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肺動脈狭窄に対する高耐圧バルーンカテーテルを使用した拡大術
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　以前我々は，低耐圧バルーンを用いた末梢肺動脈狭窄に対するカテーテル拡大術の成功率は40～50％

であることを報告した．最近は，低耐圧バルーンに加え，高耐圧バルーンを使用しているが，本研究で

は高耐圧バルーンを用いることで末梢肺動脈狭窄に対するバルーン拡大術の成功率があがるか否かを検

討した．肺動脈狭窄53症例（66カ所）のうち低耐圧バルーンを用いた拡大術が無効であった15症例17カ

所に対して，高耐圧バルーンを使用しバルーン拡大術を行った．12例（80％）ないし12カ所（70．6％）

に狭窄の減少を認め，全体のバルーン拡大術の成功率は，68％（53症例中36例）ないし，65％（66カ所

のうち43カ所）で，以前の低耐圧バルーンのみを用いた我々のデータ（成功率47％）に比べ有意に高かっ

た．高耐圧バルーンを使用した症例のうち1例で肺動脈に瘤を認めたが保存的治療で改善した．高耐圧

バルーンの使用により合併症の頻度の上昇はなかった．以上の結果は，高耐圧バルーンは肺動脈狭窄に

対するバルーン拡大術の成功率上昇に役立つことを示唆する．

　　　　　　　　　　はじめに

　末梢肺動脈狭窄は先天性に認められることもあり，

手術後の再狭窄として認められることもある．肺動脈

狭窄に対し外科的な治療が行われる場合もあるが，術

後狭窄に対する再手術は長時間を要し，術後の再々狭

窄の可能性もある8）．近年，肺動脈狭窄に対しバルーン

拡大術（Balloon　Dilation　Angioplasty，　BDA）が行

われるようになってきたが，BDAの成功率は50％前

後1｝一一7｝と決して満足のいく数字ではない．BDA無効の

一因に，狭窄部が硬すぎ，バルーン拡大中にバルーン

のwaistをなくすことができない場合がある．硬い狭

窄部に対し高耐圧のバルーンが使用されるようになっ

てきているが，高耐圧バルーンの有用性を調べた論文

は少ない14）．本論文の目的は，高耐圧バルーンの使用に

より肺動脈狭窄に対するBDAの成功率があがるか否

かを検討することである．
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　　　　　　　　　対象と方法

　高耐圧バルーンカテーテルを使用しはじめた1993年

1月から1995年1月までに行った末梢肺動脈狭窄に対

するBDAの成功率と，それ以前の成功率6｝7）を比較し

た．今回の検討対象は，1993年1月から1995年1月ま

でに心臓カテーテル検査にて主肺動脈から肺動脈末梢

にいたるいずれかの部分に狭窄を認め，BDAを施行

した53症例である．年齢は，5カ月から29歳（平均±

SD：6．5±7．2歳）．全例術後狭窄で，疾患の内訳は，完

全大血管転位症に対するJatene術後23例，左冠動脈肺

動脈起始症に対するTakeuchi法1°）による手術後1

例，ファロー四徴症に対する心内修復術後7例，ファ

ロー四徴症兼肺動脈閉鎖に対する術後16例（このうち

Rastelli術後10例，右室流出路再建術後2例，　Blalock－

Taussig　shunt術後1例，　Uniforcalization後3例），

両大血管右室起始症に対する心内修復術後2例

（Jatene術後1例，　Rastelli術後1例），純型肺動脈閉

鎖症に対する右室流出路拡大術後1例，総動脈幹症に

対するRastelli術後1例，三尖弁閉鎖症に対する
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Fontan術後1例，　Williams症候群に対する肺動脈形

成術後1例である．BDA施行時，最終手術から5カ月

～ 10年（平均2．9±2．4年）経過していた．

　【カテーテル拡大術の方法】BDAの方法は以前の報

告5）～ηとほぼ同様である．カテーテルは，低耐圧バルー

ンとしてMeditech社製Ultrathinカテーテル（耐圧

8～12気圧）または，Mansfield社製Lo・pro創eカテー

テル（耐圧3．5気圧）を用い，高耐圧バルーンとして，

Meditech社製Blue－Maxカテーテル（耐圧17気圧）を

もちいた．使用したバルーンのサイズは，低耐圧バルー

ンは，狭窄部径の3～5倍径のものを選択した．Dou・

ble　balloon法を用いる場合には，　Yeagerら11）の方法

を用いて1つのバルーン径に換算した．高耐圧バルー

ンのサイズは，狭窄部径の2．5倍前後のものを選択する

ようにした．高耐圧バルーンは，waistが消失するまで

通常17気圧まで，場合により最大20気圧まであげ，バ

ルーンを拡大した．ガイドワイヤーは，低耐圧，高耐

圧バルーンカテーテルともに0．035”ないし0．038”の

Amplaz　Super　Stiffガイドワイヤー（Meditech社製）

を使用した．

　【適応】BDAの対象疾患は，肺動脈弁上部から肺動

脈末梢にいたるいずれかの部分の狭窄とした．右室圧

が高く再手術の適応があるもの，対側の肺動脈圧が正

常以上で肺血管に悪影響を及ぼす恐れがある場合，ま

たは症状がある場合には問題なく適応とした．それ以

外でも術後の肺動脈狭窄は進行する傾向があることか

ら，心血管造影上肉眼的に有意の狭窄が認められた場

合，ことに，狭窄部位での圧較差が20mmHg以上ある

ときは適応ありとした．しかしラステリ術前やフォン

タン術候補の患者では末梢狭窄部の圧差はもともと少

ないので，圧差は適応決定にあまり参考にならず，シ

ネアンギオ上の狭窄の有無より適応を決定せざるを得

ない場合もあった．高耐圧バルーンを用いる適応は，

まず低耐圧バルーン（Meditech社製Ultrathinカテー

テルまたはMansfield社製Lo－profileカテーテル）を

用いBDAを行い，低耐圧バルーンでwaistが消失し

ない場合にのみ高耐圧バルーンを用いることとした．

　また両親に（時に本人にも）カテーテル治療の方法，

成功率，合併症の危険を話し，同意を得られた場合に

BDAを施行した．

　【成功の定義】以前の報告5）一一7）と同じくZeeviら12）の

定義を用いた．即ちBDA前後でシネアンギオを施行

し，狭窄部径が拡大前の径の50％以上増加しているか，

狭窄部での圧較差が半分以下になっていればBDAは

日小循誌　11（6），1995

成功とした．

　【統計】値は平均±標準偏差であらわした．成功率

の比較はκ2検定を行った．p＜0．05の時有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　【成功率】53症例で66カ所の狭窄に対しBDAを施行

した（図1）．低耐圧バルーンを用いたBDAは53症例，

66カ所に施行した．そのうち，28例35カ所でBDAは不

成功であった．このうちバルーン拡大中にwaistが消

失しなかったのは15症例，17カ所であった（図2，3）．

残り13症例，18カ所は拡大術後recoilが認められたも

のや，バルーンが狭窄部位に留置できなかった症例で

あった．即ち低耐圧バルーンを用いたBDAの成功率

は，47％（25／53症例または，31／66カ所）であった．

不成功に終わった28例中15症例（17カ所）に高耐圧バ

ルーンを使用した．その結果，12症例（80％）または，

12カ所（71％）でBDAは成功した（図2，3）．この

結果，BDAを施行した53症例での成功率は，68％（36／

53症例）ないし，65％（43／66カ所）となった（図1）．

　【不成功例】今回の研究では3例，5カ所にて高耐

圧バルーンを用いてもBDAは不成功に終わった．そ

53例（66カ所）

15例（17ケ所）
　　13例
（BDA不成功）

⑤／＼㊥
12例（12ケ所）
（BDA成功）

3例（5ケ所）
（BDA不成功）

図1　バルーン拡大術の成績．53症例で66カ所の狭窄

　に対しBDAを施行した．そのうち，28例35カ所で

　BDAは不成功であった．このうちバルーン拡大中

　にwaistが消失しなかったのは15症例，17カ所であ

　り，高耐圧バルーンを使用した．その結果，12症例

　（80％）または，12カ所（71％）でBDAは成功した．

　53症例での成功率は，68％（36／53症例）ないし，65％

　（43／66カ所）となった．
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図2　大血管転換症，Jatene術後の左肺動脈狭窄に対するバルーン拡大術（1歳）．（A）バルーン

　拡大術前の肺動脈造影，（B）低圧バルーンを用いて拡大中、waistは消失せず，（C）高耐圧Blue－

　Maxカテーテルを用いて拡大中，（D）waistは消失，（E）術後の肺動脈造影．術前認められた左

　肺動脈狭窄は術後改善した．

の原因は，全例高耐圧バルーンでもwaistが消失せず，

組織が硬くなりすぎていたことが不成功の原因であっ

た．

　【合併症】致命的な合併症は認められなかった．1

例（低耐圧バルーン）で肺動脈に亀裂，1例（高耐圧

バルーン）で肺動脈に瘤を形成したが（図4），両者と
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匂

ゐ

図3　ファロー四徴症（心内修復術後）の患児（3歳）に対するバルーン拡大術．（A）

　バルーン拡大術前の肺動脈造影，（B）低圧バルーンを用いて拡大中，waistは消失

　せず，（C）低圧バルーンを用いて拡大術後，肺動脈狭窄はやや軽快，（D）高耐圧

　Blue－Maxカテーテルを用いて拡大中，（E）waistは消失，（F）高耐圧バルーンに

　て拡大術後の肺動脈造影．術前認められた右肺動脈狭窄は高耐圧バルーンによる拡

　大術後改善した．
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図4　10歳，ファロー四徴症＋主要体肺側副動脈（uniforcalization後）に対する心内

　修復術後の左肺動脈狭窄．（A）バルーン拡大術前，（B）高耐圧Blue－Maxカテーテ

　ルを用いて拡大中，（C）術後の肺動脈造影．術後，肺動脈の瘤を認めた（矢印）．
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もヘマトクリット，血圧の低下は認められず，1週間

後に退院した．肺動脈の亀裂，瘤形成の発生率は4％

（2／53例）であった．

　【我々の以前の報告との比較】1988年から1992年に

施行した低耐圧バルーンのみを用いた肺動脈狭窄に対

するバルーン拡大術の成功率は44％（24／54例）ないし，

47％（31／66カ所）であった6）7）．今回の成功率68％（36／

53例）ないし65％（42／66カ所）は以前の成功率と比較

して有意に高かった．以前のデータではバルーン径／狭

窄部径比は，3．3±1．3であり，今回高耐圧バルーンを

用いた症例でのバルーン径／狭窄部径比は2．5±0．5と

有意に小さかった．手術からBDAまでの期間は以前

のデータでは4．3±2．9年，今回は2．9±2．4年と有意に

短かった．以前のデータでは肺動脈の亀裂，瘤形成の

発生率は4％（2／54例）で，今回高耐圧バルーンを用

いた症例での発生率（4％）と有意差は無かった．

　　　　　　　　　　考　　察

　肺動脈狭窄に対するBDAの成功率は従来の報告で

は約50％1）’“’7）と決して満足の得られる結果ではない．

BDAの不成功の理由として，1）バルーンは拡張でき

るがバルーンの縮小に伴いrecoi1してしまう，2）狭

窄部位が硬すぎバルーンが拡張できない（waistが残

存してしまう），3）適当な大きさのバルーンカテーテ

ルが狭窄部位に挿入できない（技術的な理由）などが

ある．1）の場合には，欧米の限られた施設では，ステ

ントが用いられるようになり13）14），我々もその効果に

ついては既に報告した15）．2）に対しては，1986年に

Meditech社より耐圧の高いバルーンカテーテル

（Blue－Max）が発売され，以後硬い血管病変の拡大に

用いられてきたが，肺動脈拡大における有用性に関す

る報告は少ない．Gentlesら9）は，高耐圧のバルーンを

52人の患者72血管に使用し，成功率は72％（52／72血管）

であったという．今回の我々の研究でも，高耐圧バルー

ンを併用した結果，肺動脈狭窄に対するバルーン拡大

術全体の成功率は65％（43／66カ所）となり，以前我々

が報告した成功率（47％）より有意に高くなった．以

上の結果は高耐圧バルーンカテーテルは肺動脈狭窄に

対するバルーン拡大術の成功率を上げるうえで有用で
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図5　大血管転換症（Jatene術後）の患児（6歳）に対するバルーン拡大術．（A）バ
　ルーン拡大術前の肺動脈造影，左肺動脈狭窄を認める．（B）高耐圧Blue－Maxカ
　テーテルを用いて拡大中，（C）waistは消失，（D）しかし肺動脈造影で狭窄残存し
　たため低圧バルーンを用いて拡大，（E）左肺動脈狭窄は改善した．
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あることを示す．

　今回の検討では手術からBDAまでの期間（平均2．9

年）が以前の報告（4．3年）6）7）よりも短くなった．これ

は肺動脈狭窄がある患者に対し比較的早期に（手術後

3．5年以内6）7））BDAを行おうという努力の結果であ

る．手術からBDAまでの期間が以前の報告よりも短

くなったために，高耐圧バルーンによるBDAの成績

も良くなったのではないかという議論もあろう．しか

し今回の研究では低耐圧バルーンでBDAが不成功で

あった症例に高耐圧バルーンを使用し，15例中12症例

（80％）でBDAは成功した．このことは低耐圧バルー

ンで拡大不可能な狭窄部位も高耐圧バルーンを用いる

と拡大可能の場合もあることを示す．

　高耐圧バルーンのバルーン径の選択方法に関しては

現在まだ一定の見解はない．従来より我々は低耐圧バ

ルーンは狭窄径の3～5倍のサイズのものを用いてお

り，これは他の報告でも同様である1）一”）．比較的大きな

バルーンを用いるのは，狭窄血管でも，ある程度伸展

性があることが多いので，内膜及び中膜を断裂させる

為には大きなバルーンを使用せざるを得ない為であ

る．一方，高耐圧バルーンは比較的伸展しにくい血管

に対して用いられることが多い．我々は，伸展しにく

い血管に対し狭窄径の3～5倍になる様に高圧をかけ

拡大すると血管破裂の危険が高いと考え，今回のシ

リーズでは狭窄径の2．5倍のバルーン径を用いること

とした．Gentlesら9）は狭窄径の1．5～6倍，平均3倍の

カテーテルを用いたと報告しているが，彼らのデータ

でも2～3倍のバルーンを使用した症例が多い．高耐

圧バルーンのサイズの選択に関しては今後さらに検討

が必要であるが，狭窄径の4倍以上のバルーン径に高

圧で拡大する際には，拡大を段階的に行い，造影所見

を随時検討しながら行うなど細心の注意が必要と思わ

れる．高耐圧バルーンでwaistが消失しても造影で狭

窄が残存している場合には，さらに4倍前後のバルー

ンで拡大する必要があるが，狭窄径がある程度大きい

ようなら，低耐圧の大きなバルーンを用いてもよい（図

5）．

　肺動脈の瘤形成や破裂は低耐圧バルーンを用いた場

合でも5％前後におこる9）．高耐圧バルーンはGentles

ら9）の報告でも今回の我々の報告でも小さめの径を用

いているので，瘤の発生率を同等に論ずることはでき

ないかも知れない．高耐圧バルーンを用いたGentles

ら9）の報告では1例で狭窄部に，また2例で狭窄部よ

り遠位に肺動脈瘤を形成したという（3／52例，6％）．

773－（29）

今回の我々のシリーズでも1例に肺動脈亀裂を起こし

瘤が形成された（図4）．全体で4％（2／53例）に瘤の

形成が認められたが，この発生率は以前の低耐圧バ

ルーンのみ使用した時の値（4％）と有意差はなかっ

た．また高耐圧バルーンで瘤を形成した症例では狭窄

径の2．3倍のバルーンを用いており，他の症例とバルー

ン径や手術からの期間などで特に異なる点はなかっ

た．以上の結果は高耐圧バルーンの径を小さめにする

注意をはらえば，瘤や亀裂の発生率は低耐圧バルーン

と同様のレベルにできることを示唆する．

　高耐圧バルーンカテーテル（Blue－Max）による合併

症は，高圧をかけること以外には他のカテーテルと大

きな差は無いと考えられる．Gentlesら9）の報告では52

例中2例にガイドワイヤーによる肺動脈穿孔を起こ

し，その内1例が死亡したという．2例ともガイドワ

イヤーの硬いほうを先行させた症例で穿孔が起こって

いるが，これはカテーテルを末梢肺動脈に進めること

が困難な症例でやむをえず行う行為である．我々も時

に同様のテクニックを用いたが，今回のシリーズでは，

ガイドワイヤーによる穿孔は1例も認められなかっ

た．

　高耐圧バルーン（Blue－max）は現在のところ12mm

径までしかないので，狭窄径が大きい場合，バルーン

カテーテルを2本（ないし3本）使用することでバルー

ン径を増加させるしかない．今後，高耐圧で大きい径

のバルーンカテーテルの開発が望まれる．現時点では

肺動脈狭窄に対するカテーテル治療に際し，低耐圧と

高耐圧のバルーンカテーテルを組み合わせる必要があ

る．現在，我々は次の様にバルーンカテーテルを選択

し，バルーン拡大術を行っている．

　1）狭窄径が比較的小さくて，高耐圧バルーンでも1

～ 2本のカテーテルを用いることにより4倍前後のバ

ルーン径／狭窄径比を得られるのなら，最初から高耐圧

バルーンを使用し，最初は低圧（明確な定義付けはし

ていないが，大体6気圧まで）にて拡大する．幼児で，

できるだけ小口径のシースを用いたい場合は，最初は

UItra－thin（Meditech社製）カテーテルを用いる場合

もある．もしそれでwaistが消失しなければ，バルー

ン径／狭窄径比2．5～3倍になるよう高耐圧バルーンの

サイズの組み合わせを変え，高耐圧（12～20気圧）に

て拡大する．その際できるだけ少ない本数のカテーテ

ルですむようカテーテルの組み合わせを最初から計画

しておく．

　2）狭窄径が比較的大きく，高耐圧バルーンのみでは
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4倍前後のバルーン径／狭窄径比を得られない場合，ま

ず低耐圧バルーンを使用し低圧（バルーンの耐圧まで）

にて拡大する．低耐圧バルーンでwaistがとれず不成

功の場合，バルーン／狭窄径比2．5～3倍の高耐圧バ

ルーンを用い高圧をかけ拡大する．その後造影を行い

狭窄残存や瘤形成の有無を調べる．高耐圧バルーンで

waistが消失しても造影で狭窄が残存しているような

ら，さらに4倍前後の低耐圧バルーンで拡大する．

　高耐圧バルーンは狭い血管をいわば無理に拡げるの

で，肺動脈狭窄に対するBDAの成功率をあげるうえ

で有用であるが，一方危険もはらんでいる．外科医の

バックアップのある施設で，熟練した循環器医により

慎重に施行されるべき方法であることを強調しておき

たい．

　　　　　　　　　　　結　　語

　高耐圧バルーンは肺動脈狭窄に対するBDAの成功

率をあげるうえで有用であった．
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Balloon　Angioplasty　for　Branch　Pulmonary　Artery　Stenosis　using

　　　　　　　　　　High　Pressure　Balloon　Catheter

Tooru　Tsuji，　Toshio　Nakanishi，　In－sam　Park，　Makoto　Nakazawa　and　Kazuo　Momma

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

　　We　reported　previously　that　the　success　rate　of　balloon　angioplasty，　using　low　pressure

balloons，　for　branch　pulmonary　artery　stenosis　was　47％．　This　study　evaluated　the　efficacy　of

high　pressure　balloons（Blue－Max，　Meditech）to　dilate　branch　pulmonary　artery　stenosis，

Between　January　1993　and　January　1995，　balloon　anigoplasty　for　branch　pulmonary　artery
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stenosis　was　perfornled　using　high　pressure　balloons　as　well　as　low　pressure　balloons．　Fifty　three

patients　had　brallch　pulmonary　stenosis　at　66　vessels．　Mean　age　at　dilation　was　6．5±7．2years

（range　O．4to　29　years）and　interval　between　operation　and　balloon　dilation　was　2．9±2．4years

（range　O．4　to　lO　years）．　Criteria　for　success　of　balloon　dilation　was＞50％increase　in　vessel

diameter　or＞50％decrease　of　predilation　pressure　gradiellt．　Thirty　one　of　66　vessels（47％）were

successfully　dilated　with　Iow　pressure　balloons．　Of　35　vessels，　in　which　balloon　dilation　was

unsuccessful，17　vessels　were　dilated　using　high　pressure　balloons，　because　low　pressure　balloon

could　not　eliminate　balloon　waist．　Twelve　of　17　vessels（71％）were　successfully　dilated　with　high

pressure　balloons．　Finally，430f　66　vessels（65％）were　successfully　dilated．　The　overall　success

rate　using　low　pressure　and　high　pressure　balloons　was　significantly　greater　than　our　previous

data　using　low　pressure　balloons　only（47％）．　Major　complications　were　observed　in　two　patients

（4％）：dissection　of　pulmonary　artery　in　one　using　low　pressure　balloons　and　pulmonary　artery

aneurysm　in　one　using　high　pressure　balloolls．　These　data　suggest　that　dilation　with　pressure

balloons　improves　success　rate　of　balloon　angioplasty　for　branch　pulmonary　artery　stenosis．
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