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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　1995．9．から1997．9．にPTPV適応基準に合致した4例にPTPVを行った．年齢は1～20日，

体重は2．7～3．2kgであった．右Judkins型に成形した5F内胸動脈造影用カテーテルを右室流出路に留

置し，症例1はflexible　side，症例2はstiff　side，症例3，4はJ型GWのflexible　sideを‘stiff　movable

core　type　guide　wire’1こ加工した0．018”　steel　guide　wire（steel　GW）で肺動脈弁膜を穿孔した．次いで，

0．018”steel　GWに先端がfitするようにtaperした3F多目的カテーテルをGWに沿わせて穿孔弁膜を

通過ささせ，肺動脈主幹深部まで挿入し，GWを交換しPTPVを行った．4症例ともにPTPVに成功
した．

　ユ例に左中大脳動脈領域の脳梗塞を認めた．

　発育良好な肺動脈洞部分に発育良好な流出路盲端部がはまり込んでいるような症例では‘stiff　mov－

able　core　type　guide　wire’を用いれば右室流出路や肺動脈壁の穿孔の危険もなく膜様肺動脈弁の穿孔が

可能と思われる．

　　　　　　　　　はじめに

　近年，純型膜様肺動脈弁閉鎖（膜様肺動脈弁閉鎖兼

正常心室中隔）に対してもカテーテル治療が行われる

ようになってきた．しかしながら，膜様閉鎖した弁の

穿孔が困難であったり，せっかく穿孔しても経皮的肺

動脈弁形成術percutaneous　transluminal　pulmonary

valvuloplasty（PTPV）用のカテーテルを穿孔部に留

置できずに失敗に終わることがある．

　我々は弁膜穿孔やPTPV用のカテーテルの弁膜部

への留置を容易にするための工夫を行ったので報告す

る．

　　　　　　　　　対　　象

　1995．9．から1997．9．に，心エコー検査で下記

別刷請求先：（〒565）吹田市藤白台5　7　1

　　　　　国立循環器病センター放射線診療部

　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　晃二

の純型膜様肺動脈弁閉鎖に対するPTPV適応基準に

合致すると考えられ，心カテーテル，造影検査で確定

された4例であった（表1）．

　純型膜様肺動脈弁閉鎖に対するPTPV適応基準

　1．膜様肺動脈弁閉鎖である

　2．主要右室冠動脈痩が無い

　3．右室流入部，肉柱部，流出路の3部分が有る

　4．右室拡張末期容積が正常比の50～60％以上有る

　　　　　　　　　方　　法

　1．造影法

　右房から左房を経由して左室，上行大動脈，さらに

下行大動脈に進めた5F　Berlnan　angiographic　bal－

100n　catheterでのバルーン遮断大動脈造影：balloon

occluded　aortography（ノvルーンを伸展させて大動脈

を遮断した状態で造影剤を注入して大動脈を造影す

る）で動脈管を逆行した造影剤での肺動脈主幹部の造
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表1　症例及びPTPVの概要

症例 A．1． S．T． M．u． Y．T．

体重（kg） 2．8 3．1 3．2 2．7

日齢（PTPV時） 2〔〕日 1日 111 10口

PGEI あり あり あり あり

PaO，（mmHg） 21．7 3（L6 36．9 55．3

RVEDV（％of　l／om、aD 88 116 llo 36

肺動脈弁輪径（mm） 5．1 5．0 5．6 4．3

予備PTPVバルーン径（mm） Sch　2 Ban　2，5 Ban　3．o Bal13．0

主PTPVバルーン径（mm） Sch　5 u6 U7 Hop　6

バルーン肺動脈弁輪径比 0．98 1．0 L25 ］．39

Pre　RVP（mmllg） 164 65 64 129

LVP 70 76 65 69

Post　RVP 58 52 52 61

PAP 54 47 51 50

LVP 60 76 50 77

PGE1［｛1止までのH数 0 14 2 1

Sch，S　chncider－、　Ban：Bandit、　U’Ultra－thin，　Ilop：Ilopkington

影と，水蒸気で右Judkins型に成形した5F内胸動脈造

影用カテーテル（長さ：60cm）先端を右室流出路に置

いた造影で，肺動脈弁部分の形態及び走行を明瞭にし

た．撮影方向は，症例1では両造影とも正側面で，症

例2では右室流出路造影での正面像は尾頭方向30度

で，症例3，4では両造影とも正面像は尾頭方向3（1度

で行った（図1A，　B，　C，　D）．

　また，症例2以後は内胸動脈造影用カテーテル先端

近くに側孔を1個開けたものを用いた．

　2．弁膜穿孔法

　先端を盲端部に押しっけた内胸動脈造影用カテーテ

ルに，0．018”steel　guide　wire（steel　GW）（ハナコ

社製テフロンディスポーザブルリードワイヤー，長さ

145cm）の，症例1はflexible　side，症例2はstiff　side，

症例3，4は我々の考案した‘stiff　movable　core　type

guide　wire’（0．018t’J型steell　GWのstiff　sideを切

断し，そこからコアーワイヤーを引き抜き，このstiff

sideをGWの先端まで挿入してJ型を直線状にし，内

外ワイヤーの後端を鉗子で固定したもの）（図2A，　B）

を挿入し弁膜を穿孔した．Stiff　sideでは先端側2～3

Cmを右室流出路の走行に合わせて軽いカーブを付け

て用いた．

　3．経皮的肺動脈弁形成術

　全例で総体的に同一方法で行ったので1）2），症例3，

4での方法を記載する．

　GW先端が弁膜を通過後（図3A），コアーワイヤー

を固定して外ワイヤーのみを進めGW先端にJカー

ブを形成させた後（図3B）にワイヤー全体を進めた（図

3C）．次いで，内胸動脈造影用カテーテルを，0．018”

steel　GWにフィットするように水蒸気を用いて先端

を細く引き伸ばし（taper）た長さ60cmの3F　Becton－

Dickinson　7630（B－D　3F）多目的カテーテル（現在製

造中止）と交換し，これをGWに沿わせて主肺動脈内

に挿入した（図3D）．挿入は容易であった．穿孔用GW

を長さ18（lcmの0．016”Radifocus　M（typeユ）GW

（TerUmo社製）に交換し，先端を動脈管を通過させて

左大腿動脈まで進めた．B－D　3Fカテーテルを左外腸骨

動脈まで進めた後，腰の強い長さ175cmのHi－Torque

O．014”Traverse　GW（先端4cm　super　flexible：Getz

Bros．社製）に交換し，先端を大腿動脈内にまで進め，

これを皮膚ヒから圧迫固定した状態で，Bandit　3mm

径バルーンカテーテルのバルーン中央部を弁膜部まで

圧入して予備PTpV（GWで形成された弁膜孔を適応

バルーン径のカテーテルが通過できるように，小口径

のバルーンで拡大する）を行った．Banditカテーテル

を抜去し，先端が0．035”GWにフィットする長さ60

Cmの4F多目的カテーテル（Cathex社製）を外腸骨動

脈まで挿入し，GWも長さ145cmの0．035”steel　GW

と交換した．やはり鼠径部でGWを圧迫固定した状態

で，症例3ではUltra－thin　7mn〕径バルーンカテーテ

ルのバルーン中央部を弁膜部まで挿入して主PTPV

を行った．症例4ではHopkington　6mm径バルーン

カテーテルのバルーン中央部を弁膜部まで挿入して主

PTPVを行った．
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　　　　　　　　　　　図1　右室流出路　主肺動脈造影

A　バルーン遮断大動脈造影正面尾頭30度方向像

B　バルーン遮断大動脈造影側面像
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1A，　BはBerman　angiographic　balloon　catheterを右房，左房，左室，上行大動脈

を経由して下行大動脈に進め，バルーンを伸展させて大動脈を遮断した状態で造影剤

を注入して動脈管経由で肺動脈主幹部を造影し，その性状と走行位置関係を見たもの

で，肺動脈洞は4個認められ，その中央部に弁膜様の拍動性の動きが認められた．正

面像は尾頭30度方向で撮影しているがF行大動脈が弁部に重なって造影されており，

軽度左前斜位を追加すべきであった．

C：右室流出路造影正而尾頭30度方向像

D：右室流出路造影側面像

右　Judkinsカテーテル型に成形した側孔付き5F内胸動脈造影用カテーテルを右室流

出路先端部に置いた造影で，流出路先端部分は肺動脈洞部分にはまり込むような位置

である．造影剤は肺動脈側に流出していない．
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　　図2　‘sti　ff　movable　core　type　guide　wire乍

5F内胸動脈造影用カテーテルにこのガイドワイヤー

を挿入して示している．Stiff　sideのcoreがガイドワ

イヤーに挿入されているため，カテーテル先端の曲が

りが浅くなり右室流出路から肺動脈部にかけての曲が

りに合致しやすい．

A：0．Ol8”J型flexible　sideに，引き抜いたcoreの

stiff　sideを挿入し先端部分を直線上にしたもので，先

端側に右室疏出路の走行に合わせて軽いカーブを付け

ている．

B：Coreを固定して外ワイヤーのみを先進させてガ

イドワイヤー先端にJカーブを形成させている．

日本小児循環器学会雑誌　第13巻　第6号

　術後，右室造影および肺動脈造影を行った．カテー

テル室在室時間は症例1は4時間30分，症例2は5時

間40分，症例3は5時間，症例4は6時間で，正側面

合計の透視時間は症例／は記録せず，症例2はユ25分，

症例3は94分，症例4は90分であった．

　　　　　　　　　　結　　果

　4症例ともにPTPVに成功し，共に右室造影で肺動

脈への造影剤の流出は良好で，肺動脈造影で症例4以

外は軽度の弁逆流が認められた（図4A，　B）．圧デー

ターは表1に示す如くであった．

　　　　　　　　　　合併症

　症例1に，PTPV翌日より右h肢間代性痙攣が出現

し，頭部CT検査で左中大脳動脈領域の広範な脳梗塞

が認められた．他の症例には合併症は認められなかっ

た．

　　　　　　　　　　経　　過

　症例1：脳梗塞に対して低体温療法，heparinaiza－

tion，グリセオールによる治療が行われた．約2．5ヵ月

後の脳波検査で異常波や基礎波の左右差は認められ

ず，軽度の右片麻痺を残したが退院となった．術後5

カ月の経過観察でごく軽度の右片麻痺を認めるが痙攣

や発達遅延は認められなかった．初回PTPVから1年

6カ月後に右室肺動脈間圧較差が58mmHgのため再

PTPVを行ったが圧較差の改善がなくf一術となった．

肉眼所見は，径が5mmで一部に癒合部分が認められる

前後方向に交連のある肥厚した二尖弁様であった．

　症例2：初回PTPVから約5．7カ月後の心カテーテ

　　　　A　　　　　　　　　　B

　　　　　　　　　　図3　肺動脈弁膜穿孔（シェーマ）

A：5F内胸動脈造影用カテーテルに挿人した0．Ol8”“stiff　movab｜e　core　type　guide

wire”で弁膜が穿孔されている．

B：コアーワイヤーを固定して外ワイヤーのみを進めガイドワイヤー先端にJカーブ

を形成させる．

C：ガイドワイヤー全体を主肺動脈深部まで進める．

D：5F内胸動脈造影用カテーテルを抜去し，0．018”ガイドワイヤーにフィットするよ

うに先端をtaperした3F多日的カテーテルをガイドワイヤーに沿わせて主肺動脈内

に挿人する．
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　　　　　　　　　　図4　術後右室造影および肺動脈造影

A二Berman　angiographic　balloon　catheterによる右室造影で弁部にドーム形成が認

められる．

B：肺動脈造影で軽度の逆流が認められる

している）．

カテーテル側孔が一部右室流出路に存在

表2　2nd　PTPVの概要と症例の経過

症例 A．1． S．T． M．u． Y．T．

体重（kg） lo．9 7．8 5．5

年齢 ／8カ月 5ヵ月 3カ月

RVEDV（％of　Ilormal） 61 93 ］35

肺動脈弁輪径（mm） 6．4 8．3 8．1

PTpVバルーン径（mm） Hop　IO Ilop　lO

バルーン肺動脈弁輪径比 1．56 L2
Pre　RVP（nユmHg） 72 90 40

PAP 14 12 20

LVP 87 102 119

Post　RVP 77 58

PAP 2｛1 28

LVP 77 100

経過 手術 観察 観察 F術

HoP：Ilopkington

ル検査で圧較差が78mmHgのため再PTPVを行い圧

較差は30mrnHgに減少し，経過観察中である．

　症例3：PTPVから約3カ月後の心カテーテル検

査で右室圧は401nmHgに肺動脈圧は20mmHgに低下

し経過観察中である．

　症例4：翌日，PDAが閉鎖したためright　modified

Blalock－Taussig　shuntが行われた（表2）．

　　　　　　　　　　考　　察

　純型膜様肺動脈弁閉鎖に対して，steel　guide

wire1）　5）やhot－tip　　laser　wire6）一’8），　radiofrequency

wire3）　5）tj）1〔｝）を用いた弁膜穿孔が報告されている．後の

2法は特別な器機が必要で，また，操作手順によって

はワイヤー先端に炭化血液成分が付着してその後の通

電が不可能となり，そのつどワイヤー先端の炭化物を
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ぬぐい去る必要がある4）1°）．またガイドワイヤー法に

関しても色々の方法が報告されている1）一一5）．

　また，弁膜穿孔時のガイディングカテーテルとして

右Judkinsカテーテル1）、5）1（］）やコブラ型カテーテ

ル6）9），多目的カテーテル5）η8等が用いられているが，カ

テーテル先端が頭側に向く傾向があり漏斗部前壁3）や

肺動脈前墜8）9）の穿孔の報告がある．

　これらに対して我々は弁膜穿孔時のGW挿入に際

しても先端部分のメモリーが他のカテーテルに比べて

比較的良好で右室流出路先端中央部に位置させたカ

テーテル先端が偏位しにくい5F内胸動脈造影用カ

テーテルを右Judkinsカテーテル型に成形して用い

たt）2）．しかしながら症例1において，GWによる穿孔

の成功までにGWでの穿孔とカテーテル先端の位置

確認の造影のためにGWの抜去を数回繰り返してお

り，その都度，カテーテル先端の右室流出路先端部へ

の圧着のためカテーテル内の空気や血液の吸引に難渋

したこと，カテーテル内のフラッシュ時にカテーテル

が少し移動する場合があったことから，症例2，3，

4では，カテーテル内のフラッシュが容易に行え，造

影時のカテーテルの反跳7）を軽減するためにカテーテ

ル先端近くに側孔を1個開けた．

　弁膜穿孔にsteel　GWを用いたが，症例1ではflexi－

ble　sideで穿孔できたが，症例2はflexible　sideでは

穿孔できず，stiff　sideで穿孔を行った．しかしながら

stiff　sideで穿孔後，正面尾頭方向での右室流出路造影

像とballoon　occluded　aort（）graphyでの主肺動脈造

影像と，側面像を参考にしてもGW先進には肺動脈壁

穿孔の危険を感じた．我々はこれに対して症例3，4

では穿孔用GWとしてJ型fiexible　sideを‘stiff　11／0v－

able　core　type　guide　wire’に加工して用い，弁膜穿孔

後に安全に肺動脈主幹部内にGWを進めることが出
来た．

　また，せっかく穿孔できてもその後に目的のGWや

バルーンカテーテルを肺動脈内に挿入出来ない場合が

あり，中西ら5）はOn－the－wireバルーンカテーテルを使

用してPTPVをおこなっているが，その後の操作に難

渋している．我々は予備PTPV用のGWとの交換の

ために先端が0．018”GWにフィットするB－D　3F多

目的カテーテルを先ず穿孔弁膜部を通過させてその先

端を肺動脈主幹深部まで挿入した．しかし，症例1で

はGWに沿わせたカテーテルが弁膜に押し戻されて

通過さすことが出来なかったため，カテーテルとGW

の保持のために野木ら11）の方法に準じて水蒸気で成形

H本小児循環器学会雑誌　第13巻　第6号

した長さ25cmの5Fロングシースを中枢端をCutした

内胸動脈造影用カテーテルに沿わせて挿入し，B－Dカ

テーテルをシースとカテーテルで保持する必要があっ

た．症例2では穿孔部の通過時にやや抵抗を感じたが，

症例3，4での通過は容易であった．症例1でロング

シースでの追加保持が必要であったのはGWのflexi－

ble　sideで穿孔し，症例2，3，4はstiff　sideで穿孔

したために3F多目的カテーテルの弁膜通過時の保持

が良かったものと思われる．

　症例3，4で予備PTPV用のHI－Torque　O．Ol4”

Traverse　GWと交換する前に，先ず，　O．016”

Radifocus　GWを用いたのは，症例2で穿孔用のGW

をHi－Torque　O．014”Traverse　GWに交換したが，

左右肺動脈や動脈管への挿入が出来ず，O．Ol6”

Radifocus　GWで右肺動脈末梢まで挿入できたためで

ある．

　症例4で0．Ol4”GWを使用しての主PTPV用の6

mm径のHopkington（適応GWは0．OI8”）バルーン

カテーテルは穿孔部を通過できず，カテーテルとシー

スをいったん抜去し，右Judkins型に成形した長さ25

cmの5Fロングシースで保持して穿孔部を通過させ
た．

　右室流出路先端部分から肺動脈主幹部の走行は正面

像では一般にX線方向に対して平行に近いことから

短く描出される．これに対して，症例2では右室流出

路造影を尾頭方向30度で，症例3，4はballoon　oc－

cluded　aortographyによる肺動脈主幹部造影と右室

流出路造影を共に尾頭方向30度で撮影して長軸像に近

い像にし，GWの穿刺方向の決定を容易にした．

　症例4はRVEDVが36％of　nornia1で我々の適応

基準から外れてはいたが，PTpV後の短絡術の可能性

を考慮した5）12）13）上での施行であった．

　　　　　　　　　　結　　語

　肺動脈洞部分の形成が良好で中央部に拍動性の動き

が認められ，ここに良好に形成された流出路盲端部分

がはまり込んでいるような純型膜様肺動脈弁閉鎖の4

例に安全にPTPVが行えた．このような症例に対し

て，他の器機を用いないでJodkins型に成形した先端

部側孔付き内胸動脈造影用カテーテルを弁膜穿孔時の

ガイディングカテーテルとして，J型flexible　sideを

‘stiff　movable　core　type　guide　wire’に加工したガイ

ドワイヤーを弁膜穿孔用として，ガイドワイヤー交換

用として先端をそれぞれ0．018”ガイドワイヤー，

0．035”ガイドワイヤーにフィットするようにテーパー
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した3Fと4F多目的カテーテルを，時には長さ25cmの

ロングシースを右Judkins型に成形して使用するこ

とにより右室流出路や肺動脈壁の穿孔の危険もなく，

安全容易にPTpVが行えるものと思われる．
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Technique　of　Interventional　Radiology　in　Patients　with　Membraneous

　　Pulmonary　Valve　Atresia　and　Intact　Verltricular　Septum　Using　a

　　Modified　Movable　Steel　Guide　Wire　and　Multipurpose　Catheter

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kohji　Kimura　and　Makoto　Takamiya

　　　　　　　　　　　Department　of　Radiology，　National　Cardiovascular　Center

Ken　Watanabe，　Yasuo　Ono，　Osamu　Yamada，　Yoshio　Arakaki，　Shin－ya　Tsukano，

　　　　　　Hideo　Ohuchi，　Shigeyuki　Echigo，　Hiroshi　Tasato，　Ichiro　Kamiya，

　　　　　　　　　Atsushi　Kuwahara，　Hirofumi　Sawada　and　Tetsuro　Kamiya

　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　National　Cardiovascular　Center

　　　From　September　l995　to　September　1997、　four　neonates（aged　1－20　days，　weight　2．7－3．2kg）

with　Inembraneous　pulmonary　valve　atresia　and　illtact　ventricular　septum　underwent　the　per・

cutaneous　transluminal　balloon　pulmonar》・valvuloplasty（PTPV）．　After　delineating　the　mem－

braneous　atretic　valve　by　right　ventricular　outfl（）wgraphy　and　balloon　occluded　aortography，　we

underwent　to　perforate　the　atretic　valve　using　the　O．018　inch　steel　guide　wire　and　5F　catheter　for

the　internal　thoracic　arteriography　to　fit　the　right　Judkins　type　for　guiding　catheter．　The　first

case　was　perforated　with　flexible　side　of　the　guide　wire　and　the　second　case　w・ith　the　stiff　side．

The　third　and　4th　cases　were　perforated　with“stiff　movable　core　type　guide　wire”which　were

arranged　from　the　flexible　side　of　J　type　steel　guide　wire　that　could　safely　be　inserted　into　the

deep　part　of　the　main　pulmonary　artery　after　valve　perforation．　And，　we　could　easily　and　safely

change　the　guide　wire　and　the　balloon　catheter　by　using　3F　rnultipurpose　catheter　whose　tip　fitted

the　O．018　inch　guide　wire，　and　PTPV　was　successful　in　all　cases．

　　　After　18　months　the　first　case　urlderwent　the　re－PTPV，　but　pullnonary　valve　pressure

gradient　did　not　decrease（58－57　mmHg）and　she　underwent　the　surgical　valvuloplasty．　After　5

months，　the　second　case　underwent　the　re－PTPV　and　pressure　gradient　decreased　from　78　mmHg

to　301nmHg．　After　3　months，　the　third　case　underwent　the　cardiac　catheterization（pulmonary

valve　pressure　gradient　was　20　mmHg）．　Because　of　the　closed　ductus　arteriosus，　the　fourth　case

underwent　right　modified　Blalock－Taussig　shunt　eperation　the　next　day．

　　　The　catheter　for　the　internal　thoracic　arteriography　to　fit　the　right　Judkins　type　with　one

side－hole　at　the　tip　of　it，3F　and　4F　multipurpose　catheter　whose　tip　each　fitted　the　O．018　and

O．035inch　guide　wire，　and“stiff　movable　core　type　guide　wire”are　useful　and　safe　implements

for　PTPV　in　patients　with　Inembraneous　pulmonary　valve　atresia　and　intact　ventricular　septum．

Presented by Medical*Online


	0773
	0774
	0775
	0776
	0777
	0778
	0779
	0780



