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2回のバルーン右室流出路拡張術後に根治可能となった

ファロー四徴症の1例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　肺動脈の発育の悪いファロー四徴症に対する姑息的治療として，従来よりBlalock－Taussig短絡術が

行われているが，近年catheter　interventionの発達によりバルーン右室流出路拡張術が試行される状況

にある．我々は無酸素発作を起こした末梢性肺動脈狭窄，肺動脈弁狭窄，肺動脈弁下狭窄を伴ったファ

ロー四徴症に対して2回のバルーン拡張術を行い，根治手術に到達することが出来た．1回目の拡張術

は肺動脈弁輪と同じ径のバルーン（バルーン長2cm）カテーテルを用い，一旦チアノーゼは軽減，しかし

約6カ月後に再度無酸素発作を起こし2回目の拡張術を弁輪径の1．5倍のバルーン（バルーン長3cm）カ

テーテルを用いて行った．以後無酸素発作は認めず，1歳7カ月時に根治可能となった．手術時採取し

た弁下部異常筋束の組織像には搬痕形成を認め，大きなバルーンによる拡張術の影響が弁下部にまで及

ぶことが示唆された．

　　　　　　　　　はじめに

　肺動脈の低形成を伴うファロー四徴症に対する姑息

的治療として，Blalock－Taussig短絡術を主体とする

体肺動脈短絡術が行われているが，catheter　interven－

tionの発達普及によりバルーン拡張術が，試行される

状況にある1）～5）．

　我々は2回にわたりバルーンカテーテルを用いた右

室流出路拡張術を行い，根治手術に至った症例を通じ，

ファロー四徴症におけるバルーン拡張術の利点と問題

点を考案した．

　　　　　　　　　症例提示

　症例：松○由○，1歳7カ月（平成6年3月2日根

治手術時），女児．

　主訴：心雑音，チアノーゼ．

　家族歴：先天性心疾患，その他遺伝性疾患の家族歴

別刷請求先：（〒440）愛知県豊橋市松葉町3－1

　　　　　豊橋市民病院小児科　　　　白谷　尚之

は認めない．

　出生歴：在胎40週3日，出生時体重2，520g，正常分

娩．

　現病歴：日齢6にチアノーゼ性心疾患を疑われ当院

未熟児センターに搬送された．心エコー図までの検査

で，ファロー四徴症と診断し，ヒ1齢30より外来にて経

過観察していたが，4カ月頃よりチアノーゼが増強し

てきたためβプロッカー（塩酸カルテオロール）の内

服を開始した．しかし6カ月頃より無酸素発作を来す

様になり心臓カテーテル検査を施行した．右肺動脈径

は6mmであったが，左肺動脈径は3mmと細く（PA
index6）＝103，McGoon　ratio7｝－1．1），バルーン右室流

出路拡張術を施行した．肺動脈弁輪径7mmに対して径

7mm，長さ2cmのオルバートバルーンカテーテルを用

い最大30秒間インフレートし拡張術を施行した結果，

動脈血酸素飽和度は65％より83％に改善，主肺動脈と

右室流出路での圧較差は58mmHgより9mmHgに，右

室流出路と右室心尖部での圧較差は58mmHgより48
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図1　第2回のバルーン肺動脈弁拡張術

表　1

第1回のバルーン肺動脈弁拡張術 第2回のバルーン肺動脈拡張術

肺動脈弁輪径 7mm 7mm
使用カテーテル オルトバートバルーンカテーテル ホプキントン血管拡張カテーテル

バルーンサイズ 径7mm×長さ2cm 径10mm×長さ3cm
拡張条件 10秒×1回，30秒×2回（各10気圧） 10秒×2回，30秒×1回（各4気圧）

動脈血酸素 前　　　　　　　後 前　　　　　　　後
飽和度の変化 65％　　　　　　83％ 83％　　　　　　83％

肺動脈一右室間
　の圧較差 116mmHg　　　　57mmHg 94mmHg　　　　52mmHg

mmHgまで低下し，主肺動脈圧は14mmHgより34
mmHgまで上昇した（表1，図1）．その後外来にて経

過観察していたが10カ月頃より再度無酸素発作を認め

る様になり11カ月時に心臓カテーテル検査を施行し

た．右肺動脈径7mm，左肺動脈径3mmとやや発育して

いた（PA　index＝119，　Mc　Goon　ratio＝1．1）が肺動

脈弁輪径は7mmのままであり，弁下部狭窄も強いと判

断し，径10mrn長さ3cmのホプキントン血管拡張カ

テーテルを用いて最大30秒間インフレートしバルーン

による右室流出路拡張術を行った．動脈血酸素飽和度

は術前より83％と比較的良い値を示していたが，主肺

動脈圧は27mmHgで右室圧105mmHgと圧較差は著

明であった．拡張術後の動脈血酸素飽和度は83％と不

変であったが，主肺動脈圧は80mmHgまで上昇し，主

肺動脈と右室流出路での圧較差は10mmHg，右室流出

路と右室心尖部での圧較差は13mmHgとなった（表

1，図1）．以後，無酸素発作は起こさず，動脈血酸素

飽和度は最も良い時で94％に達した．1歳6カ月時の
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肺動脈弁輪径：8mm
右肺動脈径　：11mm

左肺動脈径　　7mm
（PA　index＝348，　McGoon　ratio＝2．3）
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右肺動脈収縮期圧　　28mmHg
主肺動脈収縮期圧　：55　mmHg

右室流出路収縮期圧：73mmHg
右室，L・尖音is収縮期圧：115mmHg

右左知絡率

左右知絡率
肺体血流量上ヒ

21％

28％
1．1

拡張末期左室容積　　102％of　normal

重加脈lflI酋菱素fi包和ロ芝　　　　　90％

根治手術前の心臓カテーテル検査の結果

図3　右室流出路壁束（parietal　band）の病理組織像．

　線維化が著明で心筋細胞はほとんど認めず，癩痕化

　した組織である．

心エコー図で左右の肺動脈の発育と主肺動脈と右室で

の圧較差が60mmHg程度であることが推定されたた

め1歳6カ月時に根治手術に向けての心臓カテーテル

検査を施行した．主肺動脈圧は55mmHg，主肺動脈と

右室流出路での圧較差は18mmHg，右室流出路と右室

心尖部での圧較差は42mmHgであった．肺動脈弁輪径

は8mmとわずかな増加であったが，右肺動脈径11

mm，左肺動脈径7mmと比較的良好に発育しており

（PA　index＝348，　McGoon　ratio＝2．0），肺体血流比

は1．1と，左右短絡が右左短絡を上回っていた（図2）

ため，1歳7カ月時に根治手術を施行した．

　手術所見：右室流出路狭窄を来す異常筋束を切離，

一部切除後，径10mmの心室中隔欠損をパッチ閉鎖し

た．肺動脈弁は3弁で，交連部は弁輪まで裂開されて

いた．径13mmのHegarが通過可能であることを確認

し，流出路切開部をパッチで形成した．弁輪への切開

は行わなかった．術翌日人工呼吸器より離脱し以後の

経過は良好である．手術時切除採取した右室流出路壁

束（parietal　band）の一部は表面に搬痕形成を認めた．

Tearingは認めなかったが，病理組織学的には線維化

を伴う疲痕形成が確認され（図3），バルーン拡張術が

右室流出路に影響を及ぼすことが示唆された．

　手術後の心エコー図所見：28mmHg程度の肺動脈

弁狭窄の残存と軽度の肺動脈弁閉鎖不全を認める．

　　　　　　　　　　考　　案

　肺動脈や左室の発育が不十分なファロー四徴症に対

して，従来よりBlalock－Tauss｛g短絡術を中心とす

る，体肺動脈短絡術が姑息的治療として行われて来た

が，近年catheter　interventionの普及により，バルー

ン右室流出路拡張術が試される状況に至っている．

Qureshi1）3）やSreeram‘）らは，その有効性を支持してい

るが，一方Sommer9）らは批判的であり，その是非につ

いては両論がある．

　ファロー四徴症に対するバルーン右室流出路拡張術

の利点は，①姑息手術による肺動脈の狭窄や捻れを起

こさずにすむ4）8）．②順行性の血流が増加するため弁輪

が発育し，根治手術時に弁輪切開を回避出来る可能性

が高くなる．③体肺動脈短絡術による開胸が回避可能

で，術創も少なく出来る．④気管内挿管の回数を減ら

せる可能性がある．などである．一方問題点としては，
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①肺血流量の調節が困難である8）9）．②左右短絡の急激

な増加により，拡張術直後に体血圧の低下する可能性

がある．③疲痕を形成した部位が将来不整脈の原因と

なるかも知れない．④術前に冠動脈が右室流出路の前

面を横断していないか評価し根治手術の術式や手術時

期との兼ね合いを考慮する必要がある．などである．

したがって心臓外科医と密接な連携が取れるようにし

ておくこと，術後数時間は動脈圧モニターを行うこと，

Laid　back法による大動脈造影ないしは選択的冠動脈

造影などで冠動脈の走行を確認しておくことが必要で

ある．本症例では30秒間という比較的長時間バルーン

拡大術を行っても徐脈や血圧低下は来さなかった．こ

れは心室中隔欠損が存在するための利点と考えられた

が，逆に拡張術中は完全に右左短絡となるので塞栓症

の合併に十分な注意を要する．また術後無酸素発作の

増悪する症例もあることから，拡張術時には，βプロッ

カーの内服は継続し，前投薬として塩酸ペチジンの皮

下注を行った．また酸素吸入により出来るだけ動脈血

酸素飽和度を上げておいた．そしてコンパクトな酸素

化装置が用意出来れば，より安全に拡張術が行えると

思われた．

　第1回目の小さなバルーンによる拡張術後に再度無

酸素発作を来したこと，そして第2回目の大きなバ

ルーンによる拡張術後に肺動脈弁の十分な裂開と弁下

部の疲痕形成が確認されたことより，弁下部狭窄の高

度な症例では小さなバルーンカテーテルで肺動脈弁だ

け拡張しても，弁下部狭窄がそのまま残れば無酸素発

作は防げないが，肺動脈弁と弁下部に掛かる様な大き

なバルーンカテーテルを用いると弁下部に癩痕を残

し，無酸素発作時に認める様な筋収縮を回避出来る様

になるものと思われた．

　しかし本症例では肺動脈弁輪径の1．5倍の径を有す

るバルーンカテーテルを用いた結果，主肺動脈圧は直

後で80mmHg，6カ月後でも55mmHgと肺高血圧の

状態であり末梢性肺動脈狭窄が無ければ肺血流の増加

による肺水腫や心不全状態に陥った可能性も否定でき

ない．

　適応についての定説はまだ無いが，肺血流量の調節

が困難な手技であることから，新生児期または乳児期

にチアノーゼが強く，無酸素発作を起こし，肺動脈お

よび弁輪が細いため根治手術に耐えられない症例のう

ち，末梢性肺動脈狭窄を合併した症例や弁下部狭窄の

高度な症例に対しては，肺動脈弁輪径の1．5倍程度の径

と漏斗部にまで届く長さを有する大きなバルーンカ

91－（91）

テーテルを用いても良いが，一方末梢性肺動脈狭窄の

無い症例や弁下部狭窄の軽度な症例では，肺動脈弁輪

径と同程度の径のバルーンカテーテルより始め，漸次

大きなバルーン径に変えて拡張術を行った方が安全と

考えられる．そして拡張術後は胸部X線撮影による肺

血管陰影の確認や心臓超音波検査による右室流出路圧

較差の評価を頻繁に行い手術時期を決定すべきであ
る．

　尚，本論文の要旨は第5回日本Pediatric　lnterventional

Cardiology研究会（倉敷）および第189回日本小児科学会東

海地方会（名古屋）において発表した．
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ACase　Report　of　Balloon　Dilation　of　Right　Ventricular　Outflow　Tract　as

　　　　　　　　　　　　　Palliative　Procedure　for　Tetralogy　of　Fallot

Hisayuki　Shirayai），　Mikihisa　Ohbayashi1），　Hiromi　Ishihama1），　Minoru　Kokubo1），

Miseho　Nagai1），　Yoshimi　Suzukil），　Yutaka　Nishimural），　Atsukata　Kobayashi2），

　　　　　　　Keiji　Ohhara2），　Takenori　Yamazaki2｝and　Masato　Nakayama2）

　　　　　　　　　　　i｝Department　of　Pediatrics，　Toyohashi　Municipal　Hospital

　　　　　　　　2）Department　of　Thoracic　Surgery，　Toyoha＄hi　Municipal　Hospital

　　　Acase　of　tetralogy　of　Fallot　with　peripheral，　valvular　and　infundibular　pulmonary　stenosis

who　underwent　repeated　balloon　infundibuloplasty　was　reported．　Initial　balloon　dilation　was　done

at　6　months　of　age　for　recurrent　anoxic　spell．　Balloon　diameter　selected　was　7　mm，　same　as　the

annulus　diameter　of　pulmonary　valve　and　balloon　length　was　2　cm．　After　the　initial　balloon

dilation　anoxic　spell　disappeared　and　cyanosis　was　improved．　However，6months　after　the

procedure　anoxic　spell　occurred　again．　In　that　time　larger　balloon　was　selected　for　dilation：

balloon　diameter　was　1．5times　as　the　annulus　diameter　of　pulmonary　valve　and　balloon　length

was　3　cm．　After　the　second　dilation　anoxic　spell　was　diappeared　and　cyanosis　was　remarkably

improved．　At　one　year　and　7　months　of　age　total　correction　was　succesfully　performed　without

the　use　of　transannular　patch．　Histological　evaluation　of　cardiac　muscle　specimen　obtained　from

right　ventricular　outflow　tract　at　operatin　showed　extensive　scarformation　with　fibrosis．　These

results　suggest　that　balloon　dilation　of　right　ventricular　outflow　tract　using　large　sized　balloon

catheter　may　effect　on　infundibular　stenosis　in　tetralogy　of　Fallot．
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