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Fontan手術前後の体肺動脈側副血管に対するコイル塞栓術
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　単心室血行動態を有するチアノーゼ性心疾患10例で，Fontan手術前後に体肺動脈側副血管に対し経

動脈的コイル塞栓術を行った．側副血管を発達様式から3つに分類し，型別にコイル塞栓術の有効率を

検討した．すべての側副血管が塞栓できた場合のみ有効とした．1型（内胸動脈から発達）は100％の有

効率であったのに対し，II型（頸部動脈から発達）は25％，　III型（下大動脈から発達）は23％と低く，

これはII型とIII型は細い多数の血管を介するためカテーテルの挿入が不可能なことが多いためである．

1～III型合計では45％の有効率にとどまった．しかし，個々の症例におけるFontan手術前の短絡の軽減

や喀血治療，術後心不全軽減といったコイル塞栓術の目的達成率は70％と高かった．コイル塞栓術によ

る重大な合併症はなかった．以上より，Fontan手術候補例または術後症例における個々の体肺動脈側副

血管に対するコイル塞栓術の有効率はその独特の発達様式のため低いが，臨床的な目的達成は十分期待

できる．

　　　　　　　　　　はじめに

　チアノーゼ性心疾患では，体肺動脈側副血管の発達

を認めることがあり，喀血や左右短絡の原因となる．

特にFontan手術後における側副血行による左右短絡

の残存は心不全や低心拍出を助長し，血行動態上重大

な問題となることがある，今回我々は，単心室血行動

態を有するチアノーゼ性心疾患における体肺動脈側副

血管の発達様式とFontan手術前後のカテーテルによ

るコイル塞栓術の有用性について検討した．

　　　　　　　　　　対　　象

　本研究の対象は，単心室血行動態を示しFontan手

術の適応となる可能性があると考えられた患者で，心

血管造影にて側副血管を認めた患者10例である，全例，

Fontan手術前後に体肺動脈側副血管に対し経動脈的

コイル塞栓術を施行した．年齢は4～24歳（平均13．2±

6．8歳）であり，疾患の内訳は心内膜床欠損症4例，右
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室性単心室3例，両大血管右室起始症2例，三尖弁閉

鎖症1例で，全例肺動脈閉鎖または狭窄を合併する肺

血流減少性チアノーゼ性心疾患である（表1）．

　各症例に対するコイル塞栓術の目的を表2に示す．

6例でFontan手術前に，4例でFontan手術後にコ

イル塞栓術を施行した．喀血を4例に認めた．

　　　　　　　　　　方　　法

　1）経動脈的コイル塞栓術：年長児や成人例でぱ局

所麻酔のみでコイル塞栓を施行したが，それ以外の鎮

静が必要な例では挿管下，あるいはマスクを用いたハ

ローセンによる全身麻酔下に施行した．全例右大腿動

脈または左大腿動脈にシースを留置し，カテーテルを

挿入した．コイル塞栓には内胸動脈造影用カテーテル，

右冠動脈造影用カテーテル，USCI直孔カテーテルな

どを用い，0．035インチのアルゴン社製ガイドワイヤー

でコイルを進めた．コイルはCook社製のDacron

strandsが着いたタイプのsteinless　steel　coilを用い

た．あらかじめ目的とする側副血管を造影し，血管径

を計測し血管径の1．3倍の径のコイルを選択した．これ
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表1　対象10例の臨床像と検査成績

症例 診　断 姑息手術
Fontan
手術時年齢

コイル
塞栓時年齢

　Po2
（mmHg）

Qp／Qs PA－index

1 ECD，　PA（無脾） 6Y 5Y 38 1．4 359

2 DORV，　PS BT（閉塞） 13Y 13Y 41 1．2 311

3 SRV，　PA（無脾） BT（両側） 4Y 4Y 40 1．7 372

4 SRV，　PS（多脾） BT十Glenn 15Y 15Y 36 285

5 DORV，　PS‡ BT十PAP 未 24Y 48 2．5 436

6 TA（IIa），　PDA
一

未 21Y 35 1．5 361

7 ECD，　PS（無脾） Glenn 10Y 10Y 42＊＊

8 SRV，　PS 18Y 19Y 38＊＊

9 ECD，　PA（無脾）＊ BT（両側） 7Y 7Y 42＊＊

10 ECD，　PA（無脾）＊ BT 11Y 14Y 43＊＊

症例1～6はFontan手術前，7～10はFontan手術後にコイル塞栓術施行．

” はFontan手術前のデータ．＊：non－confluent　Pulmona「y　a「te「y．

DORV：両大血管右室起始症，　ECD：心内膜床欠損症，　PA：肺動脈閉鎖，　PS：肺動脈狭窄，

SRV：右室性単心室，　TA：三尖弁閉鎖症，　PDA：動脈管開存症，　BT：Blalock－Taussig短絡術，

PAP：肺動脈形成術

表2　コイル塞栓術の目的，適応 表3　体肺動脈側副血管の造影所見による分類

症例1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　6

　　7

　　8

　　9
　　10

肺動脈への短絡の軽減

肺動脈への短絡の軽減，喀血

肺動脈への短絡の軽減

肺動脈への短絡の軽減，喀血

喀血

肺動脈への短絡の軽減

肺動脈への短絡の軽減

喀血

術後心不全

蛋白漏出性腸症

1型：内胸動脈から発達

II型：頸部動脈（鎖骨下，内頸，椎骨動脈）から発達

III型：下行大動脈から肋間動脈などの分枝動脈を介し発達

は，コイル塞栓後に血管が拡張しコイルが末梢に移動

するのを防ぐためである1），コイル塞栓術の5分後に

再度側副血管を造影し，完全に塞栓されていない場合

はコイル塞栓を追加した．

　2）体肺動脈側副血管の分類（表3）：造影所見から

側副血管を3つに分類し，内胸動脈から発達する血管

を1型，頸部動脈（鎖骨下，内頸，椎骨動脈）から発

達する血管をII型，下行大動脈から肋間動脈などの分

枝動脈を介し発達する血管をIII型とした．

　3）肺内左右短絡のGrade分類（図1）：側副血行に

よる肺内左右短絡の程度を肺動脈造影上認められる

negative　jetの到達部位によりGrade　Oから3に分類

した．negative　jetがないものはGrade　O，　negative　jet

を認めるが左右肺動脈の第1分枝部より中枢に及ばな

いものをGrade　l，　negative　jetが第1分枝部と左右肺

動脈分岐部の間に及ぶものをGrade　2，　negative　jetが

左右肺動脈分岐部を越えるものをGrade　3とした．

　　　　図1　肺動脈への側副血行のGrade

Grade　O：肺動脈造影でnegative　jetなし，　Grade　1：

肺動脈造影で，側副血行によるnegative　jetを認める

が，第1分枝部より中枢に及ぼない．Grade　2：nega・

tive　jetは第1分枝部と左右肺動脈分岐部の間に及ぶ．

Grade　3：negative　jetは左右肺動脈分岐部を越え対

側の肺動脈に及ぶ．

　4）側副血管に対するコイル塞栓の効果判定：各症

例において側副血管を左右別，1，II，　IIIの型別に分

類し，各型において全ての側副血管を塞栓できた場合

のみ塞栓術は有効と判定した．

　　　　　　　　　　　結　　果

　1）各型別の側副血管に対するコイル塞栓術の有効

率

　①1型側副血管（図2，表4）：図2に右内胸動脈

から発達する異常血管に対するコイル塞栓術の1例

（症例8）を呈示する．図のように右内胸動脈造影用力
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図2　1型側副血管に対するコイル塞栓術（症例8）．右内胸動脈より側副血管が発達している（A），

　右内胸動脈造影用カテーテルを右内胸動脈に進め，ガイドワイヤーにてコイルを押し出し（B），

　右内胸動脈は完全に塞栓できた（C）．

表4　1型側副血管に対するコイル塞栓術の効果

症例 右側 左側

1
一

2
一

3 有効

4 有効 一
5

一
6

一 一
7 有効 一
8 有効 有効

9 有効

10 有効 有効

有効率　100％

　　　（8／8）

一は側副血管なし

テーテルを用い右内胸動脈にコイルを留置することに

より，そこから発達する側副血管はすべて確実に塞栓

できた．このように，1型側副血管に対するコイル塞

栓術は内胸動脈造影用カテーテルを用いることにより

比較的容易にかつ確実に施行でき，本研究では8例全

例が有効（有効率100％）であった（表4）．

　②II型側副血管（図3，表5）：II型側副血管13例

中コイル塞栓が有効だったのは3例のみで有効率は

23％であった．図3は右側に1，II型，左側に1，II，

III型の側副血管を有する例（症例10）のコイル塞栓術

後の造影所見である．この症例では左右1型と左III型

の側副血管は塞栓できたものの，両側のII型側副血管

は非常に細くしかも無数に発達しておりコイル塞栓は

不可能であった．II型側副血管はこの症例のように径

が2mm以下の細い多数の血管を介し，また複雑に曲が

りくねった走行をしていることが多い．そのため，カ

テーテルの血管内への十分な挿入が不可能なためコイ

ル塞栓術ができないことが多かった．

　③田型側副血管（図4，5，表6）：III型側副血管

8例中コイル塞栓が有効であったのは，2例でありII

型同様有効率は25％と低かった．コイル塞栓が有効

だった2例はいずれも肋間動脈を介する側副血行で

あった，図4は症例2の肋間動脈を介するIII型側副血

管に対するコイル塞栓術前後の造影所見であるが，側

副血管の源となる肋間動脈は塞栓されコイル塞栓は有

効であり，これにより肺内左右短絡の程度もGrade　2

から1に軽減した（図5）．この症例は多数の肋間動脈

を塞栓し，長期的に肋骨と肋間筋の成長が懸念された．

しかし，Fontan術後の側副血行による心不全と低心

拍出の治療に難渋した経験（症例9）から，あえて塞

栓できる側副血管はすべて塞栓した．一方，III型側副

血管の内，無効であった血管はほとんど肋間動脈以外

の細い多数の血管を介するものであり，II型側副血管

と同様の理由で有効率は低かった．

　2）肺動脈への左右短絡や喀血に対するコイル塞栓

術の効果
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図3　両側1＋II型，左側III型の側副血管に対するコイル塞栓術（症例10）．両側内胸動脈（1型）

　と左側肋間動脈（III型）は塞栓できたが，頸部動脈から発達する無数の細い側副血管（II型）は

　両側ともほとんど塞栓できなかった．

表5　11型側副血管に対するコイル塞栓術の効果

症例 右側 左側

1 有効 一
2

一 無効

3 無効 一
4

一 一
5 無効 一
6 有効 無効

7 無効 一
8 有効 無効

9 無効 無効

10 無効 無効

有効率　23％

　　（3／13）

一は側副血管なし

　表7に各症例のコイル塞栓術の目的と達成度を示

す．肺動脈造影上Grade　1以上の改善を認めたのは左

右肺動脈をそれぞれ別に数えると，16造影中7造影

（44％）であった．対象10例中，左右両側の肺動脈また

は一側肺動脈で左右短絡のGrade　1以上の軽減を得る

ことができたのは6例で，このうち5例はコイル塞栓

術の目的を達成できた．一方，短絡の軽減が得られな

かった4例中，臨床上の目的を達成できたのは2例に

とどまった．

　喀血を認めたのは4例で，コイル塞栓術後喀血が完

全に消失したのは2例，喀血の程度が改善したのが1

例，不変が1例であった．

　3）各症例でのコイル塞栓術の有効性

　Fontan手術前に左右短絡の軽減を目的としてコイ

ル塞栓術を施行した5例中3例（症例1，2，6）は

Grade　1以上の短絡の軽減を得ることができ，このう

ち現在までにFontan手術を行った2例（症例1，2）

はともに術後は良好に経過している，一方，短絡の軽

減を得られなかった2例中1例（症例4）はFontan術

後，重大な心不全と低心拍出を呈し死亡し，他の1例

（症例3）も術後心不全の程度が重く術後管理に難渋し

た．これら2症例はコイル塞栓術が無効であった体肺

動脈側副血行による短絡が術後経過に悪影響を及ぼし

たものと思われた．

　Fontan手術後にコイル塞栓術を施行した4例中3

例は，それぞれ術後の心不全軽減（症例9），喀血治療

（症例8），左右短絡（連続性雑音）消失（症例7）と

いった目的を達成した．特に，症例9はFontan手術を

take　downし，　Glenn手術を施行した例であるが，術

後心不全と低心拍出が持続したため，術後40日にコイ

ル塞栓術を施行し，それをきっかけに術後経過が好転

した例である．この症例の術前の大動脈造影を見直す
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図4　111型側副血管に対するコイル塞栓術（症例2）．肋間動脈を介し左肺に多数の側副血管を認め

　る（A〕．左肋間動脈はほぼ塞栓でき，コイル塞栓術は有効であった（B）．
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図5　症例2のコイル塞栓術前後の肺動脈造影．コイル塞栓術前は，側副血行によるnegative　jetを

　左肺動脈第1分枝部と左右肺動脈分岐部の間まで認め（↓），Grade　2の左右短絡と評価される

　CA）．有効なコイル塞栓術の結果，　negative　jetは第1分枝部より末梢にとどまるようになり左右

　短絡はGrade　1に軽減した（B），

と既にかなりの体肺動脈側副血行を認めており，

Fontan手術前にコイル塞栓すべき症例であった．症

例10はFontan術後，蛋白漏出性腸症を来したまれな

症例であるが，術後の平均下大静脈圧が18mmHgと高

く側副血行による短絡が病態に関与すると考え，コイ

ル塞栓術を行ったが短絡の軽減ができず蛋白漏出性腸

症も改善しなかった．以上より，対象症例10例中7例

はコイル塞栓術の目的が達成され，有効率は70％で

あった．また，目的を達成できた7例中4例は1型側

副血管の塞栓によるものであり，II型（2例）および

III型（1例）に比較し多かった．

　4）合併症

　合併症としては，コイル塞栓術後2～3日間の軽度

の発熱を認めた症例を2例認め，また肋間動脈をコイ

ル塞栓した2例に一時的な軽度の胸痛が出現したが，

肺，体動脈へのコイルの脱落，脳梗塞，動脈損傷といっ

た重大な合併症は1例もなかった．
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表6　111型側副血管に対するコイル塞栓術の効果

症例 右側 左側

1
一

2
　 有効

3
一 一

4 無効 無効

5 無効 無効

6
一 一

7
一 無効

8 無効

9
一

10
一 有効

有効率　25％

　　　（2／8）

一
は側副」血管なし

表7　対象症例に対するコイル塞栓術の有効性

症例 目　　的 目的達成

1 肺動脈への短絡の軽減 Yes（Grade　1⇒0）

2 肺動脈への短絡の軽減 Yes（Grade　2⇒1）

喀血 Yes

3 肺動脈への短絡の軽減 No（Grade　3⇒3）

4 肺動脈への短絡の軽減 No（Grade　1⇒1）

喀血 Yes

5 喀血 No
6 肺動脈への短絡の軽減 Yes

7 肺動脈への短絡の軽減 Yes（Grade　3⇒2）

8 喀血 Yes

9 術後心不全 Yes

10 蛋白漏出性腸症 No

　　　　　　　　　　考　　察

　1）コイル塞栓術を要した症例の背景

　対象症例10例の背景を検討すると，全例肺動脈閉鎖

または高度の肺動脈狭窄を合併する肺血流減少型心疾

患であり，また5例の無脾症候群を含んでいることか

ら，元来肺血管床の発達が不良である疾患群であるこ

とが言える．

　また，姑息的手術に難渋した症例が多く，4例は両

側BT短絡術など2つ以上の姑息的手術が行われ，

BTの閉塞（1例），肺動脈上葉枝閉塞（1例），

nonconfluent　PA（3例）を示す例も目立った．これら

の症例では，極度の局所的な肺血流低下部位が生じや

すいこと，また度重なる手術侵襲に対する血管増殖反

応が起こることが肺内側副血管の発達の要因と思われ

る．

　今回のコイル塞栓術の対象症例は，診断カテーテル

検査において，特に大動脈造影で側副血管が認められ

た症例と喀血や心不全で側副血管が疑われた症例で
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あった．Fontan手術症例における側副血管の頻度は

不明であるが，大動脈造影のみでは存在をみのがすこ

ともあり，側副血管の頻度はカテーテルを施行する術

者の熱意にも大きく左右される．

　我々はコイル塞栓術はなるべくFontan手術の直前

ないし1ヵ月前に施行している．何故なら，コイル塞

栓後数ヵ月のうちに塞栓された血管の近傍に新たな側

副血管が発達する恐れがあるからであり，今回の対象

年齢が4歳以上なのはこのためである．しかし，確か

に加齢とともに側副血行の頻度は高まるが，乳児期早

期に短絡手術を施行された例などでは4歳未満でも側

副血行を合併することがあり，注意しなくてはならな

い，

　2）Fontan手術に対する体肺動脈側副血行の影響

について

　体肺動脈側副血管は，心内修復術の際に出血したり

有効送血量の低下の原因になったり，肺静脈灌流を増

加させ術野の確保を困難にしたりする2）3）．また，心内

修復術後の心不全の原因になることもある4）．特に

Fontan手術後においては，右心不全と低心拍出を

いっそう助長し5）6），症例7のように長期にわたり呼吸

管理を要し治療に難渋する．また，術後の血行動態が

良くチアノーゼが消失し，日常生活レベルも良いにも

かかわらず，側副血管が残存し遠隔期に大量頻回の喀

血を起こし頻回の入院を余儀なくされる例（症例8）

もある．ただ，側副血行の絶対量を測定することは難

しいので，コイル塞栓術の適応を決めることは困難で，

主観的な適応決定にならざるを得ないのが現状であ
る，

　3）側副血管に対するコイル塞栓術の有効性

　Fontan手術前に側副血管を発見し，根絶すること

が理想であるが，これまではFontan手術の際に結紮

などの方法で外科的に処置されてきた7）8）．しかし，こ

の方法では細かい側副血管の破錠による出血と狭い術

野のため，処置できる側副血管はごく一部に制限され

るので，コイルを用いた経動脈的塞栓術の方が優れて

いると思われる1）一‘）9｝～12｝．Perryらは36例の先天性心

疾患において計72本の側副血管にコイル塞栓を試み，

56本（78％）が完全に塞栓できたと報告した1），また，

コイル塞栓できなかった側副血管については生理学的

側面と技術的な面から検討を加え，特に血管の形態に

ついては細すぎる血管と大血管からの起始部に近いと

ころで急に曲がっている血管はカテーテルの挿入が困

難なためコイル塞栓できないと報告した．本研究では，
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側副血管を発達様式から分類し各型別に有効率を検討

した．1型は100％の有効率を示したが，II型とIII型は

20％台と低く，これはII型とIII型が複雑に曲がりく

ねった細い多数の血管を介し発達することが多いため

である．1～III型を合計すると有効率は45％であり，

Perryらの報告に比較すると有効率は低い．これは

Perryらの報告では，対象がファロー四徴症に合併す

るMAPCAや太い気管支動脈であり，本研究のII型と

III型のごとく複雑な発達様式を示す血管は少ないため

である．Fontan手術候補例やFontan手術後例の側副

血管が複雑な発達を呈するのは，前述したような肺血

管床の問題や度重なる姑息的手術に伴う血管増殖など

が関与するものと思われる．

　このように，Fontan手術前後の個々の側副血管に

対するコイル塞栓術はその独特な血管の発達様式のた

め，ファロー四徴症など他の疾患群よりも明らかに難

しく，より高度の技術と経験が必要になる．

　II型とIII型の側副血管に対するコイル塞栓術の1つ

の工夫として，それぞれの血管に対して使用されるカ

テーテルが異なることが多く，あらかじめ複数の太さ

と種類のカテーテル（USCIや右冠動脈造影用カテー

テル）を準備しておくことが重要である．また，臨床

上の目的達成の確率を高めるために，肺動脈造影上，

左右短絡のGradeが軽減するまでコイル塞栓を行う

べきである．

　一方，各症例におけるコイル塞栓術の目的達成率は

70％と高く，喀血に対する効果も4例中3例はほぼ満

足できるものであった．特にFontan手術前に短絡を

減少せしめた例は術後非常に順調に経過し，術後心不

全の軽減を目的とした1例は，コイル塞栓術をきっか

けに術後経過が好転した．

　このようにFontan手術候補例またはFontan手術

後のコイル塞栓術は個々の側副血管に対する有効率は

低いが，臨床的には十分その目的を達成する可能性が

高く，積極的に進める治療法であると思われる．

　以上より，Fontan手術を計画する時は常に体肺動

脈側副血管の合併を念頭に入れ心カテ及び心血管造影

を行うべきで，上行大動脈造影のみでなく，側副血管

発達のリスクが高い例では，更に頸部動脈，下行大動

脈の造影を追加すべきである．そして，術前に診断が

ついた場合は可能な限りFontan手術前にコイル塞栓

すべきであり，またFontan手術後に心不全や低心拍

出による症状，徴候が持続したり喀血を来した時は側

副血管の検索を行い，それを認めた場合は積極的にコ

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第6号

イル塞栓術を施行すべきである．
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Coil　Embolization　of　Aortopulmonary　Collateral　Vessels　Before　and　After　the　Fontan　Procedure

　　　　　Tadahiko　Ito，　Toshio　Nakanishi，　Makoto　Nakazawa　and　Kazuo　Momma

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

　　　Transarterial　coil　embolization　was　performed　to　occlude　aortopulmonary　collateral　vessels　in　10

patients　with　single　ventricle　hemodynamics　before　and　after　Fontan　operation．　The　collateral　vessels

were　classified　into　three　types：in　type　I，　collateral　vessels　arose　from　the　internal　mammarian

arteries，　in　type　II，　collateral　vessels　arose　from　neck　vessels，　and　in　type　III，　collateral　vessels　arose

from　the　descending　aorta，　When　all　the　collateral　vessels　could　be　occluded　in　each　type，　the　coil

embolization　was　judged　to　be　successful．　The　success　rate　of　coil　embolization　was　100％for　type　I，

25％for　type　II　and　23％for　type　III．　The　success　rate　for　type　II　and　III　was　low　because　collateral

vessels　in　type　II　and　III　tended　to　be　multiple　and　small　in　diameter．　The　overall　success　rate　was　45％．

The　coil　embolization　was　attempted　to　reduce　aortopulmonary　collaterals　in　6　patients　who　had　no

symptons，　to　treat　hemoptysis　in　4　patients，　to　reduce　congestive　heart　failure　in　1　patient，　and　to　treat

protein・losing　enteropathy　in　l　patient．　Seventy　percent　of　those　purposes　were　accomplished　by　the

coil　embolization　in　the　present　study．　One　patient　in　whom　coil　embolization　was　unsuccessful　died　of

congestive　heart　failure　after　Fontan　operation．　These　data　indicate　that　coil　embolization　is　an

effective　method　of　treatment　for　aortopulmonary　collateral　vessels　observed　before　and　after　Fontan

operatlon．
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