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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　ファロー四徴症4例と肺動脈弁狭窄を伴った両大血管右室起始症2例にバルーン肺動脈弁形成術

（BPV）を施行した．　BPV施行時の年齢は19日から1歳3カ月（中央値3カ月），体重は3．8から9．8kg（中

央値5．2kg）であった．バルーンの大きさは肺動脈弁輪径の100から140（平均117）％であった．　BPV前

後で動脈血酸素飽和度は79±8から87±4％に，肺動脈平均圧は14±5から18±8mmHgに有意（p＜O．05）

に上昇した．3から6カ月後に心臓カテーテル検査を施行した3例では肺動脈の発育が確認されたが，

このうち2例でチアノーゼの増強のため体肺動脈短絡手術を行った．肺血流減少性チアノーゼ型先天性

心疾患に対してBPVは有効な姑息術になり得ると考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　経皮的バルーン肺動脈弁形成術（percutaneous　bal－

loon　pulmonary　valvuloplasty：BPV）は，孤立性肺

動脈弁狭窄症の第一選択の治療法として確立してい

る1）～3）．肺血流減少性チアノーゼ型先天性心疾患では，

肺血流減少の原因のひとつに肺動脈弁狭窄（Valvular

pulmonary　stenosis：PS）が関与していることが多く，

近年そのような症例に対しても肺血流を増加させる目

的でBPVを行った報告がみられるようになってき

た4ト14）．我々は，肺血流減少性チアノーゼ型先天性心

疾患の6例に対してBPVを施行し，チアノーゼの改

善，肺動脈の発育に対して有効であったので報告する．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は，山形大学医学部小児科でBPVを施行した

肺血流減少性チアノーゼ型先天性心疾患の6例で，い

ずれも姑息手術を含めて未手術の例である．疾患の内
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訳はファロー四徴症（Tetralogy　of　Fallot：TOF）3

例，心房中隔欠損を伴ったTOF　1例，　PSを合併した

両大血管右室起始症（Double－outlet　right　ventricle　：

DORV）2例である（表1）．男児3例，女児3例で，

BPV施行時の年齢は19日から1歳3カ月で中央値3

カ月，体重は3．8から9．8kgで中央値5．2kgであった．

全例，心エコー法，心血管造影で肺動脈弁はドームを

形成して可動性が悪く，弁性狭窄が肺血流減少に大き

表1　症例

症例 年　齢 性別
体重
（Kg） 診　断 動脈管依存

1 19日 男 3．8 DORV十PS
（寸）

2 1歳3カ月 女 9．8 TOF （一）

3 7カ月 女 6．6 TOF，　ASD （一）

4 3カ月 女 5．4 TOF （一）

5 1カ月 男 3．3 TOF （＋）

6 3カ月 男 5．1 DORV十PS （一）

ASD：Atrial　septal　defect

DORV：Double’outlet　right　ventricle

PS：Valvular　pulmonary　stenosis

TOF：Tetralogy　of　Fallot
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く関わっていると判断した．そこで，肺血流を増やし，

チアノーゼの軽減や肺動脈の発育を得ることを目的と

してBPVを施行した．　BPVは，鎮静として塩酸ペチ

ジン単独もしくは塩酸ペチジン，クロルプロマジンと

塩酸プロメタジンの混合筋注を用い，大腿静脈からの

アプローチで行った．通常の心臓カテーテル検査の後，

右室造影側面像から肺動脈弁輪径を計測し，孤立性

PSに対するBPVに準じて，肺動脈弁輪径の120％前

後を目安にバルーンカテーテルの大きさを選択した．

使用したバルーンカテーテルは，3例は肺動脈弁用イ

ノウエバルーンカテーテル，2例はUltra　thinバルー

ンカテーテル，1例はTYSHAKカテーテルで，バ

ルーンの大きさは肺動脈弁輪径の100から140％で平均

117％であった（表2）．孤立性PSに対するBPVと同

様の手技でバルーンを肺動脈弁輪部に進め，バルーン

の中央を肺動脈弁輪の部分に位置させ，肺動脈弁によ

るバルーンのくびれの消失を目標に，バルーンの拡張

と収縮を数回繰り返した．なお，いずれも大きな心室

中隔欠損を伴っているために，BPV中の血圧の低下は

ほとんどないと考え，BPV前に硫酸アトロピンの投与

は行わなかった．また，2例では肺血流を動脈管に依

存しており，BPVはプロスタグランディン（PG）E1

の点滴静注下に行った．

　6例のBPV前後の動脈血酸素飽和度，肺動脈圧，右

室造影所見，臨床経過などを検討した．また，3例に

おいてはBPV後3から6カ月に心臓カテーテル検査

を施行した．

　肺動脈弁輪径の正常値は秋場ら15）の体表面積に対す

る正常予測式から算出した．

　統計学的検討にはpaired　t－testを用い，危険率（p）

が5％未満を有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　6例の肺動脈弁輪径は正常の47から81％と狭小化し

表2　バルーン肺動脈弁形成術

症例
肺動脈弁輪径
（mm：・）

ノ寸ルーンカテーテル
バルーン径
（mm：＃）

1 4．2：47 Ultra・thin 4．5：107

2 92：81 イノウエ 10．5：114

3 6．4：56 Ultra－thin 8．0：125

4 7．8：74 イノウエ 9．1：117

5 5．4：60 イノウエ 5．4：100

6 5．7：56 TYSHAK 8．0：140

・：正常予測値に対する肺動脈弁輪径の百分率

＃：肺動脈弁輪径に対するバルーン径の百分率
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ており，肺動脈断面係数（PA　index）は119から317

mm2／m2と肺動脈の低形成を示す例が多かった．

　動脈血酸素飽和度はBPV前79±8（平均±標準偏

差）％からBPV直後87±4％に，肺動脈平均圧は14±5

から18±8mmHgに有意に増加した（p＜0．05）（表3）．

しかし，症例2は，動脈血酸素飽和度は85から87％に

上昇したにすぎず，また，本例のみ肺動脈収縮期圧が

BPV前24mmHgからBPV後18mmHgに低下した．
造影上は，症例1，4，5，6ではBPV後に肺動脈弁

のドーム形成が減少し，弁の可動性が増加した（図）．

6例とも肺動脈弁下部狭窄を伴っていたが，BPV後も

有意の変化はみられなかった．BPV前に肺血流を動脈

管に依存していた症例1と5では，BPV直後から

PGE1を中止し，心エコー法で動脈管の閉鎖が確認さ

れても，動脈血酸素飽和度はパルスオキシメーターで

それぞれ82から85％，84から88％とBPV直後の値と

ほぼ同じであった．

　症例1，2，5の3例でBPV後3から6カ月に心臓

カテーテル検査を施行した（表3）．症例1は，BPV後

チアノーゼが徐々に増強し，4カ月後（月齢4）に心

臓カテーテル検査を行った．PA　indexは188から235

mm2／m2へ増加していたが，高度の肺動脈弁下狭窄を

認め，動脈血酸素飽和度も71％と低下していた．一期

的根治手術は困難と判断し，その1カ月後にBlalock－

Taussing（B－T）短絡術を施行した．症例2は，　BPV

後6カ月（1歳10カ月）の心臓カテーテル検査では，

動脈血酸素飽和度は91％とBPV直後より上昇し，　PA

indexも172から228mm2／M2と肺動脈の発育がみら

れ，根治術を施行することができた．症例5は，BPV

　　　　　　　症例6の右室造影像

左：BPV前．肺動脈弁は肥厚し，ドーム形成が認めら

れる（矢印）．右：BPV後．ドーム形成は減少してい

る（矢印）．RV：右心室，　PA：肺動脈
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表3　心臓カテーテル検査

右室圧（S／EDP，　mmHg） 肺動脈圧（mmHg） 動脈血酸素飽和度（％） PA　index
症例

BPV前 BPV後 遠隔期 BPV前 BPV後 遠隔期 BPV前 BPV後 遠隔期 BPV前 BPV後 遠隔期

1
　
　
2
　
　
う
0
　
　
4
　
　
〔
」
　
　
£
U

72／10

108／10

84／10

75／8

73／5

88／1

70／5

119／16

81／10

110／7

63／6

85／16

87／16

106／9

　－

110／5

　一

33／17（23）

24／9（11）

13／10（11）

　－
19／12（13）

19／10（14）

42／21（33）

18／11（14）

18／12（15）

24／9（16）

25／15（17）

27／8（16）

21／19（17）

39／9（17）

　一

67

85

76

87

69

82

87

87

82

93

82

89

71

91

－

68

188

172

211

317

119

221

215

170

217

364

119

271

235

228

－

162

BPV：Balloon　pulmonary　valvuloplasty

S／EDP：収縮期圧／拡張末期圧

PA　index：肺動脈断面係数（mm2／m2）

直後に動脈血酸素飽和度は82％に上昇しPGE1を中止

できたが，徐々にチアノーゼが増強してきた．BPV後

4カ月（月齢4）の心臓カテーテル検査では，PA　index

は119から162mm2／m2と肺動脈の発育はみられたが肺

動脈弁下部狭窄は高度で，動脈血酸素飽和度は68％と

低値であった．一期的根治手術は困難と判断してB－T

短絡術を施行した．

　症例4は，BPV後著明に動脈血酸素飽和度が上昇し

たが，外来経過観察中に無酸素発作と思われる症状が

あり，現在塩酸カルテオロールを内服している．症例

3，6はチアノーゼの増強もなく，BPV後それぞれ6，

3カ月であるが，外来で経過観察中である．

　いずれの症例においても，BPVに関連する合併症は

認められなかった．

　　　　　　　　　　考　　案

　乳児期早期において強いチアノーゼを呈する，また

は低形成な肺動脈を有する肺血流減少性チアノーゼ型

先天性心疾患では，一期的根治手術が困難なことが多

く，その場合，肺血流を増加するための何らかの姑息

術が必要となる．現在，このような症例に対する姑息

術としては，B－T短絡手術などの体肺動脈短絡手術が

施行されることが多い16）～’8）．しかし，これら体肺動脈

短絡手術は，短絡の閉塞19），肺動脈のねじれ，肺高血圧

などを生ずる可能性がある2°）．一方，BPVは孤立性PS

に対して第一選択の治療法として確立し1ト3），さらに

TOFをはじめとするチアノーゼ型先天性心疾患へ応

用し有効であったとの報告もみられる4）～14）．肺動脈弁

狭窄が肺血流減少の一因となっているチアノーゼ型先

天性心疾患において，BPVにより肺血流の増加が得ら

れれば，順行性の肺血流が得られる，体肺動脈短絡手

術のような閉塞の可能性がない，肺動脈のねじれが生

じない，繰り返し施行できるなどの利点があり，体肺

動脈短絡手術と比較してよりよい姑息術になり得ると

考えられる．

　このように，肺動脈弁狭窄に対してBPVは有用な

手技であるが，肺血流減少性チアノーゼ型先天性心疾

患の多くは肺動脈弁下部狭窄をも伴っており，それに

対するバルーン拡張術の効果が問題となる．肺動脈弁

下部狭窄に対してバルーン拡張術を施行し得たという

報告もみられる21）．我々の症例では，すべてBPV前に

肺動脈弁下部の狭小化がみられたが，BPV後も形態的

な変化は認められず，バルーン拡張術は肺動脈弁下部

狭窄に対して効果はなかった．しかも，2例で肺動脈

弁下部狭窄の進行によると思われるチアノーゼの増強

がみられた．また，経過中，無酸素発作を起こした症

例も経験した．強い肺動脈弁下部狭窄を伴う症例では

BPV後もそれが進行する可能性があり1°），無酸素発

作，チアノーゼの増強などに十分に注意すべきである．

今後，バルーン拡張術の肺動脈弁下部狭窄に対する効

果の検討が必要であると思われた．

　結果的に，6例中2例が3から4カ月の経過で体肺

動脈短絡手術が必要になったが，いずれもBPVによ

り動脈管依存の肺血流状態から脱することができ，さ

らに短絡手術の時期を遅らせることができた．この意

味でBPVは有効であったと思われる．

　心室中隔欠損を伴う症例にBPVを行い右室流出路

狭窄を解除すると肺血流が過剰となる可能性があり，

そのために心不全，肺浮腫を呈した症例の報告もみら

れる7）1°）．我々の症例では，BPV後高肺血流による心

不全を呈した症例はなかったが，いずれも肺動脈弁下

狭窄があり，また，正常例と比較すると肺動脈弁輪径

の狭小化，肺動脈の発育不全を伴っていたためと考え
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られる．しかし，このような合併症を引き起こさない

ための右室流出路から肺動脈にかけての形態的条件は

不明であり，今後検討が必要である．

　症例2では，BPV直後動脈血酸素飽和度がわずかし

か上昇せず，肺動脈収縮期圧が低下した．遠隔期には

肺動脈酸素飽和度は上昇し肺動脈の発育も得られてい

たので，BPVで肺動脈弁狭窄は軽減したと考えられる

が，孤立性PSに対するBPV直後にみられるように

BPV直後に後負荷が軽減したために一時的に肺動脈

弁下部狭窄が増強し，肺動脈収縮期圧が低下したもの

と考えられる．このような肺動脈弁下部狭窄の増強は，

動脈血酸素飽和度の低下，無酸素発作の誘発につなが

る可能性があり，BPV施行時には注意が必要である．
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Percutaneous　Balloon　Pulmonary　Valvuloplasty　for　Patients　with　Cyanotic

　　　Congenital　Heart　Diseases　with　Decreased　Pulmonary　Blood　Flow

Satoshi　Sato，　Tomoharu　Akiba，　Mitsuru　Nakasato　and　Hiroshi　Suzuki

　　　Department　of　Pediatrics，　Yamagata　University　School　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tetsuo　Sato

　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Nagai　General　Hospital

　　　Four　patients　with　tetralogy　of　Fallot　and　2　with　double－outlet　right　ventricle　associated

with　valvular　pulmonary　stenosis　underwent　percutaneous　balloon　pulmonary　valvuloplasty

（BPV）．　The　age　at　BPV　ranged　fromユ9　days　to　15　months（median：3months），　and　the　body

weight　from　3．8to　9．8kg（median：5．2kg）。　The　balloon　size　was　100　to　140（mean：117）％of

pulmonary　anular　diameter　measured　from　right　ventriculogram．　After　the　BPV　systemic

arterial　oxygen　saturation　and　systolic　pulmonary　arterial　pressure　increased　significantly（p〈

O．05）from　79±8to　87±4％and　14±5to　l8±8mmHg，　respectively．　Angiographically

pulmonary　valvular　domings　decreased　and　valvular　movements　increased　in　each　case，　while　no

marked　change　was　observed　in　a　degree　of　subpulmonary　stenosis．　Three　patients　had　follow・up

cardiac　catheterization　and　angiography　3．5（ranged　3　to　6）months　after　the　BPV，　all　of　which

showed　growth　of　pulmonary　arteries．　Two　of　these　three，　however，　subsequently　underwent

systemic　to　pulmonary　arterial　shunts　because　of　increased　cyanosis．　We　assume　that　the　BPV

offers　effective　palliation　in　cyanotic　congenital　heart　disease　with　decreased　pulmonary　blood

flow．
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