT　shunt（original，6歳7ヵ月時，三尖弁

置換術（SJM），6歳8ヵ月時，　Rastelli手術（external

conduit　with　SJM）がそれぞれ施行された．　Rastelli

術後にcomplete　AV　blockを来たし，続いて心筋電極

によるpace　maker植え込み術（VVI　mode）が施行

された．generator交換は87年2月，90年11月に施行さ

れた．89年頃からペーシング不全を生じるようになり，

pace　makerのout　putを上げる必要があった．90年11

月の交換後はpacing　amplitude　7．5Vが必要となっ

た．また肝腫大，顔面，頸部の浮腫といった右心不全

の症状が現れることがあった．このため92年夏にgen－

erator交換が必要と考えられた際に，経静脈的に心内

膜電極を用いてDDD　pace　makerの植え込みを行い，

sequential　pacingできるようにする方針とした．まず

左cephalic　veinの静脈切開にてpacing　leadの左室

内への誘導を試みた．しかしpacing　lead自体は操作

性が悪く，前後の関係にあった右房から左室へpacing

leadを挿入することができなかったため一旦断念し

た．2日後同じ血管からwedge　balloon　catheterを利

6・ONylon 0．014　inch　guide　wire

／6　F　wedge　balloon

図Catching　Catheter

Presented by Medical*Online



平成5年9月1日 365－（119）

用した自作catching　catheter（図）を使用し血流によ

る誘導を試みたところ左室内へのpacing　leadの挿入

が容易となり，pace　makerを植え込むことができた．

以後DDD　modeのpacingが行えており，運動能の改

善も見られた．本法はcathing　catheterの新しい用途

である．複雑心奇形の長期の生存例が増えるに連れ，

経静脈的pace　maker植え込みが必要となる症例も多

くなることが予想される．そのような症例に対しては

本例で使用したようなcatching　catheterはpacing

leadの誘導のため有用な方法のひとつと考えられる、

　29．多段階修復が必要とされるファロー四徴に対す

る初回治療法としての経皮的バルーン肺動脈弁形成術

　　　　国立循環器病セソター小児科

　　　　　　梶野　真弓，山田　克彦，布施　茂登

　　　　　　小野　安生，越後　茂之，神谷　哲郎

　　　　同　放射線科　　　　　　　　木村　晃二

　　　　同　心臓血管外科　　　　　　八木原俊克

　心血管カテーテルインターベソシ・ソは心内修復術

に代わる治療法としてだけではなく，多段階修復が必

要とされる症例において，その一過程の治療法として

も有用な手技であると考えられる．今回ファP一四徴

で，特に左肺動脈が細く短絡術が極めて困難なため，

初回修復として経皮的バルーン肺動脈弁形成術

（PTPV）を施行したので報告する．

　症例：3歳の女児，診断はTOF　with　severe　valvu－

lar　PS　and　hypoplastic　pulmonary　arteries，　MAP・

CAs．生下時より体重増加不良に気付かれ，1歳半時チ

アノーゼを指摘され2歳時当センターを紹介され受診

した．家族歴として父がTOFで15年前に心内修復術

を受けている．当科で施行した心カテの結果は次のよ

うであった．右室圧94／－10（4）mmHg．肺動脈圧はカ

テを挿入できず測定できなかった．肺動脈弁輪径は6．5

mm，右肺動脈径は5．5mm（55％of　normal），左肺動

脈径は2．Omm（23％）と肺動脈，特に左肺動脈の低形

成を認めた．また左右に各4本ずつのMAPCAsを認

め左肺舌区への血流は不明瞭であったが，それ以外は

肺動脈とMAPCAsのDual　supplyであった．通常は

左右の体動脈肺動脈短絡術またはUnifocalization後

に心内修復術を施行する方針となるが，本症例の場合，

左肺動脈がかなり細くshunt術も困難であるため肺動

脈，特に左肺動脈の発達を期待して初回修復として右

室流出路形成術が考えられたが，根治術に至るまでの

過程で手術回数を少なくする可能性及び今後の心内修

復術の行い易さを考え，右室流出路形成術に代えて経

皮的バルーン肺動脈弁形成術（PTPV）を施行した．

PTPVはまず直径5mm長さ2cmのUltra－thinバルー

ソカテーテルを用いて施行，続いてさらに大きな直径

8mm長さ3cmのUltra－thinバルーンカテーテルを用

いて行った．PTPV施行後の造影では正面像で肺動脈

弁のDomingが施行前に比べて不明瞭になり，1また

PTPV施行前に比較して左肺動脈が造影上明瞭にな

り，また大動脈のSaO2が施行前76．4％だったのが施

行直後84．3％と上昇するなど良好な結果が得られた．

施行後2ヵ月での心エコーでは肺動脈径が右が4．5

mmから6．2mm，左が3mmから5．Ommと増加したの

が認められた．

　考案：本症例においてのPTPVは，低形成でshunt

術も困難であった肺動脈の発育を促し，shunt術を施

行するという目的において有効な効果を得ることが期

待でき，またPTPVを施行することにより心内修復術

NCVC
1372234

pre PTPV post
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に至るまでの過程をよりスムーズに行える事が期待で

きるという点で非常に有用なpalliative　intervention

であった．Cardiovascular　interventional　catheteriza・

tionは心内修復術に代わる治療法と考えるが，本症例

のように多段階修復が必要とされる症例においてその

一過程の治療法としても有用であると考えられた．

　30．ファロー四徴症に対するバルーン拡大術に関す

る検討

　　　　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，藪田敬次郎

　　　　同　胸部外科　　渡部　幹夫，細田　泰之

　目的：ファロー四徴候に対し施行したバルーン拡大

術（BD）の有効性および合併症について検討し報告す

図1　1歳10ヵ月の男児．BD前は重症のチアノーゼ

　を呈し，右室造影像では肺動脈のドーミングが認め

　られた（A）．弁輪径13mmに対し，径15mmのバルー

　ンカテーテルにてBDを施行した（B）．　BD後の右

　室造影では肺動脈のドーミングは消失し（C），臨床

　症状も改善した．

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第2号

る．

　対象：1988～1992年の間に当科にてBDを行った

ファロー四徴症15例，16病変である．内訳は，1群：

4ヵ月から26ヵ月までの術前のファロー四徴症4例，

2群：5歳から12歳までの根治手術後の右室流出路狭

窄4例，3群：5歳から12歳までの根治手術後の肺動

脈分枝部狭窄4例5病変および，4群：6ヵ月から15

歳までのBT　shunt術後狭窄3例である．

　方法：各症例についてBD前後に心臓カテーテル検

査を行い，右室圧，肺動脈圧，圧較差，動脈血酸素飽

和度，造影kでの血管径等を測定しその有効性につい

て検討した．用いたバルーン径は，1および2群では

弁輪径とバルーソ径の比が1．1から1．5（平均1．2），ま

た3および4群では狭窄部径とバルーン径との比が

2．0から3．0（平均2．5）であった．

　結果：1群においては，BD前後で右室圧，肺動脈

圧，圧較差に有意差はなかったが，酸素飽和度に関し

ては70±10％から77±8％と有意に上昇しており

（p＜0．05），また術前にみられた無酸素発作および重

症のチアノーゼ等の症状の改善も認められた（図1）．

2群においては，右室圧および右室肺動脈間圧較差が

それぞれ76±30mmHgから64±24mmHg（p＜0．05），

図2　9歳の男児．ファロー四徴候症術後の肺動脈分

　枝狭窄に対しBDを施行した．狭窄部径は5．7mm

　から7．4mmへと上昇，圧較差は90mmHgから30
　mmHgと低下し，有効であった．（A，術前，　B，術

　後）
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49±23から36±17mmHg（p〈0．05）と有意に低下して

いた．3群においては，圧較差は72±25mmHgから

48±20mmHgへと有意に低下し（p〈0．05），また狭窄

部径は5．4±0．8から7．2±2．7mmと有意に増加した

（p〈O．05，図2）．4群においては，有意差はなかった

が狭窄部径は1．6±0．4から3．8±2．8mmと増加した．

また全症例において重篤な合併症は認めなかった．

　考案：BT　shunt術後狭窄および末梢性肺動脈狭窄

におけるBDは，有効性が認められているが，術前の

ファロー四徴症の肺動脈弁狭窄および術後の右室流出

路残存狭窄に対するBDは今後も有効性に関して検討

してゆく必要があると思われた．

　しかし，ファロー四徴症に対するBDは，姑息手術

や根治手術後の再狭窄および残存狭窄等に対して，あ

るいはpalliationとして，一度は試みてもよい治療法

であると考えられる，

　31．ファロー四徴症における肺動脈狭窄に対する

Balloon　Valvuloplasty

　　　　徳島大学小児科

　　　　　　後ロ　ユリ，松岡　　優，久保雅宏

　　　　　　多田羅勝義，黒田　泰弘

　ファロー四徴症の乳児2例に対してBalloon　Pul－

monary　Valvuloplastyを施行した．症例1は，生後25

日の女児．生後2日目より心雑音認め，心エコーにて

ファロー四徴症，動脈管開存症と診断されプロスタグ

ランディンE1投与を受けた．入院時，断層心エコー図

所見では，肺動脈は主に弁輪部狭窄であり，強い肺動

脈弁下狭窄は見られなかった．血液ガス分析にて酸素

飽和度63％と低酸素血症を認めた．生後54日目蹄泣時

のみ見られたチアノーゼが進行してきたため，肺血流

増加を期待して肺動脈弁のValvuloplastyを試みた．

初回からの肺動脈拡張バルーソの挿入は弁輪部狭窄が

高度なため施行できず，最大径3．5mmの冠動脈拡張バ

ルーンを使用した．その後最大径5mmの肺動脈拡張バ

ルーンを使用し，くびれの消失を得た．この症例は動

脈管が開存していたためバルーン拡張中の血流遮断に

伴う心拍数の低下はわずかであった．2回同径のバ

ルーンで拡張を行ったがくびれは見られないため終了

とした．Valvuloplasty前後で右室肺動脈圧差は60

mmHgから48mmHg，酸素飽和度は63％から88％と

改善した．また右室流出路および肺動脈内径は成長に

伴い拡大した．

　症例2は，生後16日の男児．生後2日目より心雑音，

チアノーゼ認め，心エコーにてファロー四徴症と診断
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された．血液ガス分析にて酸素飽和度79％と低酸素血

症を認め，経過と共にチアノーゼが進行してきたため，

生後30日目Valvuloplastyを施行した．患児も症例1

と同様に2段階方式を余儀なくされた．Valvuloplasty

前後で右室肺動脈圧差は72mmHgから55mmHg，酸

素飽和度は62％から80％と改善した．また右室流出路

および肺動脈内径は成長に伴い拡大した．

　Balloon　Pulmonary　Valvuloplastyの適応として，

1．根治手術可能な年齢でない乳児期早期のファロー

四徴症の患児であること．2．肺動脈狭窄が主に弁輪部

狭窄であること．3．肺動脈弁下部狭窄が重度でないこ

と．と考えている．

　乳児期早期のファロー四徴症の肺動脈狭窄に対する

Valvuloplastyは低酸素血症を改善し，肺動脈の発達

を促し，肺動脈弁下部および弁上部狭窄の進行を防ぐ

ことができると考えられた．また本症において動脈管

を開存させておくことは，Valvuloplasty中も肺血流

を保ち，安全にValvuloplastyを行えるので重要であ

る．

　32．肺動脈低形成ファロー四徴症にopen　Brock術

後PTPVを施行した1例
　　　　福島県立医科大学心臓血管外科

　　　　　　丹治　雅博，岩谷　文夫，猪狩　次雄

　　　　　　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

　　　　　　安藤　精一，佐藤　一也，星野　俊一

　　　　同　小児科　　　　　　　　　佐藤　守弘

　肺動脈が低形成なために心内修復術が困難なファ

ロー四徴症には，体肺動脈短絡手術のみでは十分な肺

動脈の発育が期待できない症例もみられる．かかる症

例に対して行う姑息的右室流出路拡大術は過度の流出

路拡大により肺高血圧をきたす場合もある1）．また最

近ではファロー四徴症などチアノーゼ性心疾患に対し

て，経皮的肺動脈弁形成術（PTPV）が積極的に施行

されている2）3）．今回われわれは肺動脈低形成ファロー

四徴症に対し段階的に肺動脈を発達させる目的で，

open　Broke術施行後にPTPVを施行した症例を経

験したので報告する．

　症例は7歳，女児．ファロー四徴症の診断にて1歳

及び4歳時，B－T　shunt術施行されたがPA　indexが

69と低値であり，カテーテルが肺動脈へ挿入できな

かったため平成4年5月13日open　Brock術を施行し

た．体外循環下に肺動脈を切開し肺動脈弁を検索する
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Pulmonary　Arterial　Angiograms
　　　　　　　（A－PView）

Before　BPV
（PA　index：131）

After　BPV
（PA　index：152）

と，弁はfish－mouth状で径2mmであったため1／2

Rowlatt基準の径7mmに拡大した．術後1ヵ月，肺動

脈圧30／10mmHg，　Pp／Ps　O．39，　PA　index　131であり，

さらに肺動脈を発達させる目的でPTPVを行った．全

身麻酔下に大腿静脈よりアプローチし，肺動脈弁輪径

8mmの1．5倍の径12mm　Inoue　balloonにてPTPVを

行った．PTPV直後肺動脈圧は59／12mmHg，　Pp／Ps

は0．42に上昇し，酸素飽和度は83から87％へ上昇した．

PTPV後6ヵ月には，肺動脈圧37／8mmHg，　Pp／Ps

O．36となり，PA　indexは131から152へ肺動脈弁輪径

は8．0から10．8mmへ増加した（図1）．現在根治手術

待機中である．

　結語：肺動脈低形成ファロー四徴症に対する姑息的

右室流出路拡大術は過度の拡大により肺高血圧をきた

す場合もあり，明確な拡大基準は得られていない．本

例においてはまず体外循環下に1／2Rowlatt基準の

valvotomyを行い，その後PTPVを施行することで

肺高血圧をきたすことなく段階的に肺動脈を発達させ

ることができた．本症例のように肺動脈弁性狭窄を合

併した肺動脈低形成ファロー四徴症においては，本法

は有用な方法と考えられた．

　　文献

　1）赤坂忠義ほか：日胸外会誌，331：50，1985

　2）Sreeram　N，　et　al．：JAm　Coll　Cardiol，18：

　　　159，　1991

　3）Rao　PS：Clin　Cardiol，15：483，1992

　33．生後19日目に経皮的バルーン肺動脈弁形成術を

施行した両大血管右室起始兼肺動脈弁狭窄の1例

　　　　山形大学医学部小児科

　　　　　　秋場　伴晴，芳川　正流，中里　　満

　　　　　　鈴木　　浩，佐藤　　哲，佐藤　哲雄

　経皮的バルーン肺動脈弁形成術（BPV）は孤立性肺

動脈弁狭窄症に対する一般的な治療法となってきてい

る．近年，ファP一四徴症などの肺血流減少性チアノー

ゼ型先天性心疾患に対して，肺血流量の増加を目的と

して行われるようになってきた．我々は肺動脈弁狭窄

を合併し，流出路中隔が欠如している両大血管右室起

始症の新生児例にBPVを施行し，良好な結果を得た

ので報告する．

　症例：1992年9月27日生れの日齢1の男児．主訴は

チアノーゼ．在胎40週，体重3，290g，正常分娩で出生

した．生直後からチアノーゼを認め，近医でファロー

四徴症，重症肺動脈弁狭窄と診断され，プロスタグラ

ンディン（PG）E1を投与されながら当科に入院した，

入院時全身に中等度のチアノーゼを認め，2／6度の収縮

期雑音を聴取した．パルスオキシメーターによる酸素

飽和度（SpO、）は78％であった．心エコー図で，両大

血管右室起始，肺動脈弁狭窄，動脈管開存と診断した．

肺動脈弁一大動脈弁一僧帽弁は線維性結合を示し，流

出路中隔は存在しなかった，大血管はside－by－sideで，

心室中隔欠損は大動脈弁下であった．生後19日目に心

臓カテーテル法，心血管造影法およびBPVを施行し

た．右室・肺動脈収縮期圧較差は43mmHg，大動脈酸

素飽和度は67％であった．左右心室造影で心エコー法

で得られた解剖学的所見が確認され，さらに，右室造

影で収縮期にドーム状肺動脈弁を認めた．肺動脈弁輪

径は4．8mmであった．径5．Omm，長さ2cmのバルーン

カテーテル（Medi・tech，　Small　Vessel　Balloon
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Dilatation　Catheter，10～622　SV／5．O～2／3．8／80）を

用いてBPVを施行した．2回の拡張術後にバルーン

のくびれが消失したことを確認した，15分後に右室・

肺動脈収縮期圧較差は19mmHgに低下し，大動脈酸素

飽和度は87％に上昇した．右室造影で肺動脈弁の動き

が増加したことが確かめられた．術後の収縮期雑音は

3／6度となり，BPVから2時間後にPGE1を中止した．

患児はBPVから3ヵ月余りが経過したが，その後チ

アノーゼの増強はなく，SpO2は80～85％を維持してい

る．

　考察：両大血管右室起始症に合併する右室流出路狭

窄は肺動脈弁狭窄のみならず，前方に偏位した流出路

中隔による漏斗部狭窄が関与しているのが一般的であ

り，このような例におけるBPVの効果には疑問が残

る．自験例は流出路中隔が欠如している極めて稀な症

例で，右室流出路狭窄の部位は肺動脈弁が主であった．

これらBPVの有効性に結びついたと考えられる．し

かし，両大血管右室起始症における肺動脈は体心室と

なっている右室から起始しており，弁狭窄の解除は過

剰な肺血流および肺高血圧をもたらす危険性もあるの

で注意が必要である．

　結語：肺血流減少性チアノーゼ型心疾患のなかで，

肺動脈弁狭窄が肺血流減少の主因となっている症例に

対しては，BVPは体肺短絡手術に替わり得る有効な手

段である．

　34．小児の心血管インターベンションの実態調査の

結果報告

　　　　布旋　茂登，越後　茂之，神谷　哲郎（国循），

　　　　石沢　　瞭（国立小児），熊手　宗隆，加藤　裕

　　　　久（久留米大），中西　敏雄，門間　和夫（東

　　　　女医大），小池一行（埼玉医大），鈴木和

　　　　重（横浜労災），松本　康俊（松戸市立），馬

　　　　場　　清（倉敷中央），井埜　利博（順天堂大），

　　　　富田　　英（札医大），佐藤　　勇（新潟大），

　　　　村上　保夫（榊原記念），康井　制洋（神奈川

　　　　こども），松島　正気（社保中京），浜岡　建

　　　　城（京府医大），井上　寛治（武田），秋場　伴

　　　　晴（山形大）

　目的・方法：1991年12月に，日本における小児の心

血管インターベソションの実態調査をおこなった．方

法は質問紙法を用い，日本Pediatric　Interventional

Cardiology研究会の先生方の所属する施設にアン

ケート用紙を送付し，80施設からの回答を得た．なお

今回の検討では，バルーン心房中隔切開術は除外した．
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　結果：小児の心血管インターベンションは，1991年

12月までに，1，538例，のべ1，672回施行されていた．

疾患別の内訳は肺動脈弁狭窄形成術が34．4％，ポルス

トマソ法による動脈管閉鎖術16．1％，大動脈縮窄拡大

術10．6％，末梢肺動脈狭窄拡大術6．9％，MAPCA塞栓

術6．0％だった．心血管インターベンション後の死亡例

は17例みられ，致命率は全体の1．0％だった．死亡例中，

重症の大動脈弁狭窄形成術が6例，末梢肺動脈狭窄拡

大術が3例を占めた．疾患別の致命率は，大動脈弁狭

窄形成術，末梢肺動脈狭窄拡大術が，7．3％，8．1％と

有意に高値を示した（p＜0．01）．冠動脈狭窄（川崎病

による）形成術では13．3％だったが，有意差はなかっ

た．死亡原因は，大動脈弁狭窄形成術では，大動脈穿

孔，心タンポナーゼ，急性心筋梗塞など，末梢肺動脈

狭窄拡大術では，無酸素発作，重症三尖弁閉鎖不全，

右室流出路破裂がみられた．その他腹腔内出血，頭蓋

内出血がみられた．心血管インターベンシ・ンの他の

合併症は75例（4．5％）にみられた．大動脈弁狭窄形成

術と大動脈縮窄拡大術が，それぞれ23％，30％を占め

た，合併症率は，大動脈弁狭窄形成術，nativeの大動

脈縮窄拡大術で，それぞれ18％，20％と有意に高値を

示した（p〈0．01）．大動脈弁狭窄形成術の合併症とし

て，大腿動脈損傷と大動脈弁閉鎖不全の増強がみられ，

大動脈縮窄拡大術の合併症として，大腿動脈損傷と大

動脈解離がみられたが，大動脈解離による死亡例は見

られなかった．その他，脳虚血4例，僧帽弁，三尖弁

の損傷，下大静脈壊死がみられた．

　結語：日本における小児の心血管インターベンショ

ンによる致命率は1，0％，その他の合併症を伴う率は

4．5％だった．肺動脈弁狭窄形成術とポルストマン法に

よる動脈管閉鎖術がそれぞれ34．4％，16．1％と多く施

行されていた．末梢肺動脈狭窄拡大術で致命率が8．1％

と高値を示した．nativeの大動脈縮窄拡大術で合併症

率が20％と高値を示した．大動脈弁狭窄形成術では，

致命率，合併症率がそれぞれ7．3％，18％と高値を示し

た．

　35．当科におけるPTA不成功例の検討

　　　　札幌医科大学小児科

　　　　　　富田　　英，池田　和男，長田　伸夫

　　　　同　第2外科　　　　　　　　安喰　　弘

　はじめに：当科では現在まで，19例，25ヵ所の血管

狭窄に対し，23回にわたるバルーン血管形成術（以下

PTA）を行った．11例，13ヵ所に対するPTAでは，

有意の血管径の増加が得られず，成功率は48％であっ
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Table　Unsuccessful　Dilatation

Sites　of PTA Age Weight Balloon

Right　PA’ 5Y 12．0 Inoue，10

Main　PA 3Y　7M 12．2 Murakami，　Ultrathin，10，12，8十8

Mairl　PA
・poTF

2Yl1M 14．4 Mans6eld，8
Main　PA　　　　　　　　ノ 6Y 16．6 Inoue，15，18

Arch（polnt／Ao） 3Y　7M 13．2 Ultrathin，4，6

Arch（poCoA） 11Y　4M 24．6 Proflex　5，　Ultrathin，8，10，8十6

Arch（Native　CoA） 5Yl1M 22．6 Ultrath｛n，9

Right　Carotid　A 6Y　2M 19．6 Schwarten，3，5

（Neuro6romatosis）

た．不成功に終わったPTAにつき，その手技を中心に

検討を加えた．

　対象と方法：対象はファロー四徴（TF）術後に残存

した肺動脈狭窄5ヵ所，大動脈弓離断術後，大動脈縮

窄（CoA）術後，術前のCoAでの大動脈弓の狭窄各1

ヵ所，神経線維腫症に合併した頸動脈狭窄2ヵ所と腎

動脈狭窄1ヵ所，CoAに合併した鎖骨下動脈狭窄1カ

所，肺動脈閉鎖を伴うTFに対し行ったUniforcaliza－

tion（以下UF）とBlalock－Taussig短絡術（以下BT）

後に生じた右BT　1ヵ所の計13ヵ所で，　PTA施行時

の年齢は1歳4ヵ月からll歳4ヵ月，平均5歳4ヵ月，

体重は7．3～24．6kg，平均16．7kgであった．不成功に

終わった要因を，①ワイヤーの不通過，②バルーンの

不通過，③パルーソを拡張したにもかかわらず狭窄が

解除できなかったものに分け検討した．

　結果：①ワイヤーの不通過はTF術後に残存した左

大肺動脈狭窄と右鎖骨下動脈狭窄の各1例であった

が，左肺動脈狭窄の例は，時間切れともいえる症例で，

形態的には，充分時間をかけれぽワイヤーの通過は可

能と考えている．右鎖骨下動脈狭窄の症例は，右冠動

脈造影用のカテーテルを起始部まで挿入し，032

Straight，018Hi－Torqueなどのワイヤーを用いたが，

狭窄部を通過しなかった．②バルーンの不通過は，右

BT，右腎動脈，左頸動脈の3ヵ所であった．右肺動脈

のUFとBT術後に生じた狭窄に対しては，018Hi・

Torque，032のJワイヤーともに通過したが，　PTCA

用，Ultrathinカテーテルともに通過しなかった．神経

線維腫症に合併した腎動脈狭窄では，032，035のJ，

Straightワイヤーは通過したが，3mm，4mmの
Ultrathinカテーテルがともに通過しなかった．この

症例では，左腎動脈にも狭窄があったが，ここに対し

ては，4mmのUltrathinカテーテルでPTAを施行し

得た．腎動脈の分岐角度が，右ではより急峻であるこ

とによるものと考えられる．左頸動脈狭窄では，018

Hi－Torqueのワイヤーは通過したが，　Schwartenカ

テーテルは3mm，4mmともに通過しなかった．③他の

8ヵ所のPTAに用いたバルーンを表に示す．狭窄部

の1．5～3．0倍径のバルーンを用いたが，拡大しえな

かった．

　考察と結語：バルーンの拡張を行ったにもかかわら

ず無効であった症例は，高耐圧のバルーンないしは，

更に大きな径のバルーソを用いれぽ，多少は改善した

可能性がある．しかし，概して病変は硬くPTAの限界

かと考えた．ワイヤーやバルーソが通過しなかった症

例については，造影所見などから，諸先生の御意見を

頂きたく報告した．

　36．超音波断層検査による，大動脈縮窄症（CoA）

Balloon血管形成術後（BDA）の血管壁構造の評価

　　　　埼玉医科大学心臓病センター小児科

　　　　　　小林　俊樹，小池　一行，新井　克巳

　　　　　　Zulkifli　Ismail

　　　　同　セソター心臓外科

　　　　　　　　　　　　許俊鋭，尾本良三

　大動脈縮窄症（CoA）に対しBalloon血管形成術

（BDA）を施行した症例に対し経食道心エコー検査

（TEE）と血管内エコー（IVUS）を各1例ずつ行い，

血管内腔と血管内壁の変化を観察した．1例では拡張

後に血管内腔が十分拡大し，IVUSにより中膜に一部

断列を認められた．他の1例では，二回目のBDAによ

り大動脈解離を発症した．TEEにて狭窄部位の変化が

観察可能であった．CoAに対するBDAの結果判定，

経過観察にIVUS，　TEEが有用であったので報告す
る．

　症例1：5ヵ月，4kg，女児，　Native　CoA，　VSD複

合の症例である．生後4ヵ月時初回のBDAを行いウ

ルトラシン4mm　balloonを8気圧で拡張した．狭窄が
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十分に拡張され血圧差も消失したが2週間後より再び

下肢血圧が低下したためTEEを施行した．　TEEによ

り再狭窄と判断され二度目のBDAが試みられた．ウ

ルトラシソ6mmのBalloonを使用し12気圧まで加圧

したがウエストは消失せずBalloonは破裂し，有効な

拡張は得られなかった．術後のTEEで大動脈中膜が

広範囲に剥離している様子が観察された．1ヵ月後に

外科的整復を行ったが手術中の大動脈の所見はTEE

と同様に，狭窄部位を上縁にして中膜が上方に向かい

広範囲に剥離していた．

　症例2：2歳，12kg，男児，　VSD，　PDA，大動脈離

断症のため，生後3週で肺動脈絞拒術と端々吻合によ

る離断部解除術が行われた．心血管造影とIVUSによ

り修復部位の再狭窄が認められ，狭窄部内径が4mmで

血圧差が50mmHgであった．6mmのBlue　Maxを2

本挿入してDouble　balloon法により20気圧の加圧を

行った．術後十分な拡張が得られIVUSにより中膜の

一部が裂開している所見が観察された．BDAによる

もっとも至適な血管壁変化と考える．

　考察：BDAにて大動脈壁の一部に烈解が生じない

場合は再狭窄が出現する頻度が高く，その裂開が広域

に及ぶと大動脈の破裂や大動脈瘤を併発する可能性が

ある．血管造影に超音波断層検査を併用することによ

り，狭窄血管内腔の正確な評価が可能となり，狭窄に

対してより至適なサイズのBalloon選択が可能とな

ると考えられた．特にIVUSを使用して観観察すると

血管壁の損傷程度が正確に判定できるため，BDA手

技の安全性のより向上すると考えられる．TEEは下行

大動脈の正確な評価が可能であり，狭窄部位の経時的

変化が観察可能であった．

　結語：経食道心エコー検査，血管内エコーを用いる

ことによりBDA後の血管壁構造の評価が可能であり

ました．特に血管内エコーは，血管壁の微細構造まで

観察可能であり，今後狭窄に対する至適Balloonサイ

ズの決定等に有用と考えられた．

　37．Nativeな大動脈縮窄症に対するバルーン血管

形成術後大動脈解離を合併するも自然治癒をみた1例

　　　　東京女子医科大学心研小児科

　　　　　　近藤　千里，中西　敏雄，門間　和夫

　Nativeな大動脈縮窄症に対するバルーン血管形成

術（PTA）は仮性動脈瘤などの合併症をみることがあ

り，その適応をめぐる議論は未だ決着がついていない．

今回，術後に急性の大動脈解離を合併したがその後の

経過で解離の遺残が治癒し，動脈瘤の合併も起こさな
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かった1例を経験した．治癒の過程を胸部CTとMRI

で観察しえ，本法術後管理上参考になると思われるの

で報告する．

　症例は17歳男子，Williams症候群で大動脈縮窄，僧

帽弁逆流2度，上半身の高血圧（右192／72，左180／74

mmHg）下肢140／－mmHgで，眼底出血が認められ

た．カテーテル引き抜き圧差は48mmHgであり，PTA

を施行した．比較的高年齢であること，nativeな縮窄

症であることから小さめのバルーンを選択した．縮窄

上下の血管径はいずれも18mm，狭窄部の径は5mmで

あり，これに対し10mmのバルーンをダブルにして2

回拡張した．ちなみにこれによるバルーン径は縮窄上

下の血管径の92％に相当した．拡大後圧格差は完全に

消失したが，直後の造影で内膜剥離と大動脈解離iを合

併し，造影上流入口と流出口を認めた．術後2日目の

CT上で剥離した内膜と仮性動脈瘤の形成を示唆する

血管周囲への造影剤の停滞を認めた．術後10日目の

CT上では剥離した内膜は残存していたが血管周囲の

造影剤の停滞は消失していた．外来にて経過観察し，

術後58日後のMRIでは内膜剥離，仮性動脈瘤のいず

れも完全に消失し，縮窄部の内膜の軽度隆起を残すだ

けとなっていた．

　PTAにより有効に縮窄解除が行われた場合，内膜

剥離は必ず伴う．しかし本例のように内膜剥離がかな

らずしも大動脈解離や仮性動脈瘤などの遺残症を残さ

ないこともある．このような症例も存在するので

PTAの施行法について合併症を最小限に抑える工夫

が今後とも必要である．

　38．Postmortemにballoon　angioplastyを行った

大動脈縮窄症の1剖検例一縮窄部の組織所見を中心に

　　　　順天堂大学小児科

　　　　　　大久保又一，井埜　利博，島崎信次郎

　　　　　　秋元かつみ，藪田敬次郎，河合　祥雄i

　　　　同　心臓血管病理研究室　　　岡田　了三

　症例は，18トリソミー．38週4日，1，686gにて出生．

心エコー上，大動脈縮窄（以下CoA），動脈管開存症（以

下PDA），心房中隔欠損症，心室中隔欠損症と診断．

CoAは限局性かつ膜様性であった．心不全にて日齢2

に死亡した．

　死亡後，縮窄部を両側肺動脈，上行大動脈および下

行大動脈を合わせて切り出し，造影剤を注入しシネア

ンギオを記録した．縮窄径は2．5mmであり6mmの・ミ

ルーソにて拡張，10mmのバノレーンにて破裂させた．
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その後，ホルマリソ固定し組織を検討した．

　破裂部は，CoAにほぼ一致し一部PTAにかかり長

軸に亀裂を認めた（図1）．組織的には，縮窄部（図1

B）は動脈内腔への棚上突出であり，内膜および中膜の

肥厚と線維化，中膜平滑筋の乱れを認め，PDAの組織

と思われた．突出部の根元で内膜，中膜および外膜の

全層に及ぶ亀裂を認め，バルーソによる影響と思われ

たが，その対側の組織は正常に保たれていた．なお，

嚢胞中膜壊死は認められなかった（図2）．さらに別の

スライスでは，内膜および中膜への亀裂を認め，この

部分では内膜の肥厚と中膜平滑筋の乱れを認めPDA

組織が関与しているものと思われた．また，バルーン

のかかった縮窄部前後の下行大動脈は（図1A，　C），バ

ルーンの影響は認めずPDA組織も明らかではなかっ

た．

　結語：バルーソ血管拡張術後の再狭窄の原因には，

PDA組織の関与が考えられた．また，未手術のCOA

のバルーン血管拡張術において，PDA組織（さらには

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第2号

嚢胞中膜壊死）などの脆弱組織による大動脈瘤や破裂

の危険性も考慮し，適切なバルーン径の選択が望まし

いと思われた．

　39．PTA直後にspasmによる一過性の腎動脈完全

閉塞を来たした腎血管性高血圧の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，金子　一成，藪田敬次郎

　　　　同　循環器内科　代田　浩之，山口　　洋

　今回，バルーン腎動脈形成術（以下PTA）直後に腎

動脈のspasmにより，一過性の完全閉塞を呈した症例

を経験したので報告する．

　症例は，2歳3ヵ月の男児．既往歴としては，2カ

月時肥厚性幽門狭窄症，1歳2ヵ月時腸重積に履患．

家族歴としては，父方の家系に高血圧が認められる，

今回，発熱および嘔吐を主訴に近医を受診した際，脱

水と電解質異常を認め入院となった．その際に，高血

圧を指摘され（最高収縮期血圧：200mmHg），種々の

検査の結果，腎血管性高血圧と診断され，当科入院と

なった．

　入院時血圧は142mmHg（アンギオテンシソ変換酵

素阻害剤投与中）．その他全身状態は良好で異常所見は

認めなかった．血中レニン値25ng／ml以上
（0．3～2．9），アンギオテンシン1950pg／m1（〈250），

アンギオテンシソII　28pg／ml（＜25）と高値を呈して

いた．腎シンチでは，左腎の縮小と血管相の低下を認

めた．DSAでは，左腎動脈の狭窄を認めた．　PTA前

の狭窄部の血管径は0．6mmと極めて狭小であり（図

1），2mmおよび2．5mmのPTCA用monorai1　cath－

eterを用い，最高で8気圧のPTAを施行した（図2）．

術直後の造影にて腎動脈の完全閉塞を認めたため（図

！〆．

㍉蟻灘∵濫繍
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3），直ちにニトロールおよび血栓溶解剤等の局所投与

を行い，閉塞は間もなく改善した．経過および血管壁

の形状等より一過性の腎動脈のspasmと診断した．術
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後の血圧は100～110mmHgと安定し，3ヵ月後の腎動

脈造影では，血管壁が若干不整ではあるが狭窄は認め

ず（図4），血清学的異常も認めない．

　本症例はPTAを施行した年齢としては，本邦にお

いては最少年齢である．また，PTA直後に完全閉塞を

来たした興味ある症例と思われ，乳幼児の血管形成術

は成人と比較し危険性も高く，慎重に行う必要がある

と思われた．，

　40．大動脈縮窄症におけるballoon　angioplastyの

適応に関する検討一5年間のprospective　studyのま

とめ一

　目的：

plasty（BDA）の成績については欧米では数多く報告

されているが，適応について検討した報告は極めて少

ない，私どもは1988年1月から1992年12月まで43例の

CoAを当科で定めたBDAに関する治療プロトコー

ルに従ってprospectiveに治療してきた．今回はその

5年間の成績をまとめた．

　方法二当科でのBDAに関する治療プロトコール

は，絶対適応として手術後の再狭窄およびriskfactor

のある未手術のCoA，相対適応として病変が限局性の

未手術CoAでかつ孤立性ないしPDAがなく心内短

絡量の少ないものとした．また，大動脈低形成，VSD

やASDなどの心内短絡量の多いものあるいは大きな

PDAあるもの，　PDA依存性CoA複合などは外科的

に治療した．

　結果：43例中18例はBDA（13例は未手術例，5例は

術後再狭窄）一［1群］，15例は外科治療一［II群］，残

りの10例一［III群］のうち7例は18トリソミー（3例），

9一トリソミー（1例）および21一トリソミー（13例）

などの重症の精神運動発達遅滞を伴う染色体異常に伴

うCoAであったため薬剤治療のみで経過観察した．

残りの3例は軽度のCoAであったため放置した．1

群の18例は圧較差42±26mmHgから14±18mmHg
（p＜0．0001）と減少し，全例有効であった．1群は平

均2．5年（6ヵ月～3．5年）フォローし得た．遠隔期に

1例は喘息発作で死亡した．4例（未手術例の31％）

に再狭窄を認めたが，再BDAにより再拡張し得た．そ

の後再狭窄は認めなかった（図1）．II群の14例中5例

は単心室および大血管転位などの合併心奇形が存在し

順天堂大学小児科，

　　井埜　利博，島崎信次郎，秋元かつみ

　　大久保又一，藪田敬次郎，

同　胸部外科　渡部　　幹夫，細田　泰之

大動脈縮窄（CoA）に対するballoon　angio一
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ており，手術死亡した．III群の10例中7例は死亡，3

例はCoAが軽症であったため生存している（図2）．

　まとめ：今回の治療プロトコールは暫定的なもので

あり結論はでないが，少なくともBDAの中期成績は

満足できると思われる．

　41．Balloon　Aortoplastyの中期予後

　　　　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

　　　　　　　　　　　　降旗　邦生，宝田　正志

　目的：大動脈弓外科的再建術後の再狭窄に対する

Balloon　Aortoplasty（BAP）の遠隔期中期予後を検討

した．

　対象：対象は原疾患が大動脈縮窄6例，大動脈弓離

断2例の計8例であり，既往外科手術はsubclavian

flap　aortoplasty（SFA）3例，　SFA後patch　plasty

1例，patchplastyのみ1例，端端吻合2例，　Blalock・

park　aortoplasty　1例である．

　結果：1．8例に対し計10回のBAPを施行した．う

ち，有効7例，拡大不十分1例，拡大不能2例であり，

再BAP　2例中1例が有効であり，拡大成功率は70％

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第2号

であった．2，拡大不能2例中1例で外科再手術

（patch）を施行した．拡大不十分の1例は選択バルー

ソ径不適切であり再BAPにより狭窄の解除が得られ

た．3．BAPにより拡大の得られた6例中5例でBAP

1ないし6年後に血管造影あるいはMRIにより大動

脈弓の形態評価を行い，拡大の持続が確認された．4．

再手術1例を除く7例では1例が上肢高血圧（＞120

mmHg）を示している．

　まとめ：BAPにより充分な形態的拡大が得られれ

ぽその効果は中期的には持続する．BAP後の大動脈弓

形態の評価はMRIが非侵襲的で優れている．

　42．Critical　ASに対する経皮的バルーン弁形成

術；内頚動脈アプローチの有用性

　　　　久留米大学小児科

　　　　　　前野　泰樹，福田　　毅，石井　正浩

　　　　　　佐藤　　登，赤木　禎治，高木　純一

　　　　　　井上　　治，加藤　裕久

　　　　同　第二外科　　押領寺篤茂，久冨　光一

　　　　琉球大学小児科　呉屋　良信，城間　　昇

　新生児早期に治療を必要とする重症大動脈弁狭窄症

（以下critical　AS）に対し右内頚動脈アプローチによ

りバルーソ大動脈弁形成術（以下BAVPと略す）を施

行した．

　症例は，34週時に胎児エコーにてcritical　ASを疑わ

れ，39週3日，経膣分娩にて出生．2820g，　APGAR

score　5分8点．出生直後より全身のチアノーゼおよ

び強い心不全を認めた．心雑音は聴取されなかった．

　断層心エコーでは，大動脈弁は著明に肥厚し左心室

は小さく，EF＝40％と低下．大動脈弁輪径は8mmで

Dopplerにて，圧較差は70mmHgと推定されcritical

ASと診断した．大動脈弓縮窄，動脈管開存を合併．左

心室容量，大動脈弁，僧帽弁輪径などより，twO－

ventricle　repairが可能と判断しBAVPの適応と判定

された．

　最初は，6生日に大腿動脈アプローチにて心臓カ

テーテルを施行した．しかし，ガイドワイヤーを使用

しても大動脈弓部でカテーテルが通過困難であり，よ

うやく大動脈弁部に到達したが，結局弁輪を通過でき

ずBAVPは施行できなかった．また，このとき，縮窄

部の下行大動脈側をガイドワイヤーにて損傷し出血．

左血胸，出血性ショックをきたした．

　そこで，8生日に今度は，右内頚動脈アプローチに

て再度心臓カテーテルを施行した．挿管，静脈麻酔化

に，心臓血管外科医によりいわゆるカットダウン法に
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て6Frのシースを挿入．5Frの先穴バーマンと，PTCR

用のガイドワイヤーを使用し大動脈弁輪部の通過を試

みるに，容易に左心室内に挿入できた．図は，BAVP

施行前後の左心室圧および大動脈圧波形である．左心

室内は160mmHgと著明に上昇し，圧較差は98mmHg

であった．ウルトラシン，バルーソカテーテルのバルー

ン径3mm，5mm，6mmを使用し順次BAVPを施行
し，圧較差は28mmHgまで減少し，著効した．術後の

大動脈弁逆流は軽度であり，Sellar’sの1度であった．

術後は血管再建を行い，動脈の閉塞や血流障害もみら

れず神経学的な合併症はなかった．

　1990年，Fisherらは，5例のcritical　ASに対して右

内頚動脈アプローチにより全例で容易にBAVPを施

行しできたと報告している．大腿動脈アプローチでは，

大腿動脈の損傷の危険性がありまた術後の閉塞の可能

性も高い．また，大腿動脈アプローチでは，archを介

して狭い大動脈弁口を通過させるのが困難であるが，

右内頚動脈アブP一チでは直線的に大動脈弁部に達す

るので容易に弁口を通過することができる．

　結語：右内頚動脈アプローチによるcritical　ASの

バルーン大動脈弁形成術は操作が容易であり術時間も

短く有効な手技であり，特に大動脈弓の異常がある症

例では有効と考えられた．

　43．オルバート・バルーンカテーテルを用いた新生

児大動脈弁狭窄に対する弁形成術の経験

　　　　日本赤十字社医療セソター

　　　　　新生児未熟児科　　　　　　与田　仁志

　　　　同　小児科

　　　　　　片岡　　正，土屋　恵司，薗部　友良

　　　　埼玉医科大学小児科　　　　　小池　一行

　はじめに：新生児期乳児期のcritical　ASに対する

Balloon　Aortic　Valvulo－plasty（以下BAV）は大腿

375－（129）

動脈損傷や不整脈等の合併症に細心の注意をはらった

上で効果が得られなけれぽならない．今回，我々が用

いたカテーテルはシャフト径とバルーン（収縮時）径

が等しく，またバルーンのdeflationも陰圧をかける

ことなく短時間で済み，抜去時もカテーテルを回す必

要がなくBAVの合併症を最小限におさえられる可能

性があると思われたので報告する．

　症例：在胎31週，出生体重2，275gのpreterm　LFD

として出生，生後早期より収縮期雑音を聴取し，small

VSDとして経過観察中であった．生後1ヵ月には当

初，未熟性の為と考えていた活動性低下，無呼吸発作

が増強し，日齢33に施行した心エコー検査にてcriti－

cal　ASと診断，それによる心不全症状と思われた．大

動脈弁輪径は7mmでpoststenotic　dilatationを認め，

弁は不完全な3弁で，ドプラー上は圧較差98mmHg，

AR，　MRはなかった．また右冠動脈起始部が3．7mm

と瘤状に拡大し，左室内腔はEFE様変化と思われる

エコー 輝度の増強を認めた．左室駆出率は良好であっ

た．また，心電図上左室肥大所見と，V3からV5でST

の低下を認めた．日齢36（修正週40週）体重3，067gに

て人工呼吸管理下，全身麻酔でBAVを施行した，経静

脈的に卵円孔を介して左室内に5Fアンジオカテーテ

ルを留置し同時左室圧とした．大腿動脈より5Fシー

ス，5Fウェッジカテーテルを用いてchanging　guide－

wire（ラジフォーカス0．025）を左室，左房，肺静脈ま

で挿入し，Meadox社製オルバートバルーンカテーテ

ル（4．8F，バルーン径6mm）をtransanularに留置，

用手的に1～2秒inflateした，圧較差は98mmHg

（LV・AO：148－50）から73mmHg（123－50）しか改

善しないため7mmのバルーン径のものを用い，圧較差

48mmHg（98－50）となったところで弁輪径を考慮し

終了した．LVEDPは15mmHgから10mmHgに低下
した，またバルーン拡張後はその都度ガイドワイヤー

を引抜き，ドプラーエコーにてARの有無を調べた．

バルーン拡張時一過性にVTが出現したがすぐ消失

し，徐脈をきたすことなく，左室圧の低下が得られた．

また，大腿動脈の閉塞は生じなかった．患児はBAV後

2日めに抜管し，その後，活動性も正常化，無呼吸も

認めず，心拡大も軽減し症状の改善が得られている．

現在，外来フォロー中（7ヵ月）であるが，ASの圧較

差はドプラーエコーにて徐々に増強し（64mmHg），

ARは軽微であるため，体重増加を待って，2回目の

BAVを考慮している．

　結論：血管形成用オルバートバルーンカテーテルは
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血管損傷他の合併症を最小限に防ぎ，操作に時間的浪

費が許されないcritical　ASのBAVに極めて有用で

あった．

　44．乳児期critical　ASに対するballoon　valvulo－

plasty施行直後に一過性の血性心嚢水貯留を認めた

1例

　　　　三重大放射線科

　　　　　　奥田　康之，多上　智康，大井　　牧

　　　　　　松村　　要，竹田　　寛，中川　　毅

　先天性大動脈弁狭窄症の乳児にballoon　valvulo－

plastyを行ったが，施行直後に原因の明らかでない血

性心嚢水貯留を認めたので報告する，

　症例は在胎38週，生下時体重2．6kgの男児で生下時

より多呼吸と心雑音があり，心エコー検査により大動

脈弁狭窄・心室中隔欠損症（筋性中隔型）と軽度の大

動脈弓縮窄症と診断された．心室中隔欠損症の閉鎖に

伴い心不全が増悪し，大動脈弁前後の圧較差は，ドッ

プラー法で70mmHgと強く大動脈弁狭窄の解除が必

要と判断し生後56日目にballoon　valvuloplastyを施

行した，大腿動脈に留置した5FシースよりPTCA用

0．014インチのガイドワイヤーに添わせて径5．Ommの

PTCA用balloon　catheterを進め10気圧で計5回の

拡張を行ったが効果が乏しく，径6．OmmのPTA用

balloon　catheter（Mediteck　Ultrathin）に交換し10気

圧で3回の拡張を追加したところ，左室の収縮末期圧

は135mmHg，拡張末期圧28mmHgから術後には，そ

れぞれ87mmHg，11mmHgまで下がり，左室と大動脈

の圧較差は65mmHgから32mmHgと減少し，心不全

症状は術直後より改善した．拡張後の大動脈造影では

弁逆流はなく弓部の軽度狭窄を認める以外に異常はな

かった．翌日の心エコー検査では，大量の血性心嚢水

貯留を認めたが，左室流出路から大動脈基部には異常

が無く，大動脈弁輪径は8mmで術前から変化なかっ

た．患児の状態は安定していたので経過観察としたと

ころ9日後には心嚢水は消失した．3ヵ月後に大動脈

縮窄の評価のため再度大動脈造影を行ったが上行大動

脈に異常はなかった．

　先天性大動脈弁狭窄症に対するballoon　valvulo・

plastyの合併症として血性心嚢水の貯留が知られて

いるがその原因としてはcatheterの挿入やballoon

の拡張に伴う大動脈の裂傷とガイドワイヤーの左室壁

貫通が挙げられる．本例で使用したガイドワイヤーは

先端が非常に軟らかいPTCA用の0．014インチであり

左室壁の貫通は考え難い．叉，造影・心エコー検査で
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は左室流出路から上行大動脈にも裂傷を示唆する所見

は認められなかった．使用したballoonの最高径は6．O

mmで弁輪径の8mmに対し妥当なサイズといえるが，

その拡張に伴い画像所見にあらわれない大動脈壁の微

細な裂傷が生じ心嚢に血液が一時的に漏出したとの仮

定は否定できない．

　45．経皮弁形成術中に一過性の心室内伝導障害をき

たした先天性大動脈弁狭窄の乳児例

　　　　京都府立医科大学小児疾患研究施設内科部門

　　　　　　浜岡　建城，白石　　公，坂田　耕一

　　　　　　大持　　寛，尾内善四郎

　先天性大動脈弁狭窄に対する経皮的弁形成術

（PTAV）中に一過性の心室内伝導障害をきたした乳

児例を経験した．症例は入院時2ヵ月の女児．40週，

3，120g帝王切開で出生．1ヵ月検診で心雑音を指摘さ

れ来院．心不全症状なく，心エコー上圧較差40mmHg

の大動脈弁狭窄と診断．経過中，心エコー上での左室

壁厚の増大と圧較差の増加傾向（40mmHg→60
mmHg），および心電図上II，　IIIaVF，　V5，　V6でT波

の平抵および陰転化という左室負荷所見の進行がみら

れるようになったためPTAV目的に入院．

　入院時，身長57．8cm，体重5，070g，呼吸数42／分，脈

拍140／分，血圧100／65mmHg．聴診上，心基部で収縮

期駆出性雑音（Levine　3／6）を聴取．心エコー上，大

動脈弁は三弁で，弁尖肥厚・開放不良・ドーム形成が

観察され，圧較差は60mmHg．造影上の大動脈弁輪径

は10mmで，左室圧115／10edp，大動脈圧67／34，圧較

差48mmHgであった，使用バルーンはMeditech社製

new　ultrathin　balloon　catheter．順次5mmから7mm

までのバルーン径で複数回のPTAVを施行．

　その結果，左室圧106／10edp，大動脈圧75／35，圧較

差31mmHgに改善した．術中，一過件の心室内伝導障

害様心電図波形が繰り返し再現性をもって出現した．

出現した左室伝導障害様心電図波形は，QRS波形が幅

広く（0．08sec）かつ著しく高くなり，　ST，　T波が虚血

様に著明に低下および陰転化した波形と，QRS波形が

著しく幅広く（0．10～O．12sec），　ST，　T波の低下およ

び陰転化を伴う典型的な左脚ブPtック波形の2種類が

観察され，それぞれが独立かつ持続して出現した（図

1）．両波形とも，QRS軸は＋90度から＋20～＋30度へ

と左軸方向に偏位し，QTcは0．44から0．47～0．50へ延

長していた，これらの左室伝導障害波形は，バルーン

のinflationからdeflationにかけて期外収縮に引き続

いて出現した．また，カテーテル引き抜き操作時にも
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突然出現することがあった．これらの左室伝導障害波

形は，先ずST，　T波の改善に続いて，　QRS波形の波

高と幅が改善し，元の波形に回復するのに約5～20分

を要した．なお，直孔カテーテルで左室から大動脈に

スムーズに引き抜きができ，左室流出路心内膜での機

械的接触がなかった時には同様の異常波形は出現しな

かった．

　本症例でみられた心室内伝導障害の発現機序として

は，原疾患による左室肥大の他，麻酔およびPTAVに

よるストレスとアシドーシス，という要素が加わった

背景の上で，カテーテル操作およびバルーソ拡張操作

により，左室圧の一過性上昇，左室流出路心内膜下に

広がる左脚伝導路への機械的刺激，さらには微小循環

を含む虚血などが単独あるいは複合して関与した結果

であろうと推測された．また，出現した心室内伝導障

害波形の違いは障害の程度・範囲・部位の違いによる

もの（differential　degree　of　intraventricular　conduc－

tion　disturbance）と考えられた．

　46．先天性僧帽弁狭窄の術後再狭窄に対して，井上

バルーンを用いた経皮的弁形成術（PTMC）を施行し

た1例

　　　　京都府立医大小児科疾患研究施設内科部門

　　　　　　　　　　　　白石　　公，林　　鐘声

　　　　　　　　　　　　浜岡　建城，尾内善四郎

　　　　武田病院心臓血管外科　　　　井上　寛治

　成人のリウマチ性僧帽弁狭窄症に対する井上バルー

ンを用いたPTMCは，安全かつ有効な手技として確

立されたものとなった．しかしながら先天性僧帽弁狭

窄は，弁の異形成によるものが多く，また対象が小児

であることから未だにPTMCが実施された報告は少

ない．今回我々は，先天性僧帽弁狭窄の術後に再狭窄

をきたした18歳の女性に対し，PTMCによる狭窄の解

除を試みたので報告する．

　症例は18歳女子，生下時より心雑音を指摘され，5

歳時に易疲労感を訴えるようになったために，心カ

テーテル検査を行い先天性僧帽弁狭窄と診断された．

肺動脈圧は46／22mmHg，肺動脈模入圧は平均18

mmHgであったために開心術を行った．術中所見では

交連部の癒合による僧帽弁狭窄が確認され，交連切開

術を行った．術後自覚症状は改善したが，9歳時より

再び労作時の疲労感が出現した．この時の肺動脈圧は

58／46mmHg，肺動脈模入圧は平均26mmHgであっ

た．今回再カテーテル検査およびPTMCによる治療

を目的として入院となった．入院時，胸骨左縁第4肋

間2／6の収縮期雑音および心尖部に2／6の拡張期雑音を

聴取した．術前の心エコーでは，僧帽弁は前交連部が

癒合し，弁口面積は2．09cm2，1度の僧帽弁閉鎖不全を

認めた．心カテーテルでは肺動脈圧33／16mmHg，肺動

脈襖入圧は平均18mmHg，左室拡張末期圧は8mmHg

であった．Brockenbrough法により心房中隔を穿刺し

た後，28mm径の井上バルーンを用いて24mm～28mm

まで計4回のバルーンインフレーションにより

PTMCを行った．術後左房左室圧較差は4mmHgに減

少した．心エコーでは，癒合した交連部がPTMCによ

り裂開したのが確認され，弁口面積は3．67cm2に増大

した．6ヵ月経過した現在自覚症状は軽減し，僧帽弁
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を

製

　　　　　　PTMC所見

1回目（24㎜¢）　　　　4回目（28㎜¢）

　　　　　　　1　　　2　　　3　　　4（回目）

バルーン径　　　24⇒　26⇒　27⇒　28（㎜¢）

LA－LVD圧較差　　8⇒　6→　6⇒　4（mmHg）

閉鎖不全は1度，弁口面積は3．08cm2である．

　僧帽弁交連切開術後に切開部の癒合による再狭窄を

きたした年長例には，心エコーを用いた詳細な弁の形

態観察を十分行うことにより，PTMCの良い適応とな

るものと考えられた．今後さらに本症例の長期の予後

を観察する予定である．

　47．先天性僧帽弁狭窄に対する経皮的バルーン弁切

開術

　　　　兵庫県立こども病院循環器科1），国立循環器

　　　　病センター小児科2），同放射線科3），武田病

　　　　院4），新潟大学小児科5）

　　　　　　黒江兼司1）2）越後　茂之2）井上　寛治4）

　　　　　　木村　晃二3）塚野真也5）2）中島　　徹2）

　　　　　　布旋　茂登2）山田　克彦2）神谷　哲郎2）

　　　　　　鄭　　輝男1）三戸　　壽1）

　先天性僧帽弁狭窄および肺高血圧の6歳男児に対す

る経皮的バルーン弁切開術の経験を報告する．症例は

在胎35週，生下時体重1，680gにて出生，出生早期より

心雑音，多呼吸，心拡大が認められ，大動脈縮窄と診

断され，5ヵ月時，subclavian　flap　aortoplastyが施

行された．術後経過は順調と思われたが，1歳7ヵ月

の術後心臓カテーテル検査で，大動脈縮窄術後，肺高

血圧と診断され塩酸ブナゾシンが開始となり，以後外

来で経過観察がなされた．6歳6ヵ月時，僧帽弁狭窄

に気付かれ精査のため入院，心臓カテーテル検査にて

大動脈縮窄術後，僧帽弁狭窄，肺高血圧と診断された．

6歳11ヵ月時に，イノウエ・バルーンを用いたカテー

テル治療を試みた．Brockenbrough手技を用い，僧帽

弁部及び弁下部組織に対し，バルーンの位置決めを心

エコー 観察下にて行い，バルーン切開術は径15mm及

び18mmのイノウエ・バルーソにて計11回施行した．

僧帽弁弁口面積は5．Ocm2から9．7cm2になり，左房　左

室拡張期平均圧較差は12mmHgから8mmHgとなっ

た．術後，僧帽弁逆流がわずかに認められたが，臨床

的には問題とならず，Brockenbrough手技による心房

中隔部の短絡も翌日の心エコーでは認めなかった．僧

帽弁部及び弁下部組織に対し経皮的バルーン切開術が

有効であったと思われた，
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