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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　肺動脈弁が膜様に閉鎖した純型肺動脈閉鎖3例およびEbstein奇形兼肺動脈閉鎖の1例の計4例に対

して，ガイドワイヤー穿刺法を用いて経皮的バルーン拡大術を試み3例で肺動脈弁拡大に成功した．純

型肺動脈弁閉鎖の3例はいずれも新生児例でバルーン拡大施行時の年齢は生後4日，8日，23日であっ

た．

　Ebstein奇形兼肺動脈閉鎖の例は生後54口にBrock手術を施行後肺動脈弁が再閉鎖した症例で2歳

でバルーン拡大術を行った．バルーン拡大術の方法はガイドワイヤーを用いて閉鎖した肺動脈弁を穿刺

後，大動脈側から動脈管またはBlalock・Taussig短絡を通して肺動脈内に進めたgoose－neck　snareカ

テーテルで穿刺ガイドワイヤーをSnareして保持しガイドワイヤーに沿わせてバルーンカテーテルを肺

動脈弁部まで進め拡大する方法（snare法）で施行した．肺動脈閉鎖に対して，　radiofrequency　catheter

やlaser　catheterなどを用いた肺動脈弁穿刺の報告もみられるが，ガイドワイヤーで弁穿刺を行う本法

でも年長児の肥厚した弁を含めカテーテル治療が可能であり，有効であると思われた．

　またガイドワイヤー穿刺後にsnare法を併用することで穿刺後のバルーン拡大をより短時間かつ確実

にする事が可能であると思われた．

　　　　　　　　　はじめに

　従来，外科手術でしか治療できなかった心室中隔欠

損を伴わない純型肺動脈閉鎖症（PPA）に対し，近年

バルーン拡大術（PTPV）の成功例の報告が散見され

るようになったが，幼児や小児の肺動脈狭窄に対する

PTPVに比べ技術的に困難で合併症の頻度も高
い1ト11）．肺動脈閉鎖に対するPTPVの適応や方法論

については未だ確立されたものはない．

　閉鎖した肺動脈弁に対してカテーテル治療を可能に

別刷請求先：（〒399－82）長野県南安曇郡豊科町豊科

　　　　　3100
　　　　　長野県立こども病院循環器科

　　　　　　　　　　　　　　　　安河内　聰

するためには，まず閉鎖した弁を何らかの方法で穿通

しガイドワイヤーを通すことが必須である．ガイドワ

イヤーや肺動脈弁を通過すれば，そのガイドワイヤー

に沿わせてバルーンカテーテルを進めることで閉鎖し

た弁の拡大が可能となる．

　今回我々は，近位部先端（硬い方の断端）を研磨し

たガイドワイヤーで膜様に穿刺した肺動脈弁を閉鎖し

た後，snare　guide　wireを使用して穿刺したガイドワ

イヤーを動脈管またはBlalock－Taussig短絡を通し

て下行大動脈に固定し，引き続きバルーンカテーテル

を肺動脈弁部まで進めPTPVに成功した3例を経験

した．この方法は弁の穿刺の際にlaser　catheterのよ

うに大がかりな装置などを必要とせず，また穿刺した
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後ガイドワイヤー交換の必要もない点で他の方法より

効率が良く，さらにガイドワイヤー穿刺後，バルーン

カテーテルの肺動脈弁通過が容易なため本症に対する

有効な治療法の選択の一つになりうると思われたので

実施1’zの工夫を含めて報告する．

　　　　　　　　　　対　　象

　1995年1月から1996年12月までに当科に人院した4

症例で，内訳はPPA（膜様閉鎖）の3例，　Ebstein奇

形兼肺動脈閉鎖に対してBrock手術および左
modified　Blalock－Taussig短絡術施行後肺動脈弁が

再閉鎖した1例である．体重は2．61＜gから10．86kg，カ

テーテル施行時年齢は生後4［から2歳であった．

　全例卵円孔または心房中隔欠損を通して右一左短絡

を認め，チアノーゼを呈した．新生児の3例ではプロ

スタグランジンE1を使用しておりこれらの症例では

動脈管が開存していた．右室の容積は予測値の26％正

常から75％と小さく，断層心エコー法で求めた三尖弁

輪径のZ－scoreはEbstein奇形の1例を除き　3．9か

ら一2．6と小さかった（表1）．全例右室圧は左室圧を

凌駕していた．

　右室の形態はtripartiteで肺動脈弁は全例膜様閉鎖

であった．右室と大動脈間のminor　sinusoidal　com－

municationをPPA　3例中2例に認めた．

　全例患児の両親にカテーテル治療以外に外科的手術

を含めた治療法の選択肢があることを話し，カテーテ

ル治療の承諾を得た後施行した．

　　　　　　　　　PTPVの方法

　全例全身麻酔下に行った．新生児PPA　3例では鼠

lI／J＼Z盾言志　　13　（6），　1997

径部を穿刺し，大腿静脈からアプローチした．Ebstein

奇形兼肺動脈閉鎖の1例では両側大腿静脈が閉塞して

いたため右内頸静脈を穿刺しアプローチした．全例で

大腿動脈を穿刺し動脈管またはBlalock・Taussig短

絡から肺動脈弁上へ4Fまたは5Fのマルチパーパス

（MP）カテーテルを挿入し穿刺の際のマーカーとし

た．5Fまたは6F　Bermanカテーテルで右室造影を行

い，（1）右室がtripartiteで右室漏斗部があること，

（2）膜様肺動脈弁閉鎖であること，（3）卵円孔／心房中

隔欠損を介した左室造影で左室壁運動に異常がないこ

と，（4）右室造影及び大動脈造影でmajor　sillusoidal

commul〕icationが無いことを確認した（図IA，図2

A）．さらに肺動脈弁上部に進めたカテーテルで肺動脈

造影を行い肺動脈弁の中心のdilnpleを確認した（図l

B）．ついで，PPAの3例では4F　Judkins（先端規格

2．0）右冠状動脈用カテーテルを，Ebstein奇形兼肺動

脈閉鎖例では5F　Judkins（先端規格2．5cm）右冠動脈

カテーテルを右室流出路に留置した．カテーテルを右

室に挿入する際，三尖弁が通過しにくい例では0．035”

ガイドワイヤー（テルモ社製）を使用してガイドした．

PPA　2例とEbstein奇形の1例で井上らの報告6）に基

づき0．025”のdeflecting　guide　wireに口本光電製

radiofrequency　generatorを持続して20～30joulesで

10秒～30秒通電し弁穿刺を試みたが2～3秒で電気抵

抗が上昇しうまく作動せずこの方法では弁穿通はでき

なかったため，次にガイドワイヤー穿刺法による肺動

脈弁穿刺を試みた．

　0．018”Mallincrodt社製ハイトルクflex　guide　wire

表1　症例概要（／）

1

症例 1 2 3 4

診断 PPA、　PDA、　PFO PPA，　PDA、　ASD PPA，　PDA．　ASD Ebstein、　PA，　po－LBT

年齢（カテ時） 4〕 8口 23［ 2歳

性別 女 男 男 男

体重（kg） 2．98 2，692 3．54 10．86

PaO、（mmHg） 29 36 37 36

肺動脈弁輪径（mm） 5．4 5．3 5．6 7

三尖弁輪径（mm） 7．1 6．3 4．8 14．8＊

Z－score 一 2．6 一
2．6 一 3．9 †2＊

右室容積（％正常） 75 30 26 68

sinusoida1 （一） Ininor InlIIor
（一）

COmmUIlicatio11

PGEI使用 （＋） （†） （＋） （一）

PPA：純型肺動脈閉鎖，　PDA：動脈管開存，　PFO：卵円孔開存，　ASD：心房中隔欠損，　po・LBT：左Blalock－Taussig短絡術後，

PaO，：［｝細管採血酸素分圧，　PGEI：プロスタグランジンE］．

（つ三尖弁輪部径
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　　　　　　　　　　図1　症例（1）のガイドワイヤー穿刺後PTPV．

PTPV前の右室造影（正面）（1A）では右室はtripartiteで肺動脈弁は膜様に閉鎖しており（白矢印），

Inassiveな三尖弁逆流がみられた．肺動脈弁のdimple（矢印）を確認後（1B），右室流出路に留置

した4F右Judkinsカテーテルから動脈管側から主肺動脈に留置した4Fマルチパーパスを目指し

て，0．018”ガイドワイヤーで肺動脈弁を穿刺し（1C），動脈管側から径10mmのgoose－neck　sllare

guide　wireで穿刺したガイドワイヤーをsnareした（1D）．直径8mmのバルーンカテーテルをガイ

ドワイヤーに沿って肺動脈弁部に進め拡大した．矢印がwaistでバルーン拡大後消失した（IE）．

PTPV後右室造影（正面）では右室から肺動脈への前方血流がみられた（1F）．

RA：右房，　RV：右室，　PA：肺動脈
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　　　　　　　　　　図2　症例（4）のガイドワイヤー穿刺後PTPV．

右内頸静脈よりアプローチしたPTPV前の右室造影正面で（2A），右室はtripartiteで肺動脈弁は

膜様に閉鎖しており（白矢印）三尖弁逆流が見られた．5F右Judkillsカテーテルを通したo．018”ガ

イドワイヤーで肺動脈弁を穿刺し側孔から造影して穿刺したガイドワイヤーの先端が肺動脈内にあ

ることを確認（2B）．その後左Bla］ock－Taussig短絡（径41『nmのGore－Tex人工血管）を通して

goose－neck　snare　guide　wireで穿刺したガイドワイヤーをsnareし，径10mmのバルーンカテー

テルを進めてPTPVを施行した（2C）．　PTPV施行後の右室造影正面では肺動脈弁を通過する良好

な前方血流を認めた（2D）．

の近位端（硬い方の断端）をヤスリで研磨し右室流出

路の形状に合わせて湾曲させ，右室流出路に留置した

4F／5F　Judkins右冠状動脈用カテーテルを通して肺動

脈弁直下に進めた．

　Y一字コネクターの側管より肺動脈中心部を確認造

影した後，肺動脈弁中央部に押しつけ肺動脈弁直上に

おいたMPカテーテルをねらってflex　guide　wireを

進めvibrationをかけながら弁の穿刺を行った．この

際，右室流出路のガイドカテーテル先端の位置と方向

が目標のMPカテーテルからずれないよう，正面と側

面の透視像で十分確認しながら施行した．4例中3例

（PPA　2例とEbstein奇形兼肺動脈閉鎖1例）でカ

テーテルを右室流出路に留置してガイドワイヤーによ

る肺動脈弁穿刺を開始してから約15分から40分でガイ

ドワイヤーによる肺動脈弁穿刺に成功しガイドワイ

ヤーが主肺動脈内に進んだ（図IC，図2B）．右室側と

肺動脈側の両方のカテーテル側管から手押しで造影し

ガイドワイヤーが確かに主肺動脈内にあることを確認

した後，肺動脈側の4F／5FMPカテーテルを通して10

mm直径のgoose　neck　snare　guide　wire（コーシン

メディカル）を主肺動脈内に進め，肺動脈弁を穿通後

主肺動脈内にあるguide　wire先端をsnareした（図1

D）．snareしたまま動脈管（Blalock－Taussig短絡）か

ら下行大動脈まで穿刺した9uide　wireを引き戻し固

定したが，この際Snareした穿刺ガイドワイヤー先端

で動脈管や大動脈壁を傷つけないように，穿刺したガ
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表2　症例概要（2）

症例 1 2 　　　　　13 4

ガイドワイヤー穿刺 0 ○ ／ ○

穿刺に要した時間（分） 15 20 6｛ド 45

肺動脈弁輪径（mm） 5．4 5．3 5．6 7

最終バルーン径（mm） 8 6 （一） 10

バルーン／肺動脈弁輪径比 1．48 113 （一） ］．43

右室圧／左室圧（pre） L83 1．47 ］．26 ］．26

右室圧／左室圧（post） 0．7］ 0．77 （一） 0．64

右室　肺動脈圧較差（mlnHg）（pre） 86 50 38 106

右室　肺動脈圧較差（mlnHg）（post） 0 o （一） 20

PaO，（mmHg）（post） 36 34 26 46

追加手術（日齢） （一） 左BT短絡 BrOck（30日） （一）

（15［） 左BT短絡（34口）

合併症 胸部大動脈瘤 （一） （一） （一）

（＊）ガイドワイヤー穿刺施行開始後60分で状態が悪化し，穿刺を中止した．

イドワイヤーの出来るだけ先端をsnareし，動脈管壁

や大動脈壁にガイドワイヤー先端が当たらないよう動

脈側から挿入したマルチパーパスカテーテルで保護す

るように操作した．穿刺したガイドワイヤーを固定し

た後，直径の小さなangioplasty用のバルーンカテー

テル（Tyshak　Ultrathinなど）から直径の大きなバ

ルーンカテーテルへと段階的に，または最初から大直

径のバルーンカテーテルをガイドワイヤーに沿わせて

肺動脈弁部に進めてvalvoplasty（PTPV）を行った

（図1E，図2C）．バルーン拡大術後，右室造影を行い右

室から肺動脈への前方血流を確認した（図1F，図2D）．

バルーンカテーテルを抜去後，左室側から右Judkins

カテーテルをガイドワイヤーに沿わせて下行大動脈ま

ですすめ穿刺したガイドワイヤーをカテーテル内に収

納して回収した後，右室造影を行い手技を終了した．

　　　　　　　　　PTPVの結果

　（1）ガイドワイヤー穿刺：4例中3例（PPA　2例と

Ebstein奇形兼肺動脈閉鎖のユ例）でガイドワイヤー

穿刺に施行した．ガイドワイヤー穿刺に要した時間は

15分から45分平均26分であった（表2）．

　（2）ガイドワイヤー穿刺後PTPV：ガイドワイ

ヤー穿刺に成功した3例全例でバルーン弁拡大術が可

能であった．穿刺に失敗した1例では，右室容量が26％

正常と他の症例よりもさらに小さく，また右室流入部

と右室流出部から肺動脈へつながるルートの角度がか

なり鋭角になっていたためカテーテル操作が右室内で

うまくできず期外収縮が頻発して血行動態が悪化した

ため手技を断念せざるを得なかった．全例snare法を

併用した結果，新生児の2例ではバルーンカテーテル

の肺動脈弁部通過は容易で，ガイドワイヤーが右室内

に脱落したり，通過に時間を要したりすることはな

かった．Ebstein奇形兼肺動脈閉鎖の年長児例では肺

動脈弁が硬く，バルーンカテーテルを進めるときの抵

抗が強かったため，4F　long　sheathのdilatorを用い

てpre－dilationを行った．拡大に用いたバルーンカ

テーテルサイズは初期の2例では直径の小さなバルー

ンカテーテルから段階的に肺動脈弁を拡大する方法を

採ったが，1例では最初から直径の大きなバルーンを

用いて拡大した．最終バルーン径／肺動脈弁輪径は1．13

から1．48であった．

　（3）バルーン弁拡大後の経過：バルーン拡大に成功

した3例で，術前1．26から1．83であった右室圧／左室圧

比は0．64から0．77と低下した．拡大後の右室造影では

右室から肺動脈への前方血流がみられ，三尖弁逆流は

減少した．術後の右室　肺動脈圧較差はそれぞれ，O

mmHg（症例1），　OmmHg（症例2），20mmHg（症

例4）と低下した．右室容積が予測値の77％正常であっ

た症例1ではバルーン拡大後5日目にはプロスタグラ

ンジンE1を中止でき15日目には自宅に退院した．右室

容積が予測値の30％正常であった症例2では肺動脈弁

拡大後も右室流出路狭窄が残存し酸素飽和度が動脈管

依存性に変動するため術後7日目に左BT短絡の追

加を必要とした．Ebstein奇形兼肺動脈閉鎖の症例4

では拡大後2日で退院しその後6カ月後の心カテーテ

ル検査では左室収縮期圧は36mmHgと低下したまま

で良好な右室からの前方血流が保たれていた．バルー

ン拡大が出来なかった症例3では心カテーテル検査後

7日でBrock手術および左BT短絡術を施行した．
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　（4）ガイドワイヤー穿刺による肺動脈弁バルーン拡

大術に伴う合併症：症例1でガイドワイヤー穿刺施行

中0．018”ガイドワイヤーが右室流出路を穿孔したが心

外膜腔へのextravasationの所見が見られなかったた

め，引き続き肺動脈弁穿刺を行った．また症例1では

バルーンカテーテルのバルーンが動脈管の…部にか

かったせいか胸部大動脈に軽度の動脈瘤を生じたが，

その後ユ年の経過観察では縮小傾向が見られている．

その他の症例では出血，大腿動脈損傷／閉塞，不整脈な

どの合併症は見られなかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　肺動脈弁閉鎖に対するカテーテル治療を可能にする

上で最も重要なことは，如何に安全にかつ効率よく肺

動脈弁にガイドワイヤーを通して右室から肺動脈に進

めるかということに集約される．ガイドワイヤーが肺

動脈弁を通過しさえすれば，熟練者であれば拡大用の

バルーンカテーテルを使用して肺動脈弁を拡大するこ

とは可能である．

　この肺動脈弁を穿孔する方法としては，ParsOns

ら1），Qureshiら2），　Redingtonら3）はLaserを使用し，

Rosenthalら4）はradi（）frequency　wireを使用しての

成功例を報告している，また橋野ら5）はradi（，freqllen－

cy　catheter（小児用の6Frの電極カテーテル）で，井

上ら6）はdeflecting　guic］e　wireにradiofrequency　gen－

eratorを持続して弁穿孔に成功した例を報告してい

る．しかしながら，これらの方法はgenerator装置を

必要とし，またlaserにしろradiofrequencyにしろ弁

周囲組織の障害の程度を調節することは困難で右室流

出路などへの穿孔の危険も大きく，使用に当たっては

十分な注意が必要である．

　これに対して，最近我々と同様に，　Fedderlyら7）や中

西らB）はガイドワイヤーを用いて閉鎖した肺動脈弁の

穿孔に成功した例を報告している．

　この方法は，generatorなどの特別な装置は必要と

せず，またsteerableguidewireのためガイドワイヤー

先端の操作が容易で，穿刺に当たって微調整が可能で

ある利点がある．また用いるガイドワイヤーはO．018”

～ 0．035”という細かいワイヤーを使用するため万一右

室流出路などを誤って穿刺した場合でも出［frLなどの危

険がablatiOnカテーテルなどを用いる方法に比べ少

ない．ただ逆にガイドワイヤーだけでは穿刺する正確

な位置決めが出来ないため右室流出路の形状に合わせ

たガイドカテーテルの選択が重要となる．われわれの

例では，基本的に先端規格2CmのJudkins右冠動脈用

日本小児循環器学会雑誌　第］3巻　第6号

カテーテルを用いてガイドしたが，症例によっては術

前の心エコー検査で得た右室一肺動脈の空間的な関係

から拡大術前に先端形状をそれぞれの症例にあわせて

加工して用いた．ただし肺動脈弁の中央を正確に穿刺

することは術中超音波断層検査や造影で肺動脈の

dimpleやrapheの交点を観察しながら手技を行って

も実際上は困難で，また閉鎖した肺動脈弁のdimple

が必ずしも肺動脈弁の真の中心にあるとは限らないた

め，実施する際には肺動脈弁輪部のほぼ中央部を狙っ

て穿刺する程度の正確性しかないと思われる．

　穿刺に用いるガイドワイヤーの種類についてはわれ

われは0．018”のMallincrodt社製ハイトルクflex

guide　wireの近位端（硬い方の断端）をヤスリで削っ

て鋭角にして用いたが，中西らは0．035”ガイドワイ

ヤーの柔らかい遠位端を用いて穿刺に成功したと報告

している8㌧われわれが用いたガイドワイヤーは，柔ら

かい遠位端および硬い近位端とも川手n勺に曲がりをつ

けることができ右室流出路の形状に合わせて整形でき

る点で操作性がよい．これにより，ガイドワイヤーを

右室流出路に留置したガイドカテーテル内を進めると

きにカテーテルの先端位置がずれたり，カテーテル自

体の右室流出路からの脱落を防ぐことができた．guid－

ewireの遠位端が通過する際にJudkinsカテーテルの

位置が動いてしまう場合にはあらかじめJlldkinsの

先端より5mm手前までguide　wireを挿入したまま

Judkinsカテーテルを操作しカテーテル先端が正しい

位置に安定したところでguide　wireを進めるのも一

つの方法である．弁穿刺の効率からはわれわれのよう

に硬い近位端を用いれば，柔らかい遠位端を使用する

よりは肺動脈弁穿刺の際に物理的な力を加えやすくな

る反面，穿刺中および穿刺後肺動脈穿刺や動脈管，大

動脈壁の損傷を生じやすくなる問題も有しており操作

には十分な注意が必要である．ガイドワイヤー穿刺に

際して柔らかい遠位端を用いた方がより安全にかつ効

率よく穿刺できるか，硬い近位端を用いた方が優れて

いるかについては議論があるが，今回われわれの症例

では柔らかい遠位端を用いて穿刺を試みた例がないの

で比較することは出来なかった．

　ガイドワイヤー穿刺の成功率をヒげる方法の一つと

して，年長児で用いたような右内頸静脈アプローチも

ガイドワイヤーを押しつけた時に右室底面の
trabecular　portionが支えとなるので，大腿静脈アプ

ローチでどうしても成功しない場合に試してみる価値

があるかもしれない．
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　ガイドワイヤー穿刺後のPTPVの成功率を上げる

ためのわれわれの⊥夫としては，大腿動脈から動脈管

またはBT短絡を通して4Fマルチパーパスカテーテ

ル（end　hole）を主肺動脈の肺動脈弁上に置き，穿刺

後Goose－neck　snare　w’ireを同カテーテルを通して肺

動脈弁を貫通したガイドワイヤーをsnareし下行大動

脈まで戻して固定したことである．これにより，穿刺

したガイドワイヤーに沿わせてバルーンカテーテルを

肺動脈弁に通すときの抵抗が容易に克服でき，バルー

ンカテーテルが肺動脈弁を通過できなかったりガイド

ワイヤーが右室に脱落してしまうことなどを回避でき

る．実際，バルーンカテーテルの通過に際してはガイ

ドワイヤー穿刺に成功した3例ともほとんど時間を要

しなかった．ただこの方法の問題点としては，（1）大

腿動脈に4Fシースを比較的長時間留置するため大腿

動脈閉塞の危険が高くなること，（2）動脈管の中をカ

テーテルやガイドワイヤーを通す操作をするため，動

脈管の攣縮による急性閉塞を招く可能性があること，

（3）バルーン長が短いバルーンカテーテルを使用しな

いとバルーンカテーテルの先端が動脈管にかかってし

まい，動脈管損傷を生じる可能性があることがあげら

れる9）1°）．したがって，この方法は動脈管が十分の太さ

で開存していなければ使えない．また動脈管の急性閉

塞の報告もあるため，動脈管内壁を傷つけたり，無用

なtensionを加えたりしないよう動脈管内でのカテー

テル，ガイドワイヤー操作を十分注意して行う必要が

ある．しかし，これらの危険性を考慮しても，バルー

ンカテーテル通過の容易さと確実性を考えると試みる

価値のある方法ではないかと思われる．

　肺動脈閉鎖に対する治療としてのバルーン拡大術は

まだ症例数も少なく確実性に欠けるため一般的には外

科治療が選択されることはいうまでもない．ただ外科

治療に比し穿刺に成功さえすれば肺動脈弁部の拡大に

ついてはバルーン拡大術はより非侵襲的であり適応を

選んで外科のバックアップを元にまず施行してみる価

値がある方法と考える．

　PPAに対するPTPVの適応は将来biventricular

repairが可能となるような症例を対象とすべきであ

る5）8）13）．また技術的問題から筋性閉鎖の症例はガイド

ワイヤーを右室から肺動脈へ通すことが極めて困難な

ため，膜様閉鎖で右室がtripartiteである症例が

PTPVの対象となると思われる1】）．　coronary　stenosis

またはinterrupti（，nを伴うmajor　sinusoidal　c（）mmu－

nicatiOnを合併するPPAに対しては最終的に

787　（57）

biventricular　repairが不可能なため外科手術と同様

PTPVは絶対禁忌であるi2）．

　右室のサイズも治療目標の設定を決定するときの重

要な因子で，右室容積が小さければ小さいほどPTPV

を行うにあたっても技術的に困難になることはいうま

でもない13）．短絡術を必要とせずbiventricular　repair

が可能となる右室容積として，中西らは予測値の50％

正常以上8），Fedderlyら7）は30ml／M2以ヒ（77％正常）

をあげているが，新生児期に右室流出路を開通させる

ことによりShaddyら14）の正常予測値の14％や17％の

小さな右室が正常の容積まで発育したという報告もあ

り，新生児初期の右室容積のみで将来bivelltricular

repairが可能か否か確実に判断することは困難であ

る．Gigliaら12｝は将来biventricular　rel〕airが可能な

右室となるか否かは最初の右室容積よりは右室のコン

プライアンスによると考えられるため，右室依存性の

冠動脈灌流がなければ右室流出路再建をすべきである

とさえ主張している．

　われわれは，PPAに対しては新生児初期の右室容積

だけで将来のrepairの可能性を判断せず，少しでも右

室のコンプライアンスを減少させ右室容積を増加させ

るため，たとえ術後短絡術が必要な可能性があっても，

major　sinusoidal　comn／unicationが無い限り出生後

の血行動態が安定した新生児早期にPTPVまたは外

科的に右室の減圧を図る方針としている．実際我々が

経験した右室容積が予測値の30％正常の症例2でもガ

イドワイヤー穿刺によるPTPVは実施可能であり，手

技自体に熟練しカテーテルやガイドワイヤーおよび弁

穿刺のより安全な方法が今後開発されれば，重篤な合

併症を起こすことなく，より確実にPTPVが行えるよ

うになると思われる．

　　　　　　　　　　結　　論

　ガイドワイヤー穿刺によるPTpVは，新生児早期の

みばかりでなく年長児でも可能な手技であり，PPAに

対する右室の減圧治療の一つの選択技となり得るが，

依然一般的な治療とはいえず施行に際しては熟練を要

する．この治療はあくまでも外科治療との共同作業に

おいて各症例毎に適応と実施時期を検討する必要があ

り，今後症例を積み重ねることでその有効性や安全性

を向上させることができると思われる．
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Balloon　Pulmonary　Valvotomy　for　Pulmonary　Atresia　with　Intact　Ventricular

　　　　　　　　　　　Septum　Followed　by　Guide　Wire　Puncture　Method

Satoshi　Yasukochii），　Gengi　Satomi1），　Yoshihiro　Kumital），　Yasushi　Iwasaki1），

　　　　　　　Toshiro　Imail），　Yorikazu　Harada2），　Takamasa　Takeuchi2），

　　　　　　Takahiko　Sakamoto2），　Keizo　Ohta2）and　Tsuyoshi　Kaneko3）

　　　　　Dcpartment　of　Pediatric　Cardiologyl），　Cardiovascular　Surgery2），　and

　　　　　　　　　　　　Clinical　Engineering3），　Nagano　Children’s　HospitaI

　　　Three　successful　percutaneous　balloon　valvetomy　following　the　guide　wire　puncture　for　the

menbranous　pulmonary　atresia　were　reported．　Two　of　3　were　newborns　of　pulmonary　atresia

with　the　intact　ventricular　septum　and　the　rest　one　was　a　2－year－old　boy　with　Ebstein　ar）omaltt

with　pulmonary　atredsia，　whose　pulmonary　valve　was　closed　again　once　after　opening　by　Brock

operation　at　54　days　old．　The　O．018”guide　wire　was　introduced　through　the　40r　5　french　size

right－Judkins－type　cahtheter　to　the　right　ventricular　outflow　and　punctured　the　atretic　pulmonary

valve．　After　ascertaining　the　tip　of　guide　wire　located　in　the　main　pulmonary　artery，10　mm

diameter　Goose－neck　snaring　guide　wire　was　proceeded　via　4F　multipurpose　guiding　catheter

through　either　the　arterial　duct　or　the　left　Blalock－Taussig　shunt，　then　snared　the　punctured

guide　wire　to　be　hold．　Thereafter　balloon　catheters　were　introduced　along　the　guide～～・ire　and

dilated　to　complete　the　pulmonary　valvotomy．　This　guide－wire　purlcture　method　with“snare

techniq2・te’for　the　pulmonary　atresia　is　feasib］e　and　useful　as　the　one　of　the　treatment　choices

for　the　pulmonary　atresia，　because　of　its　easy　operability　with　the　short－t｛me　procedure　once

after　the　guide　wire　perforates　the　atretic　pulm（）nary　valve．
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