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肺動脈絞拒術後に大動脈弁下狭窄が進行した2例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　肺動脈絞拒術（Pulmonary　artery　banding，　PAB）を施行後，大動脈弁下狭窄（Subaortic　stenosis，

SAS）が進行した2例を経験した．症例1は，　Taussig－Bing奇形，大動弓離断の1カ月の男児で，症例

2は，両大血管右室起始，大動脈縮窄，房室錯位の14日目の男児である．術前の心エコー図，心臓カテー

テル・心血管造影検査において，症例1ではSASは認められなかった．症例2ではSASは軽度と判定

した．2例とも心不全がコントロール不能であったため，PABを施行したところ，　SASが顕在化した．

2例にDamus－Kaye－Stansel（D－K－S）手術を行ったが，症例1は術後低拍出症候群で失った．

　PABはSASを進行させることがあるので，　SASの評価は重要である．しかし，心室間にシャントが

ある場合には，圧差や流速のみではSASの程度を正確に評価するのは難しい．形態所見等も併せて総合

的に判断する必要がある．

　　　　　　　　　　緒　　言

　大動脈弁下狭窄（Subaortic　stenosis，　SAS）の明ら

かな症例では，肺動脈絞拒術（Pulmonary　artery　band－

ing，　PAB）はよりSASを進行させることがあるため，

避けるべきといわれている．しかし，心室間にシャン

トがある場合には，圧差や流速だけではSASの程度

を正確に評価するのは難しい．

　今回我々は，術前にSASの評価が困難ではあった

が，心不全がコントロール不能のためPABを施行し，

術後にSASが顕在化した2例を経験した．　SASの診

断と治療について，若干の文献的考察を加え報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例1：1カ月，男児．

　診断：Taussig－Bing奇形，大動脈弓離断，動脈管開

存．

別刷請求先：（〒734）広島市南区霞1－2　3

　　　　　広島大学医学部小児科　　　馬渡　英夫

　現病歴：生後1カ月頃より多呼吸があった．1カ月

健診で，心雑音を指摘された．

　現症：心拍数138／分，呼吸数48／分，収縮期血圧108

mmHg．胸骨左縁第3肋間にLevine　III度の収縮期雑

音を聴取．右季肋下に肝を1．5cm触知．股動脈拍動の

触知は良好．

　経過：断層心エコー図（生後40日目），心臓カテーテ

ル・心血管造影検査（生後42日目）で，漏斗部中隔の

偏位や上行大動脈の造影不良を認めなかったため，

SASはないと判定した（図1A，2A，表1）．心不全が

コントロール不能のため，生後47日目に大動脈弓離断

修復術，PAB，動脈管結紮術を施行したが，心不全状

態が続き，心筋も徐々に肥厚してきた．

　PAB後37日目の断層心エコー図では，　SASが認め

られた（図1B）．ドップラー心エコー法による上行大

動脈の流速は2rn／sであった．　PAB後41日目の心臓カ

テーテル検査では，心室と上行大動脈の圧差は10

mmHg以下であったが，右室造影像では，著明なSAS
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　　　　　　　　　　　　　　　図］　症例1の断層心エコー図

A：PAB前．　B：PAB後．　SAS（＾）を認める．　RV；right　ventricle，　LV；left　ventricle，　Ao；

aorta、　PA；pulmonary　artery，　PAB；pulnnonary　artery　banding、　SAS；subaortic　stenosis
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図2　症例1の右室造影

A：PAB前．　B：PAB後．著明なSAS（↑）

banding，　SAS；subaortic　stenosis
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表1　症例1．心臓カテーテル検査所見

PAB前圧 PAB後圧
（mmHg） （mmllg）

mPA 66／27（44） 48／24（33）

RV 78／EDP3 71／EDP6

DAo 63／30（43）

AAo 一
64／37（50）

LV 79／EDP6 68／EDP10

PAB；pulmonary　artery　banding

が認められた（表1，図2B）．

　PAB後50日目にDamus－Kaye－Stansel（D－K－S）手

術を施行した．しかし，術後低拍出症候群のため，3

口後に失った．

　症例2：14日目，男児．

　診断：両大血管右室起始，大動脈狭窄，動脈管開存，

房室錯位．

　現病歴：生下時より，心雑音とチアノーゼを認めた．

次第に呼吸障害が増強した．

　現症：心拍数150／分，呼吸数90／分，血圧78／38

mmHg．胸骨左縁第3肋間にLevine　II度の収縮期雑

音を聴取．右季肋下に肝を3cm触知．股動脈拍動の触

知は弱．

　経過：入院時のカラードップラー心エコー図では，

上行大動脈の血流シグナルがほとんど得られなかっ

た．しかし，断層心エコー図で明らかな漏斗部中隔の
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図3　症例2の断層心エコー図
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A：PAB前．　B：PAB後．著明なSAS（↑）を認める．　Ao；aorta，　PA；pulmonary　artery，　PAB；

pulmonary　artery　banding，　SAS；subaortic　stenosis
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図4　11工例2の左室造影（PAB後）

A：）E面／象B：側面像．大動脈はほとんど造影されない（↑）．PAB；

artery　banding

轟＿

pulmonary

表2　症例2．心臓カテーテル検査所見

PAB前圧 PAB後圧
（mmHg） （mlnHg）

mPA 65／3〔〕（51） 52／17（33）

RV 75／EDP8

DAo 73／30（48）

AAo 68／33（50） 一一

LV 75／EDP5 120／EDP8

1・．Radia｜ 55／42

PAB；pulmonary　artery　bandin9

偏位は認めなかった（図3A）．心臓カテーテル・心血

管造影検査では，右室・左室と上行大動脈との圧差は

7mmHgであり，右室造影で上行大動脈は造影された

ため，SASはない，もしくは軽度と判定した（表2）．

心不全がコントロール不能のため，生後40日目に大動

脈縮窄修復術，PAB，動脈管結紮術を施行した．

　PAB後7口目の断層心エコー図では，　SASが認め

られた（図3B）．しかし，ドップラー心エコー法によ

る上行大動脈の流速は1．6m／sであった．　PAB後20日

目の心臓カテーテル検査では，左室と右椀骨動脈との

圧差は65mmHgに及んだ（表2）．左室造影では，大動

脈はほとんど造影されず，著明なSASがあると考え

られた（図4）．

　PAB後21日目にD－K－S手術，大動脈弁下心筋切除
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術を施行した．

　D－K－S手術後4カ月目の心臓カテーテル・心血管造

影検査では，上行大動脈の圧は148／60（97）mmHgと

高血圧が存在するものの，大動脈縮窄修復部位の再狭

窄は認めなかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　肺血流増加型の心奇形に対する姑息術として，従来

からPABが行われてきた．　PABは肺血流を減少さ

せ，肺血管床の組織学的変化やうっ血性心不全を防ぐ

目的で行われる．ところが，PABにより心筋が肥厚し

てSASが出現したり，進行したりすることが指摘さ

れている’）2）．Huddlestonら3）はPAB後1こ心筋壁の厚

さが増大することを断層心エコー法で証明した．PAB

後11日目でSASが認められた例もあるように4），　SAS

は時に急速に進行する．したがって，PAB施行後は特

に注意深い経過観察が必要である．

　また，SASが明らかに存在する症例では，　PABは上

記の理由から避けるべきと考えられている．問題は今

回の我々の症例の様に，心室間にシャントがある場合

には，SASの程度を正確に評価するのが難しいと言う

ことにある．

　Menahemら5）やSmallhornら6）は，　SASのある症

例では断層心エコー法で漏斗部中隔の偏位を認めたと

報告している．しかし，両者とも心室中隔欠損を閉鎖

する前は，SASの程度を心臓カテーテル検査時の圧差

で正確に評価することはできなかったと述べている．

特にSmallhornら6）の報告には・d臓カテーテル検査で

の圧差が0～5mmHgしかなかった4症例が含まれて

いる．Isoprenalineを負荷することにより，圧差を生じ

させることができたとの報告もある4）7）．

　PAB後にSASが進行するかどうかを，　VSD／Asc．

Ao比（心室中隔欠損径／上行大動脈径比）で予測しよ

うという試みもなされている．Franklinら1）はVSD／

Asc．　Ao比が0．8より小さい時にSASが進みやすいと

報告している．

　心筋肥厚，心不全症状の出現もしくは増悪などが見

られた場合には，SASの発生あるいは進行についての

評価を早急に行う必要がある．そして，SASが進行し

た場合には，すみやかに解除しなければならない．そ

れには以下の方法がある．

　狭窄部位を手術的に切除する方法は，良好な成績を

おさめたとの報告8｝がある一方で，狭窄の残存，再狭

窄，刺激伝導系や冠動脈を障害する可能性などが指摘

されている．心室からではなく，大動脈側からSASを

681－（71）

解除すると合併症が少ないとの報告もある9）1°）．

　弁付き導管を用いて心室と大動脈をバイパスする試

みもなされているが，将来的に導管を入れ替えたり，

抗凝固剤を長期にわたり服用し続けなければならな

い，といった問題が生じる11）．

　D－K－S手術は，肺動脈を切断して，切断面より中枢

側の肺動脈は大動脈と吻合．切断面より末梢側の肺動

脈へは，大動脈からのシャントを通じて血流を保っも

のである．DK－S手術により心室の容量と圧負荷が軽

減され，心室の肥大も改善してくることが報告されて

いる12）．D－K－S手術は，心外修復術であるため，心室

を切開する必要がなく，したがって刺激伝導系の傷害

を来す恐れがない．さらに，導管を用いなくてすむと

いう点でも有用であり，しだいに広く行われるように

なってきている．ただし，その長期予後に関しては不

明の点も多い．例えば，術後の大動脈弁逆流も指摘さ

れている．これは弁輪の変形や拡大がおこり，大動脈

弁が逸脱をおこすためと考えられている13）．吻合位置

が大動脈弁に近い時に逆流が起こりやすい．大動脈弁

の逆流を防ぐため，大動脈弁閉鎖術を併用することも

ある13｝14）．

　Norwood手術が行われたり15），　SASに房室錯位を

伴った単心室においては，大血管転換術が行われたり

している16）．けれども，どの方法が最善であるかについ

ては，今だに結論が得られていない．

　我々の症例のように，PABはSASを進行させる因

子となりうるので，SASの評価は特に慎重にされなけ

ればならない．SASの診断は心臓カテーテル検査，心

エコー法でなされるが，心室問にシャントがある場合

には，圧差や流速で正確に評価できるとはいえない．

β刺激剤を負荷した時の圧差を計測したり，形態的な

所見も併せて，総合的に判断する必要がある．

　我々の2例においては，最初の診断では，明らかな

心室中隔の偏位は認められなかった．しかし，VSD／

Asc．　Ao比は2例ともO．8であり，PAB後にSASを来

す可能性はあったといえる．それでも，心不全がコン

トロール不能であったため，あえてPABを施行した．

　PAB後，　SASが疑われたのは症例1では37日目，症

例2では7日目であった．

　症例1ではPAB直後より大量の心嚢水の貯留が心

エコー図により確認されていたが，術後心不全と考え

ていた．術後37日目の心エコー図で漏斗部中隔の偏位

を認め，SASを疑った．心嚢水が消失したにもかかわ

らず心不全状態が改善しないこと，心筋肥厚が増強し
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てきたことなどもSASの存在を示唆するものであっ
た．

　症例2では，症例1での経験を基に，極めて注意深

い経過観察を行ったこともあり，PAB後7日目で

SASを疑うことができた．11日目でSASを疑ったと

いう報告4）もあることから，PAB後のSASは非常に

早期よりおこりうると考えられた．

　　さらに今回の2例においては，retrospectiveに心エ

コー図所見を再評価してみると，　subaortic　conusが良

く発達している像が認められた．この所見がある場合

には，PABの適応について十分な検討が必要である．

また，PABを施行したとしても，十分な経過観察が必

要であると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　結　　語

　　1）肺動脈絞拒術後に大動脈弁下狭窄が進行した2

例を報告した．

　　2）PABはSASを進行させる因子となりうるので

注意が必要である．

　　3）心室間にシャントがある場合には，圧差や流速の

みではSASの程度は判断できず，心エコー図検査に

よる形態的な所見等も併せて総合的に判断する必要が

ある．

　　4）SASの進行に対して，2例ともD－K－S手術を施

行し，1例は救命し得た．

　本論文の要旨は第8回小児循環器学会近畿・中四国地区

地方会（1994年2月6日，大阪）において報告した．
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Two　Cases　of　Progressive　Subaortic　Stenosis　after　Pulmonary　Artery　Banding

Hideo　Mawatari1｝，　Nakao　Konishi1），　Keiko　Toyoharai），　Kenji　Wakii）。　Kiyoshi　Baba1），

　　　　　　　　　　　　　　Mutuo　Tanaka1），　Yoshio　Kanzaki2）and　Syunji　Sano3）

　　　　　　　　　　　Division　of　Pediatrics1）and　Division　of　Cardiovascular　Surgery2｝，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Heart　Institute，　Kurashiki　Central　Hospital

　　　　Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Okayama　University　School　of　Medicine3｝

　　　We　report　two　cases　of　progressive　subaortic　stenosis（SAS）after　pulmonary　artery　banding

（PAB）．　Case　l　was　a　1－month・old　boy　with　Taussig－Bing　anomaly　and　interruption　of　the　aortic

arch．　Case　2　was　a／4・day－old　boy　with　double　outlet　right　ventricle，　coarctation　of　the　aorta，　and

atrioventricular　discordance．　From　echocardiography，　cardiac　catherization，　and　angiography，

we　estimated　that　case　l　had　no　SAS，　while　case　2　had　mild　SAS．　The　patients　had　undergone

PAB　to　control　heart　failure．　After　surgery　SAS　was　revealed．　Damus－Kaye－Stansel　procedure

（D－K・Sprocedure）was　performed　in　both　cases．　Case　1，　however，　died　of　low　cardiac　output

syndrome．

　　　Evaluating　SAS　is　important　since　SAS　may　progress　after　PAB．　We　conclude　that　cases

involving　a　shunt　between　the　right　ventricle　and　left　ventricle　must　be　evaluated　for　SAS，　with

estimation　of　pressure　gradient，　flow　velocity，　and　subaortic　structure　by　echocardiography　and

angiography．
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