
日本小児循環器学会雑誌　13巻1号　51～59頁（1997年）

術後4カ月以内に施行した血管狭窄病変に対する

経皮的バルーン血管形成術

（平成8年10月7日受付）

（平成9年2月10日受理）

北海道立小児総合保健センター循環器科，新生児科

東舘　義仁　　本間真二郎　　高室　基樹

畠山　欣也　　津田　哲哉

key　words：術後，経皮的バルーン血管形成術，大動脈縮窄症，　Blalock－Taussig短絡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　術後4カ月以内に施行した8例の経皮的バルーン血管形成術（以下PTA）の結果をまとめた．手術時

日齢は1から27日．PTA時の日齢は29から132日，体重は1．4から5．4kg．大動脈縮窄のPTAには左総

頸動脈分岐遠位部大動脈径の100～120％の径のバルーンを選択した．大動脈縮窄症の残存および再狭窄

の3例は術後56，58，78日に径4ないし5mmのバルーンで，圧差が50～60mmHgから，1例は2mmHg，

他2例は15mmHgへ改善した．しかし，大動脈離断症（type　A）の残存狭窄例は，61日に5mmのバルー

ンを用いたが圧差は45から30mmHgへ減少するにとどまった．　Blalock－Taussig短絡には，原法では鎖

骨下動脈の狭窄前の径の，また変法ではグラフト径の，2mm増しまでの径のバルーンを選択した．術後

も動脈管に依存していた2例（原法と4mmのグラフト各1例）で術後33と28日に4ないし6mmのバ

ルーンでPTAを行い，　Prostaglandin　El中止可能となった．また，流量の低下した2例（原法と4mm

のグラフト各1例）は，105日に6mmを用いたPTAを行い，1例で流量の改善を得た．乳児期早期の栄

養状態不良の例も含め，PTAに伴う合併症はなかった．

　　　　　　　　　　はじめに

　血管の狭窄病変に対する経皮的バルーン血管形成術

（以下PTA）は，大動脈縮窄症（以下Co－A）術後再狭

窄で極めて有効である1）”－11）ほか，Blalock－Taussig短

絡（以下BTS）に対しても有効例があることが報告さ

れている12）Nユ7＞．しかし，術後経過期間と安全性に関し

ての明確な基準はなく11），用いるバルーン径に関して

も術後早期であることによる違いに関するコメントは

ない．

　本研究では，術後血管狭窄病変に対し，術後4カ月

以内に施行したPTAの効果と安全性について，その

期間の心不全や栄養状態を含め検討した．

　　　　　　　　　　対　　象

　対象は，Co－Aおよび大動脈離断症（以下IAA）の術
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後狭窄4例とBTS　4例の計8例である（表1）．それ

ぞれをA（大動脈）群とBT（Blalock・Taussig短絡）

群に分けて分析した．術後経過期間は28から105日．

PTA施行時日齢は29から132口である．手術時期は全

例新生児期である．A群では3例（A－1，2，3）が動脈管

（以下PDA）閉鎖のため，1例（A－4）がProstaglandin

El（以下PGE1）投与下で待機i中，心不全のため手術と

なった．B群は全例PGE1投与下で待機しPDA閉鎖

傾向が出現した段階で手術となっている．

　PTA施行部位に関する手術は（表2），　Co－Aに対し

ては，限局性狭窄のA・1，2で，subclavian　flap（以下

SCF）を行った．大動脈峡部の管状低形成に大動脈弓

の低形成を伴ったA－4にはextended　aortic　arch

anastomosisを行ったが，吻合部に強度の残存狭窄を

来したため，左総頸動脈を切断ののち狭窄遠位部に端

側吻合（left　carotid　artery　swing　down）した．しか

し，上下肢の圧差は術直後の30mmHgから徐々に増大
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表1　対象

症例 性別 日令 術後経
過日数

診　　断 既往手術
手術時
日令

PTA施
行部位

A－1 男 67 58 Co・A，　VSD SCF，　PAB 9 Arch

A－2 女 63 56 Co－A，　VSD SCF，　PAB 7 Arch

A－3 男 64 61 IAA（type　A），VSD
Blalock－Park，
patch　angioplasty，

PAB
3 Arch

A・4 女 101 78 Co・A，　DORV，　VSD
EAA，
left　carotid　artery　swing

doWn，　PAB
23 Arch

BT－1 男 49 33
PPA，　hypo　RV，

ASD，　PDA BTS 16 BTS

BT・2 女 110 105 d－TGA，　VSD，　PS BTS 5 BTS

BT・3 男 132 105 PPA，　hypo　RV、　ASD BTS 27 BTS
PA

BT・4 男 29 28
DORV，　VSD，　PA，　RAA、

PDA BTS 1 BTS
PA

略語　Co－A：大動脈縮窄．　VSD：心室中隔欠損．　IAA：大動脈離断．　DORV：両大血管右室起始．　PPA：純

　　型肺動脈閉鎖．hypo　RV：低形成右室．　ASD：心房中隔欠損，　TGA：大血管転位．　PS：肺動脈狭窄．

　　PDA：動脈管開存．　RAA：右大動脈弓．SCF　subclavian　Hap．　PAB：肺動脈絞約術．　EAA：extended

　　aortic　arch　anastomosis．　BTS：Blalock・Taussig短絡術．　Arch：大動脈弓．　PA：肺動脈

表2　手術術式

症例 手　　術 縫合様式

A－1 SCF 連続

A．2 SCF 連続

A－3
Blalock－Park
patch　arlgioplasty　with　Gore－tex

連続＋結節
　連続

A－4 EAA
left　carotid　artery　swing　down

　連続
連続＋結節

BT．1 1eft　original　BTS 連続

BT－2 left　original　BTS 連続⊥結節

BT－3
Ieft　modiHed　BTS　with　4mm
　Gore・tex　tube

連続

BT－4
right　modi丘ed　BTS　with　4mm
　Gore－tex　tube

連続

し，PTA時の造影で左総頸動脈は閉塞していた．　IAA

のA－3はCeloria－Patton分類のA型で，　Blalock－

Park術を行ったが吻合部に強度の残存狭窄を来し

た．Gore－Texパッチによる吻合部の拡大を行ったも

のの，上下肢の圧差は術直後で25mmHg残存してい

た．BT群ではBT－1，2へはBTS原法を行い，　BT－3，4

に対しては4mmのGore－Tex　thin　wall　tubeを用い

シャントを作成した．

　術後からPTAまでの経過では（表3），術後再狭窄

のA－1が，再狭窄出現までは軽度の多呼吸と体重増加

不良を呈しただけで全身状態は比較的良好であった．

BT－2，3は低肺血流で利尿剤使用や水分制限はなく栄

養状態も良好であった．また，A－2も再狭窄であったが

低出生体重児で喉頭軟化症もあったため再狭窄出現前

も呼吸不全と心不全が強く140ml／kg／dayの水分制限

と比較的多めの利尿剤を要していた．一方，A－3，4は術

後の残存狭窄の増強によるものであったため，呼吸器

から離脱できず，100～120ml／kg／dayの水分制限と最

大量の利尿剤を投与されていた．またBT－1はPDAと

BTSの両方の血流により動脈血酸素分圧が55mmHg

にもなる高肺血流の状態で，呼吸器からの離脱はでき

たもののA－3，4と同様の厳しい水分制限を要した．

BT－4はBT－1と同様に高肺血流であったが，　PGEIの

副作用による頻回の無呼吸に対し呼吸器を使用してい

たため水分制限はそれほど厳しくなかった．しかし，

同時期に発症した肥厚性幽門狭窄症の影響もあり，

PTA時の体重は少なかった．　A－4は腎不全と消化不全

のため，術後早々から腹膜灌流と高カロリー輸液を

行っていたほか，PTA施行時には多臓器不全の状態

で，汎血球減少と凝固因子の低下による出血傾向を認

めていた．

　PTA前の抗凝固療法は，ジピリダモールのみを2

例に，アスピリンとジピリダモールの併用を3例に
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表3　全身状態

症例
　術後
挿管口数

術後カテ
コラミン
使用口数

　術後
入院日数

PTA前
水分制限

　術後
経過口数

手術時
体重（kg）

PTA時
体重（kg）

A－1 4 6 13 mild 58 3．0 3．8

A－2 1 7 ＃ moderate 56 2．2 2．8

A－3 ＃ 18 ＃ severe 61 1．9 2．8

A・4 ＃ 71 ＃ severe 78 1．1 1．4

BT－1 4 0 ＃ severe 33 3．4 3．5

BT－2 2 6 36 nolle 105 2．7 5．4

BT・3 4 4 29 none 105 3．1 5．0

BT－4 ＃ 3 ＃ mild 28 3．0 2．7

＃：術後からPTAまで継続

行っていた．BT－3はBTS翌日にシャント内の，血栓

除去を行っていたためワーファリンとジピリダモール

が投与されていた．

　　　　　　　　　PTAの方法

　全例挿管しセボフレン吸入を主体とした全身麻酔を

行った．A－4は両大血管右室起始症であったので大腿

静脈穿刺し4Frシース留置の後，右室から大動脈へと

順行性にアプローチした．それ以外は大腿動脈穿刺し

5Frシース留置ののち逆行性に行った．全例にハイド

ロコーチゾン（10mg／kg），出血傾向のあったA－4以外

にヘパリン（100U／kg）を投与した．　PTA後の抗凝固

療法は，A群ではジピリダモールを，　A・1，2は心内修復

術まで，A・3は心内修復後もPTA後2年間服用した．

A－4は出血傾向があったため使用しなかった．B群で

は，BTSに依存中にはアスピリンとジピリダモールを

併用した．

　使用したバルーンカテーテルはHopkington社製

TYSHAKカテが2例で計3本，　Hopkington社製
DSC（バナナ形状）カテが5例で計7本，　Peripheral

systems　group社製Schwarten　LPカテが2例で計3

本用いられた．バルーンの径は，A群では左総頸動脈

分岐遠位部の大動脈径と一致するものを用い，効果が

不充分な場合にはその120％の径のもので再拡張した．

B群は原法では鎖骨下動脈の狭窄部前の径，変法では

グラフト径以下のものを用い，拡張時にバルーンの

waistが消失した場合には，その2mm増しの径のバ

ルーンを用いて再拡張した．ただBT－2ではガイドの

カテを短時間留置しただけで低酸素血症が増悪したの

で，シャント閉塞時間を短縮するため最初から2mm増

しのバルーンを使用した．バルーンの拡張はwaistの

消失を目標に行った．

　ガイドワイ．ヤー留置には，A群で先端開口のmulti－

purposeを，　B群では先端開口のcobra型のカテーテ

ルを用いた．ガイドワイヤーはHopkington社製のバ

ルーンカテの際には，Microvena社製のUltra－select

nitinol　guidewire（4cm　angled　flexible　tip，径0．018

inch，全長175cm）を用い，　Peripheral　systems　group

社製のバルーンカテにはAdvanced　Cardiovascular

Systerns社製のHi－Torque　Floppy（径0．018inch，全

長175cm）を用いた．

　全例PTA前後に狭窄部の造影を行い，　A群では大

動脈造影像から狭窄部の径，狭窄前（左総頸動脈分岐

遠位部の大動脈径），狭窄後（非手術部位の最大径）と

横隔膜面での大動脈径を計測し，またB群では狭窄の

形態の観察を行った．PTAの有効性の判定は，　A群で

は狭窄部圧較差と造影上の狭窄部径の改善により，ま

たB群では動脈血酸素分圧の変化により行った．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）大動脈群（表4）

　A－1，2，4のバルーン・狭窄部径比はA－1，2は2．9，A－

4は4となった．結果は135～170％の径の増加と

70～96％の圧差の改善を得た（図1）．A－1は17カ月後，

A－2は5カ月後のカテーテル検査でPTA直後あった

圧差は消失していた．しかし，A－3は，最初3mmで効

果ないため左総頸動脈分岐遠位部の大動脈径の120％

でバルーン・狭窄部径比3．3となる5mmのバルーンで

再拡張した．造影上は狭窄部血管径が120％増加したも

のの圧差は33％しか改善しなかった．patch　angioplas－

tyの近位と遠位側の両方に狭窄があり，　J字状の血管

の変形があったことが圧差改善不良の原因と思われる
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表4　大動脈症例の結果

症例
PTA時
体重
（kg）

　血管径
　（mm）a；狭窄前b；狭窄後c；横隔膜部

バルーン
　径
（mm）

ノ寸ルーン

／狭窄部

　径比

　狭窄部径
　　（mm）a；PTA前

blPTA後一一一　一一一一一一一一一一一←

　Cl遠隔期
（経過期間）

狭窄
改善率

（
％
）

　　圧差
　（mmHg）a；PTA前b；PTA後一’⌒一一一一一一⌒一一一一一一

　c；遠隔期
（経過期間）

圧差
減少率

（
％
）

A・1 3．8
a；5
b；7
c；7

5 2．9

　al1．7
　b；4．0－一一一一一一一一一一一一一一一一

　c；6．O
　（17mo）

135

　　a；50
＿．旦旦一＿　　c；0　（17mo）

70

A－2 2．8
a；5
b；6
Cl6

5 2．9

　a；1．7
　b；4．0－一一一一一一一一一一一一一一一一

　c；5．0
　　（5mo）

135

　　a；49
　　bl2－一一一1一一⌒’一一一一一一一’

　　c；0
　　（5mo）

96

A－3 2．8
a；4
b；8
c；6

3．・5 3．3

　　a；1．5
　　b；3．3－一一一一ππ一一〒一一““．■■．

　　c；5．5
　　（7mo）

120

　　a；45
　　b；30－一一一一一一一一一一一一一一「’

　　c；35
　　（71ηo）

33

A－4 1．4
a；4b
i
4
　
　
4
C
　
，

4 4．0 alLO
b；2．7

／70 ；i！1 75

狭窄改善率：狭窄部血管径変化／PTA前狭窄部径．圧差減少率：圧差変化／PTA前圧差

A－4は，PTA後にサイトメガロウイルス感染により死亡したため，遠隔期成績はない．
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　　　　　　　　　図1　大動脈縮窄の再狭窄（症例A－2）．

A；PTA前，　B；

例A－1，4の狭窄も同様の形態であった．

峡

　

悔

義
舞

　
　
W

PTA後．径5mmのバルーンで，圧差は49から2mlnHgへ改善．症

（図2）．4カ月後の6mmのバルーンによるPTAで圧

差は35mmHgから10mmHgへと軽減し，結局4例全

例ともPTAにより大動脈の狭窄病変は改善した．拡

張時最高圧はA－1，2，4は3から5気圧でA－3はバルー

ンの最大耐用圧である10気圧であった．

　2）BTS群（表5）

　全例，バルーンの最大耐用圧である，B・1は6気圧，

B－2，3，4は10気圧まで加圧したが，大きい径のバルー

ンではwaistは消失しなかった．原法のBT－1，2は

シャント自体の狭窄，変法のBT－3，4はグラフトとの

吻合部の鎖骨下動脈と肺動脈の狭窄であった．拡張は，

BT－1，2では吻合部から左右の肺動脈へ向かって2方

向に，BT・3，4はそれに加え鎖骨下動脈とグラフトとの

吻合部へも行った（図3）．シャント術後もPDAを必

要としていたBT－1，4はPGE1が中止可能となった．約

1年後の評価でBT－1は肺動脈の発育（中田のPA

Index：PAIが180）は不良であったが，　BT－4は順調に

発育（PAIが280）していた．　PDA閉鎖後，低酸素の

増強した2例の内，BT－2は全く効果なく追加手術を

行った．しかし，BT－3はPTA直後にはあまり変化は
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　　　　　　　　　図2　大動脈離断の残存狭窄（症例A・3）．

A；PTA前，　B；PTA後．径5mmのバルーンでも，圧差は45から30mmHgまでしか
改善せず．パッチにより大動脈の変形が強い．

表5　BTS症例の結果

症例
PTA時
体重
（kg）

BTS
ノ寸ルー

ン径
（mm）

狭窄の形態
拡張時の
waist 急性期効果 遠隔期効果

（約1年後）

BT－1 3．5 origillal 2．5→4 先細り 消失せず

PDA非依存へ
（PDA閉鎖状態
でPO，が24から　　一

37mmHgへ）

bi－directionaI

　　GIem
（PO，＝39mmHg
　PAI＝180）

BT・2 5．4 originaI 6 管状 消失せず
　効果なし
（PO，が37mmHg
　で変化なし）

対側BTS追加
（PO、＝37mmHg）

BT－3 5．0

modi6ed
　（4mm
Gore－tex）

3→6
吻合部肺動
脈の先細り
　型狭窄

消失せず

軽度低酸素血症
　　改善
（PO2が40から

44mmHgへ）

　　F（，ntal1

（PO、二48mmHg
　PAI＝25ω

BT－4 2．7

modified

　（4mm
Gore－tex）

4→6
吻合部肺動
脈の先細り
　型狭窄

消失せず

PDA非依存へ
（PDA閉鎖状態
でPO2が30から
40mmHgへ）

　　RastelH
（PO，二47mm取
　PAI＝280）

PAI：中田のPA　Index

なかったものの，PTAから13カ月後のカテでPAIが

250（PTA時170）との結果でFontan手術が可能と

なっていた．

　3）合併症（表6）

　大動脈やシャント，肺動脈に瘤形成や破裂，あるい

は造影剤の血管外への漏出は認めなかった．3例に一

過性の大腿動脈拍動減弱を生じたが，大腿動脈閉塞は

1例もなかった．0．018inchのガイドワイヤーのみを

通したシースの弁からの漏れにより50ml出血した1

例（BT－1）を除き，輸血を要した例もなかった．

　A群では，PTA後サイトメガロウイルス感染で死

亡したA－4以外に，A－1は17カ月後，　A－2は5カ月後，

A－3は7カ月後に心臓カテーテル検査を，またA－2には

2年後にMRIを行った．再狭窄はなく，動脈瘤の形成

もなかった．一方，BT群でも，　BT－1で6カ月後と16

カ月後，BT－2で10カ月後，　BT－3で13カ月後，　BT－4で

11カ月後に心臓カテーテル検査を行ったが，動脈瘤の

形成はなかった．

　　　　　　　　　　　考　　察

　大動脈縮窄症と大動脈離断症の大動脈形成術後の再

狭窄あるいは残存狭窄に対する経皮的バルーン血管形

成術は，Sosら1｝，　Lockら18）の研究あるいはSingerら

の臨床応用2）以来，その有効性と安全性が認められ多

くの報告がある1｝～’1）．また，Fischerらの報告12）以来，

Blalock・Taussig短絡に対する経皮的バルーン血管形

成術も有効例が報告されている12）“”17）．しかし，外科手

術後早期に限定した報告は少ない．

　大動脈病変に関し，術後4カ月以内との記載のある

報告2）4）’－11）で先行手術は，subclavian　flap，　end　to　end

anastomosis，　free　subclavian　patchと様々である．
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　　　　　　　　　図3　BTシャントの吻合部限局性狭窄（症例BT－3）．

A；PTA前正面像，　B；PTA前側面像，　C；PTA後正面像，　D；PTA後側面f象吻合部肺動脈が

両側性に先細りしており，径3mmの後6mmのバルーンで拡張．

表6　合併症

症例 PTA時
体重（kg） アプローチ シース Uroklnase PTA時の出血量（ml）

（サンプリングも含む）

AJ 38 FA 5Fr 10，000U／1hr 10

A2 28 FA 5Fr 6

A3 28 FA 5Fr 10

A4 14 FV 4Fr 一
10

BT　1 35 FA 5Fr 50

BT－2 54 FA 5Fr 10，000U／1hr 20

BT　3 50 FA 5Fr 15，000U／1hr 15

BT　4 27 FA 5Fr 1

FAL大腿動脈．　FV：大腿静脈

バルーン径の選択は各施設による差はあるが，術後早

期であっても方針に変更はない．結果は症例毎の結果

の記載のあるものでは良好で，それ以外の報告でも，

術後経過期間と結果に因果関係を指摘するものがない

ことから，術後早期であることによる支障はないよう

である．一方，合併症の記載のあるものはSuarezら19）

の1例のみで，SCF術後13日目にPTAを行い無効で

あったため，ステントを留置した症例である．ステン

トの拡張時にバルーンが破裂し，再拡張時に血管が断

裂したもので同部位にステントを留置することで救命
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し，狭窄も解除している．Co－Aの術後狭窄に対する

PTAの200例をまとめたVACA　registry3）では，5例

の死亡例が報告されている．この5例が術後早期症例

であるかは判断できない．しかし，PTAの手技自体に

よるものは，血管の破裂の1例と脳梗塞の1例で他は

心病変自体によるものである．術後早期症例を含んだ

報告で，PTAに直接起因する死亡例があるのはこの

報告のみで，動脈瘤発生や大腿動脈閉塞も含めた合併

症の原因と術後経過期間の関係を指摘する報告がない

ことからも，術後早期でも安全性は変わらないと考え

られる．

　血管破裂に関係するものとしては，先行手術につい

ては人工物によるpatch　angioplasty2°）が，またPTA

の手技に関してはバルーン破裂後の再拡張21）が指摘さ

れている．Suarezの例はバルーン破裂後であるし，

patch　angioplasty後の例も15mmのバルーンが破裂

した後12mmで再拡張した際に発生している．バルー

ン破裂の際のshear　forcesが引き起こす現象2°）なら

ば，術後早期で血管壁の脆弱な時期には，よりいっそ

うの注意が必要と考えられる．この点で，術後経過期

間以外にも創傷治癒機転も重要と考えられ，富松ら22）

の例では，術後5カ月弱経過し，バルーンの破裂がな

いにもかかわらず血管の損傷をきたし，その原因とし

て不良な栄養状態が指摘されている．

　BTSに対するPTAに関しては，その直後に低酸素

血症または造影上の狭窄が改善したものを有効例とす

るのか，あるいは遠隔期の評価も考慮するかで，その

有効性を数値化するのは困難であるが，少なくとも，

追加のシャントを行う前に試みる価値があり，複雑心

奇形の心内修復まで至る姑息術の一方法であることは

間違いない12）～17）．非常に高度な狭窄でもRaoらの方

法16）などにより解除可能となり，使用する機材の改善

とともに手技上の困難度は低下している．一方，本手

技の遠隔期成績はまだ症例が少なく17｝，かつ対象の心

内奇形が多様であることから，バルーン径の選択基準

は未だ確定していない．原法で鎖骨下動脈の狭窄前の

径の，また変法ではグラフト径の，2mm増しまでの径

のバルーンを選択しているのが最大径と思われ
る12）14）17）．しかし，Fernandesらの報告23）にあるように

遠隔期に過剰な流量になることもあるので，特に将来

Fontan術の適応になる症例では慎重さが要求され

る．原法のBTSでは段階的にバルーン径を大きくし，

あまり大きなバルーンではwaistが消失しないように

すべきであろう．本研究で使用したバルーンは，最終
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的には比較的大きいものとなったがwaistは消失しな

かった．1年後の心カテで，Fontan術対象となる2例

を含め高肺血流を呈した症例はなかった．また，PTA

後に急激に肺血流が増加した症例がなかったためか，

PTA後の肺水腫も経験しなかった．ただ，対象が乳児

期早期であったためかもしれない．

　本研究の対象では，PTAが予測された段階で呼吸

管理離脱よりも栄養状態の改善を最優先としてPTA

前の管理を行った．また，バルーンカテーテルはでき

るだけ高耐圧のものを選択し，圧をモニターすること

で，バルーンの破裂は1例（BT－4）のみであった．こ

の症例は最後の手技で破裂したもので，その後，再拡

張は行わなかった．

　PTAによる血管狭窄病変の解除は，内膜と中膜の

断裂と解離であり1）18），死亡例は全層にわたる断裂に

より出血死したものである2°）21）．その病変の確認には

intravascular　ultrasound（以下IVUS）が有効で，

Sohnら24）の報告によると，血管造影で確認された2倍

の頻度で内膜の断裂遊離像がIVUSで認められ，平均

28カ月後の再検でも9例中5例は治癒していなかっ

た．本研究では，大腿動脈閉塞の心配からシースの留

置時間の短縮を優先し，IVUSは行わなかった．しか

し，実際の留置時間はPTAのみに限ると30分以内で，

通常の心内のカテーテル検査を併せて行った例でも1

時間以内に終了しており，結果として1例も大腿動脈

閉塞を来さなかったことから，今後は，可能な限り

IVUSを行い，　PTA直後のIVUS所見と成績や合併

症との関係についても検討する方針である．

　　　　　　　　　　まとめ

　術後4カ月以内の血管の狭窄病変に対するPTA

は，合併症なしに行えた．4例の大動脈病変は，PTA

のみで狭窄が解除できた．血流量が不足しているBT

シャントの場合，4例中2例で根治術可能となった．

また，術後早期に動脈管に依存している症例でも，追

加のシャントの前にPTAをまず試みるべきと思われ
た．
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Percutaneous　Transluminal　Balloon　Angioplasty　for　Aortic　Recoarctation　and

　　　　Stenosed　Blalock－Taussig　Shunts　Until　Four　Months　after　Operation

　　　　Yoshihito　Higashidate，　Shinjiro　Honma，　Motoki　Takamuro，

　　　　　　　　　　　　Kinya　Hatakeyama　and　Tetsuya　Tsuda

Department　of　Pediatric　Cardiology　and　Neonatology，　Hokkaido　Children’s

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hospital　and　Health　Care

　　　Percutaneous　transluminal　balloon　angioplasty（PTA）was　performed　until　105　days　after

operation　to　relieve　aortic　recoarctation　in　four　patients　and　sterlosed　Blalock－Taussing　shunts

（BTS）in　another　four　patients．　They　were　operated　on　as　neonate．　PTA　was　performed　in　early

infancy（29－132　days）．　Their　body　weight　was　between　1．4　and　5．4　kg．　The　size　of　the　balloon

catheters　for　aortic　cases　was　selected　using　lOO－120％of　the　diameter　of　the　arch　just　distal　to

the　origin　of　the　left　common　carotid　artery．　The　ratio　of　the　balloon　to　the　lesion　was　2．9to　4．0．

The　peak　systolic　pressure　across　the　coarctation　was　reduced　from　between　50　to　60　mmHg　to

2mmHg　in　one　case　and　to　15　mlnHg　in　two　cases，　and　was　none　at　follow　up　catheters（5－17

months　later）．　In　the　other　case　operated　on　with　patch　angioplasty，　reduction　was　not　enough（50

to　30　mmHg），　but　was　reduced　to　10　mmHg　by　repeat　PTA　four　months　later．　The　size　of　the

balloon　catheters　for　BTS　cases　was　selected　to　match　or　was　2　mm　exceeding　the　diameter　of

the　subclavian　artery　for　the　original　BTS　and　grafts　for　the　modified　BTS．　In　two　cases　which

were　depended　on　a　ductus　we　were　able　to　stop　the　prostaglandin　EI　infusion．　One　of　two　cases

with　deep　cyanosis　was　improved　and　corrected　by　Fontan　operation　two　years　later．　But　the

other　one　did　not　benefit　at　all．　No　complication　was　recorded．
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