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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　11カ月～12歳6カ月（平均4歳10カ月）のファロー四微症6例と大動脈弁下の心室中隔欠損と肺動脈

狭窄を伴う両大血管右室起始症の1例，計7例にバルーン肺動脈弁形成術を施行した．バルーン肺動脈

弁形成術直後の動脈酸素飽和度は平均77％から88％，肺体血流量比は0．54から1．10，平均肺動脈圧は13

mmHgから22mmHgに，またPA　indexは152から201に増加し，短期的効果はみられた．6～8カ月後

に再検査を施行した3例のうち，右室流出路狭窄が弁狭窄主体の2例はバルーン肺動脈弁形成術の効果

は持続したが，漏斗部狭窄主体の1例ではその効果は一過性であった．肺動脈弁輪径／体表面積は平均21

mm／m2から21mm／m2と変化はなく，体の成長にみあった発育はみられなかった．合併症が肺浮腫2例，

肺動脈内膜剥離肺動脈spasm　1例と合計3例（43％）と高率にみられた．肺動脈弁狭窄のみの2例の

うち，肺動脈弁輪径の104％のバルーンを用いた1例では心不全，肺浮腫のコントロールができず，術後

5日目に心内修復術を施行し，93％と小さめのバルーンを用いた症例では合併症はみられなかった．

　以上の結果はファロー四徴症の血行動態をとる疾患に対するバルーン肺動脈弁形成術は短期的には効

果があるが，合併症が多く，その実施，適応決定には慎重な検討を必要とすること，心内修復術達成ま

での中期の効果に関しては弁狭窄主体の症例では効果があるが，漏斗部狭窄主体の症例では効果がない

ことを示唆する．

　　　　　　　　　はじめに

　心室中隔欠損のない肺動脈弁狭窄に対するバルーン

肺動脈弁形成術（Ba〕loon　Pulmonary　Valvuloplasty：

BVP）は1982年Kanらがその有効性を報告1）して以

来，現在では外科治療にかわる方法として確立されて

いる．ファロー四徴症（TOF）に対するBVPは欧米

ではその有効性が報告2）～6）されているが，適応，合併症

などその問題点がまだあきらかでない．今回，7例の

TOFの血行動態をとる疾患にBVPを施行し，その効

果と合併症について検討したので報告する．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象：TOF　6例と大動脈弁下の心室中隔欠損を伴

う両大血管右室起始症＋肺動脈狭窄1例の合計7例
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で，BVP術施行時年齢は11カ月～12歳6カ月（平均4

歳10カ月），体重は7．2～33kg（平均15．Okg）であった．

またTOF　6例中，2例はBlalock－Taussig　shunt術

後でうち1例は左室一大動脈圧較差20mmHgの軽度

大動脈弁狭窄合併例（症例2），1例は左肺動脈閉鎖で，

左鎖骨下動脈を用い主肺動脈と細い残存左肺動脈につ

なぐ方法でおこなった左肺動脈再建術後（症例4）で

あった．また2例は主要体肺動脈側副血行路（症例5，

6）を伴い，いずれも中心肺動脈があった症例で，1

例は左unifocalization後（症例5），もう1例はCen－

tral　shunt術，右unifocalization術後で，左中心肺動

脈が欠如し，左肺は主要体肺動脈側副血行路のみの症

例（症例6）である．両大血管右室起始症の1例では

無酸素発作のためβblockerを服用していた．

　右室流出路狭窄の形態は4例が肺動脈弁狭窄主体⊥

漏斗部狭窄で，2例はtotal　conus　defectの心室中隔
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表1　症例

心カテ年齢 診　　　　　断 前　　回　　手　　術 BVPの目的

症例1 11カ月 Dextrocardia．｛LLIN｝ 右室流出路の発育
DORV．　VSD．　PS

2 1歳3ヵ月 TOF、　AS．　PLSVC Lt．　B－T　shunt PA　indexの増大

3 1歳5ヵ月 TOF PA　indexの増大

4 2歳2カ月 TOF．　Lt　PA　atresia Reconstruction　of　Lt．　PA　with PA　illdexの増大
CATCH22 autologous　subclavian　arter▲al　graft 左肺動脈閉鎖防止

5 7歳4カ月 TOF、　MAPCA Lt．　unifocalization PA　indexの増大

6 8歳3ヵ月 TOF．　MAPCA． Central　shlmt．　Rt　ullifocalization 右肺動脈発育
（Lt　central　PA　absence）

7 12歳6カ月 TOF Rt．　B－T　shunt PA　indexの増大

・TOF：ファロー四徴症　DORV：両大血管右室起始症　PA：肺動脈　PS：肺動脈弁狭窄　AS：大動脈弁

狭窄　PLSVC：左上大静脈遺残　MAPCA：主要体肺動脈側副血行路　B－T　shunt：Blalock－Taussig

Shunt　BVP：バルーン肺動脈弁形成術　CATCH22：染色体22番11の欠失を伴う症候群

表2　右室流出路狭窄に対するバルーン肺動脈弁形成術

右室流出路狭窄の形態 肺動脈弁輪径（mm） バルーン径（mm） BSR（％） 合　　併　　症

症例1 漏斗部狭窄主体＋肺動脈弁狭窄 7．4 10 135

2 肺動脈弁狭窄主体＋漏斗部狭窄 8．1 10 123 右肺動脈内膜剥離，肺動脈spasm

3 肺動脈弁狭窄主体＋漏斗部狭窄 9．2 12 130 肺浮腫

4 肺動脈弁狭窄のみ 9．6 8→10 104 肺浮腫

5 肺動脈弁狭窄主体＋漏斗部狭窄 9．8 6→10 102
一

6 肺動脈弁狭窄のみ 8．6 8 93

7 肺動脈弁狭窄主体＋漏斗部狭窄 9．2 12 130
一

・BSR：バルーン径／肺動脈弁輪径

欠損7）で肺動脈弁狭窄のみ（症例4，6），1例は漏斗

部狭窄主体＋肺動脈弁狭窄であった．

　BVPの目的は肺動脈径がより大きいほど心内修復

術遠隔期に心拡大を呈することが少なく，長期予後が

よいこと8）から，肺動脈径を増大させること6例，左室

流出路の発育を期待してBVPをおこなったもの1例

であった（表1，2）．

　方法：BVPの方法は前投薬として塩酸モルヒネ0．2

mg／kg，　Hydroxyzine　lmg／kgを筋注，ハロセン麻酔

下でおこなった．術前，βblockerの内服していた1例

はそのまま内服としたが，他の6例では使用していな

い．

　経静脈性に6～7F直孔カテーテルを肺動脈に挿入

後，最終的にはArgon社製の0．035ないしはMeditec

社製の0．038インチのガイドワイヤーを肺動脈に残し

て，Mansfield社製のLo・ProfileかMeditec社製の

Ultrathinのバルーンカテーテルを肺動脈にすすめ

た．用いたバルーン径は肺動脈弁輪径の93～135％（平

均117％）であった．93％と最も小さなバルーンを用い

た症例は右室流出路狭窄の形態が肺動脈狭窄のみの症

例であった（表2）．バルーンの拡張回数は1～3回で，

1回の拡張時間は3～5秒であった．

　BVP前後で動脈血酸素飽和度，肺体血流量比，平均

肺動脈圧，NakataらのPA　index9）を比較した．フォ

ローアップの心臓カテーテル検査は3例におこなって

おり，BVPからの期間は6～8カ月（平均7カ月）で

あった．それらの症例については上記項目に加え肺動

脈弁輪径と右室流出路径を比較した．右室流出路径は

右室造影の正面像で，右室漏斗部の収縮期の最小径と

拡張期の最大径を測定した．

　　　　　　　　　　結　　果

　直後の結果：BVP後の動脈血酸素飽和度は平均

77±5％から88±4％に，肺体血流量比は0．54±0．26か

ら1．10±0．39に上昇した．また平均肺動脈圧も13±3

mmHgから22±3mmHgに，　PA　indexは152±80から

201±87に上昇した（表3）．

　合併症：7例中，3例（43％）にみられた．その内

訳は肺浮腫が2例（症例3，4）にみられ，その時期

は症例3でBVP施行後2日目からで，利尿剤投与に

て軽快した．症例4ではBVP施行直後からみられ人
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表3　TOFにおけるBalloon　Pulmonary　Valvulop］asty直後の効果

酸素飽和度（％） 肺体血流比Qp／Qs 平均肺動脈圧（mmHg） PA index

前 直後 前 直後 前 直後 前 直後

症例1 71 85 0．40 0．90 15 18 248 304

2 65 0．46 15
一

82

3 72 86 0．44 0．94 8 20 161 214

4 74 92 0．40 1．60 11 26 147 192

5 77 84
一

26 122
一

6 82 88 1．00 1．33 16 22 12mm 一一

7 83 93 0．46 0．60 15 22 53 93

平均±SD 77±5 88±4＊ 0．54±0．26 1．10±0．39＊ 13±3 22±3＊ 152±80 201±87＊

・“ p〈0．05症例6のPA　indexは右肺動脈径

表4　フォローアップカテーテル検査の結果1

BVPからの
期間（月）

酸素飽和度
（％）（拡大前）

肺体血流量比
（Qp／Qs）（拡大前）

　平均肺動脈圧
（mmHg）（拡大前）

PA　index
（拡大前）

症例1

　　2

　　3
7
8
6

74（71）

79（65）

94（72）

一
（0．40）

0．96（0．46）

0．92（0．44）

一
（15）

40（15）

16（8）

219（248）

107（82）

279（161）

・BVP：バルーン肺動脈弁形成術

工換気を要し，薬剤投与では心不全のコントロールが

つかず，肺血流制限のため，BVP施行後3日目に肺動

脈内にバルーンを留置し，BVP施行後5日目に心内修

復術を施行した．症例2ではBVP施行直後に動脈血

酸素分圧の低下がみられ，BVP直後の造影で右肺動脈

の内膜剥離が確認された．また左右肺動脈末梢が枯れ

枝状に細くなっており，肺動脈のspasmによるものと

考えられた．人工換気を要したが，酸素飽和度の低下

は一過性で，すぐ抜管可能であった．またBVP施行

中，無酸素発作をおこした症例はなかった（表2）．

　ファローアップ：症例1，3，4の3例に右室流出

路から肺動脈弁輪をこえたパッチを用いた心内修復術

を施行した．漏斗部狭窄主体の症例1では経過中，無

酸素発作の増強のためβblockerの増量を必要とし

た．動脈血酸素飽和度は74％とBVP直後の85％と比

較して低下し，PA　indexは体の発育の分，低下してい

た．この症例1の術中所見では肺動脈弁は2弁で，弁

狭窄は解除されてなく，組織学的検討はしていないが，

肉眼的には右室流出路にも変化はみられなかった．症

例2ではフォローアップカテーテル検査時にBVP前

と比べ動脈酸素飽和度，肺体血流量比，平均肺動脈圧，

PA　indexは上昇していたが，右肺動脈の内膜剥離し

た部位に狭窄がみられ，肺動脈径が心内修復術をする

のに充分発育しておらず，現在右室流出路再建術を予

定している．症例3では動脈血酸素飽和度，肺体血流

量比，平均肺動脈圧，PA　indexともBVP直後と変わ

らず，上昇したままであった（表4，図1）．心内修復

術を施行した症例3の肺動脈弁は2弁，症例4は3弁

であり，いずれも弁に裂開がみられ狭窄は解除されて

いたが，肉眼的には右室流出路には変化がなかった．

フォローアップカテーテルでの計測では肺動脈弁輪径

は2例で増加，1例で変化がなく，右室流出路最小，

最大径は1例で増加，2例で減少し，肺動脈弁輪径／体

表面積，右室流出路最小径／体表面積，右室流出路最大

径／体表面積は3例においいてBVP前術でそれぞれ

21±2mm／m2から21±4mm／m2，14±5mm／m2から

12±5mm／m2，27±8mm／m2から23±3mm／m2と変化

はなかった（表5）．

　　　　　　　　　　考　　察

　効果：今回の検討では短期的には肺動脈の大きさの

指標としたPA　indexの増大，チアノーゼの改善がえ

られ，有効であった．この結果は15例のTOFにBVP

を施行したQureshi2），67例に施行したSreeram5），7

例に施行したRao6）らの報告と同様であった．また

Sreeram，　Raoらは中期的にもその効果が持続し，し

かも肺動脈弁輪径も発育すると指摘している5）6）．特に

Sreeramらは67例中，動脈血酸素飽和度が増加して体

一肺動脈シャント術を必要としなかった24例で，肺動
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　　　　図1　症例3のBalloon　pulmonary　valvuloplasty直後，6カ月後の造影所見

A：Balloon　pulmonary　valvuloplasty前の右室造影．　PA　indexは161（右肺動脈径8．5mm，左肺

動脈径4．Omm）であった．　B：Balloon　pulmonary　valvulopasty直後の右室造影．　PA　indexは

214（右肺動脈径9．6mm，左肺動脈径5．Omm）と増加がみられた．　C：6カ月後の肺動脈造影．　PA

indexは279（右肺動脈径9．7mm，左肺動脈径9．Olnm）とさらに増加していた．

表5　フォローアップカテーテルの結果2

BVPから
の期間（月）

肺動脈弁輪径
（mm）（拡大前〉

肺動脈弁輪径／BSA
（mm／m2）（拡大前）

右室流出径路最小径
　（mm）（拡大前）

右室流出路最小径
　　　／BSA
（mm／m2）（拡大前）

右室流出径路最人径
　（mm）（拡大前）

右室流出路最大径
　　　／BSA
（mm／m2）（拡大前）

症例1

　　2

　　3
7
8
6

7、4（7．4）

1｛〕．5（8．1）

10．4（9．2）

17（19）

24（22）

21（21）

2．5（4．5）

7．2（7．4）

6，9（4．8）

6（12）

16（20）

14（1D

8．5（10．6）

lL5（12。6）

10．7（7．8）

20（28）

26（34）

22（18）

平均±SD 9．4±1．8（8．2±09） 21土4（21±2） 5．5±26（56±16） 12±5（14±5） 10．2±1．6（1〔〕．3±2．5） 23±3（27士8）

・BVP：バルーン肺動脈拡大術　BSA：体表面積　右室流出路径：右室造影正面像の径

脈弁輪径の発育も促されたとし，TOFに対するBVP

は体一肺動脈シャント術に代わるものと結論してい

る5）．しかし肺動脈弁輪径の発育については異論もあ

り，Battistessaらは27例の術中の検討で，20例（74％）

に弁の裂開など右室流出路の変化がみられたものの，

弁輪の裂開は5例（19％）のみであったと報告してい

る1°）．またSommerらはSreeramらの論文に対する

反対意見として，体一肺動脈シャントを必要としな

かった24例中，10例に無酸素発作に対しβblockerを

投与しており，体一肺動脈シャントを要したものをあ

わせると67例中，不成功は57％にのぼるともいえるこ

とからBVPが体一肺動脈シャントに代わりえるもの

ではないと述べている11）．

　我々が中期的にフォローアップカテーテル検査を施

行できたのは3例のみであるが，弁狭窄主体の2例（症

例2，3）ではその効果が持続した．しかし漏斗部狭

窄主体の1例（症例1）は効果が一過性であり，BVP

と右室流出路一肺動脈の形態は変わりはなかった．そ

の理由としてこの1例は，1）漏斗部狭窄が進行した症

例であること，2）BVPの効果は主に弁の裂開により

もたらされると考えられるが，肺動脈弁が2弁で，交

連部の裂開がおこっておらず，一時的に伸展されたの

みであったことなどが考えられる．また肺動脈弁の発

育に関しても弁輪径自体は2例で大きくなっていた

が，身体の発育を考慮すると発育したとは言い難く，

右室流出路に関しても同様で，中期的にフォローして

心内修復術を施行した2例はいずれも肺動脈弁輪をこ

えたパッチを必要とした．Sreeramらの肺動脈弁輪径

が発育するとの報告5）ではフォロー期間が平均12カ月

で，肺動脈弁輪径の評価方法は正常の期待される肺動

脈弁輪径との比較であり，用いたバルーン径も異なる．

　今回の検討では症例数が3例と少なく，対象疾患も

1例に両大血管右室起始症を含んでおり，フォロー期

間も6～8カ月と短い．中期的効果，肺動脈弁輪，右

室流出路の発育の問題に関しては今後，症例の積み重

ねの上，検討が必要であると思われる．

　バルーンの大きさ：肺動脈弁輪径の120～140％を使

用している報告2）3｝6）が多く，今回の検討でも同様で
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あった（表2）．この大きさは心室中隔欠損のない肺動

脈弁狭窄症に対するBVPと類似している．動物実験

で150％以上のバルーンを用いると解剖学的に右室流

出路の障害がおき，190％以上で肺動脈の破裂の危険性

があると報告’2）されている．しかし解剖学的変化を伴

う右室流出路の拡大をきたすためには150％以上のバ

ルーンを選択する必要もあるかもしれず，今後検討し

たい．但し肺動脈弁狭窄のみの2例のうち1例は104％

のバルーンを用い内科的にコントロールできない肺浮

腫がみられた．この経験からもう1例の肺動脈弁狭窄

のみの症例では，93％のバルーンを用い合併症なく，

短期的には有効なBVPを施行しえた．右室流出路狭

窄が多部位ではなく肺動脈弁狭窄のみの一カ所である

と，肺動脈弁狭窄が完全に解除されることによる高肺

血流により，高率に肺浮腫がおこると思われる．この

ような症例では小さめのバルーンを選択すべきであ

る．

　合併症：無酸素発作，肺浮腫，肺動脈亀裂，心タン

ポナーデなどの報告2）5）13）がみられる．今回の検討では

死亡例はなかったものの7例中，肺浮腫2例，肺動脈

内膜剥離Spasm　1例と合計3例（43％）と高率に合

併症がみられた．気管内挿管を要し，5日目に心内修

復術を施行した肺浮腫の症例（症例4）は心室中隔欠

損がtotal　conus　defectで肺動脈弁狭窄のみの症例で

あった．

　また肺動脈内膜剥離をおこした症例（症例2）は右

肺動脈が第一分枝をだす手前で5．4mm（PA　index　82）

で，左右分岐部の少し末梢部で最少径4mmと全体的に

低形成の肺動脈であった．肺動脈弁輪径に対しては

123％にあたる10mmのバルーンが右肺動脈最小径に

対して250％のバルーンにあたり，末梢性肺動脈狭窄に

用いるバルーン径が狭窄部の300～450％14｝が推奨され

ていることを考えるとバルーンが大きすぎたとも考え

られず，予測できぬ合併症であった．

　無酸素発作の点に関してはRoaらが述べている6）よ

うにBVP施行中にはみられなかった．しかし今回の

対象が漏斗部狭窄の因子が少ない症例が多かったこ

と，体一肺動脈のシャント術後症例が含まれていたこ

とと関係があると思われる．TOFのカテーテル検査で

肺動脈にカテーテルを挿入するだけで無酸素発作をお

こすことはしばしば経験するところであり，漏斗部狭

窄の程度が高度な症例に対しBVPをおこなうと無酸

素発作がおこることは充分予想される．

　適応：今回の少数症例での我々の検討では，TOFに

555－（63）

対するBVPの適応となる症例はかなり限定される．

肺動脈が細く一期的に心内修復術が困難な症例（PA

indexが100以下）で，漏斗部狭窄より肺動脈弁狭窄が

主な症例でBVPの適応となると思われる．以前の

我々の検討ではPA　indexが150以下で心内修復術を

施行している症例では術後心拡大を示す率が高かっ

た8）．従ってPA　indexが100から150の間の症例で，弁

狭窄が主体の症例にも適応があると考える．

　今回報告の症例1のようにPA　indexが250の症例

にBVPの適応があるか否かは今後の検討が必要であ

る．BVPにより肺動脈弁輪を拡大することができれば

弁輪をこえたパッチの使用を避けることができ，術後

の肺動脈弁逆流の発生も予防できると考えられる．

我々のこれまでの経験では弁輪拡大に関し大きな効果

は期待できないという結果であるが，方法などの改良

により可能となるかもしれない．PA　indexがよい症

例に対するBVPは現時点では実験的な治療法であ

り，合併症もあることを考えると慎重に施行すべき治

療法であることを強調したい．，

　結語：肺動脈が細く，一期的に心内修復術が困難な

症例で，右室流出路狭窄の形態が漏斗部狭窄を伴い，

しかも肺動脈弁狭窄主体の症例ではBVPは憤重に試

みてよい方法であると考えられた．

　　　　　　　　　　文　　献
　1）Kan　JS，　White　RI　Jr，　Mitchell　SE，　Gardner　TH：

　　　Percutaneous　balloon　valvuloplasty：A　new

　　　method　for　treating　congenital　pulmonary－

　　　valve　stenosis．　N　Engl　J　Med　1982；307：540

　　　－542

　2）Qureshi　SA，　Kirk　CR，　Arnord　R，　Wilkinson　JL：

　　　Balloon　dilatation　of　the　pulmonary　valve　in

　　　the　first　year　ofユife　in　patients　with　tetralogy　of

　　　Fallot：Apreliminary　study．　Br　Heart　J　1988；

　　　60：232－235

　3）Parsons　JM，　Ladusans　EJ，　Qureshi　SA：

　　　Growth　of　the　pulmonary　artery　after　neonatal

　　　balloon　dilatation　of　the　right　ventricular

　　　outflow　tract　in　an　infant　with　the　tetralogy　of

　　　Fallot　and　atrioventricular　septal　defect．　Br

　　　Heart　J　1989；62：65－68

　4）Boucek　MM，　Webster　HE，　Orsmond　GS，

　　　Ruttenberg，　HD：　Balloon　pulmonary
　　　valvotomy：Palliation　for　cyanotic　heart　dis－

　　　ease．　Am　Heart　J　1988；115：318－322

　5）Sreeram　N，　Saleem　M，　Jackson　M，　Peart　I，

　　　Mckay　R，　Arnord　R，　Walsh　K：Results　of

　　　balloon　pulmonary　valvuloplasty　as　a　palliative

Presented by Medical*Online



556－（64） 日本小児循環器学会雑誌　第10巻　第4号

　　procedure　in　tetralogy　of　FalIot．　J　Am　Coll

　　Cardiol　1991；18：159　　165

6）Rao　PS，　Wilson　AD，　Thapar　MK，　Brais　M：

　　Balloon　pulmonary　valvulopasty　in　the　man－

　　agement　of　congenital　heart　defect．　Cathet

　　Cardiovasc　Diagn　1992；25：16－24

7）黒沢博身，柳沢正敏，開沼康博，小柳　仁，今井康

　　晴，橋本明政，今野草二，安藤正彦，高尾篤良：円

　　錐中隔全欠損型Fallot四徴症一形態学的および

　　外科治療上の問題点一．胸部外科　1976：29：229

　　－238

8）辻　　徹，中西敏雄，中沢　誠，門間和夫：肺動脈

　　が細いファロー四徴症に対する心内修復術後遠隔

　　期の心胸郭比の検討．日児誌　1993；97：2434

　　－2438

9）Nakata　S，　Imai　Y，　Takanashi　Y，　Kurosawa　H，

　　Tezuka　K，　Nakazawa　M，　Ando　M，　Takao　A：

　　Anew　method　for　the　quantitaive　standardiza－

　　tion　of　cross－sectional　areas　of　the　pulmonary

　　arteries　in　congenital　heart　dideses　with　de・

　　creased　pulmonary　blood　flow．　J　Thorac　Car－

　　diovasc　Surg　1984；88：610－619

10）

11）

12）

13）

14）

Battistessa　SA，　Robles　A，　Jackson　M，

Miyamoto　S，　Arnord　R，　McKay　R：Operative

findings　after　percutaneous　pulomonary　balloon

dilatation　of　the　right　ventricular　outflow　tract

in　tetralogy　of　Fallot．　Br　Heart　J　1990；64：321

－
324

Sommer　RH，　Glinko　RJ：Is　there　a　choice　of

palliation　for　tetralogy　of　Fallot　？JAm　Coll

Cardiol　1991；18：166－167

Ring　JC，　Kulik　TJ，　Burke　BA，　Lock　JE：

Morphologic　changes　induced　by　dilation　of　the

puユrnonary　valve　anulus　with　overlarge　baL

loons　in　normal　newborn　lambs．　Am　J　Cardiol

1984；55：210－214

Lamb　RK，　Arnold　QR：Pulmonary　artery　tear

following　balloon　valvoplasty　in　Fallots

tetralogy．　Int　J　Cardiol　1987；151347－349

Rocchini　P：　Balloorl　angioplasty　for　periph－

eral　pulmonary　artery　stenosis，　in　P　Syanasun－

dar　Rao　（ed）：Transcatheter　Therapy　in

Pediatric　Cardiology．　New　York，　Wiley・Liss，

1933，pp213－228

Balloon　Pulmonary　Valvuloplasty　in　Tetralogy　of　Fallot
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Department　of　Pediatric　Cardiology　and　Pediatric　Cardiovascular　Surgery，　Heart　Instiute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　Balloon　pulmonary　valvulopasty（BVP）was　attempted　in　6　patients　with　tetralogy　of　Fallot

and　in　one　patient　with　double　outlet　right　ventricle　with　subaortic　ventricular　septal　defect　and

pulmonary　stenosis．　In　four　patients，　pulmonary　valve　stenosis　was　the　main　component　of　right

ventricular　outflow　obstruction．　In　one　patient，　infundibular　stenosis　was　the　main　cause　of　the

right　ventricular　outflow　obstruction　and　in　two　patients，　infundibular　stenosis　was　absent　and

pulmonary　valve　stenosis　was　the　only　cause　of　right　ventricular　outflow　obstruction．

　　　Immediately　after　BPV，　arterial　oxygen　saturation（77±5％to　88±4％），　Qp／Qs　ratio

（0．54±0．26to　1．10±0．39），　mean　pulmonary　artery　pressure（13±3mmHg　to　22±3mmHg）

and　PA　index（152±80　to　201±87）increased　significantly．　Cardiac　catheterization　was
performed　6－8　months　after　BVP　in　3　patients．　Arterial　oxgen　saturation，QP／Qs　ratio，　mean

pulmonary　artery　pressure　and　PA　index　remained　elevated　in　two　patients　in　whom　pulmonary

valve　stenosis　was　the　main　component　of　right　ventricular　outflow　obstruction．　However，　in　one

patient　in　whom　infundibular　stenosis　was　dominant，　the　effect　of　BVP　was　transient．　Pulrnonary

anulus　diameter　was　not　increased　significantly　6－8　months　after　BVP．　Complications　was

observed　in　3　patients．　Pulmonary　edema　occurred　in　two　patients　and　pulmonary　artery　tear　and

spasm　ln　one　patlent．

　　　　These　data　suggest　that　BVP　in　tetralogy　of　Fallot　may　be　effective　to　increase　pulmonary

blood　flow　and　pulmonary　artery　size　immediately　after　BVP．　However　it’s　mid－term　effect

remains　to　be　elucidated．　Because　of　the　high　incidence　of　complication，　this　procudure　should　be

performed　in　selected　patients　in　whom　pulmonary　arterial　size　is　not　large　enough　to　perform

intracardiac　repair．　In　patients　in　whom　pulmonary　valve　stenosis　is　the　only　cause　of　the　right

ventricular　outflow　obstruction，　BVP　should　be　perfromed　using　small　size　balloon，
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