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要

旨

1988 年から 1999 年までに当院にて川崎病後の冠動脈障害に対して種々のインターベンションを 10
例に施行した．その有効性について検討した．1）経皮的冠動脈形術（PTCA）：4 例に施行した．初期成
績は有効 3 例，無効 1 例（術中死亡）であった．有効例のうち 1 例は 1 年後に再狭窄をきたし CABG
を施行した．2）経皮的冠動脈内血栓溶解療法（PTCR）に続く rescuePTCA：1 例に施行し有効であっ
た．3）
ロータブレーターによる冠動脈拡張術（Percutaneous Transluminal Coronary Rotational Atherectomy；PTCRA）
：3 例に施行した．初期成績は 3 例とも有効であったが 2 例に再狭窄を認めた．4）
冠動
脈バイパスグラフトに対するインターベンション：内胸動脈グラフト狭窄に対する PTCA が 1 例，大伏
在静脈グラフト狭窄に対する PTCA＋ステント留置術が 1 例であり，2 例とも有効であった．PTCA は
川崎病発症から早期の局所狭窄に対しては有効であった．PTCRA は全周性の石灰化を伴う重症の局所
狭窄をもつ症例において初期成績は有効であったが，再狭窄がみられた．rescuePTCA，冠動脈バイパス
グラフトに対するインターベンションは有効であった．治療方法の決定と評価に血管内エコーは有用で
あった．
背

景

れているとは言い難く，その適応の決定にはさらなる

川崎病後の冠動脈狭窄に対する血行再建術は，外科

議論の余地が残されている．今回我々は当院でのカ

治療とカテーテルインターベンションがある．外科治

テーテルインターベンション施行例について検討し，

療として冠動脈バイパス手術（CABG）があり，カテー

各治療法の有効性について検討し，問題点について考

テルインターベンションとして経皮的冠動脈形成術

察した．

（PTCA）
，ロータブレーターによる冠動脈形成術
（Per-

対

象

cutaneous Transluminal Coronary Rotational Ath-

1988 年から 1999 年までに当科で川崎病罹患後の冠

erectomy；PTCRA）
，ステント留置といった方法が試

動脈障害に対してカテーテルインターベンションを施

みられている1）〜3）．とりわけ PTCRA に関しては近年

行した 10 例を対象とした．各症例数は選択的 PTCA

4）
5）

．しかしこ

4 例，急性心筋梗塞において緊急 PTCR に引き続いて

れら治療方法の選択についてはまだ十分な検討がなさ

施行した rescuePTCA 1 例，PTCRA 3 例
（うち 1 例に

好成績が報告されており注目されている
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再施行）
，冠動脈バイパスグラフトへのインターベン
ションとして PTCA 1 例，PTCA＋ステント留置術 1
例である．全例，RI 心筋血流イメージング（ジピリダ
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表１ PTCA

症例

発症から
の年数

石炭化

標的血管

使用カテ

前

初期成績

短期成績

1． 11Y6M F

8Y11M

＋
＋

LAD

2.0mm 8atm
2.5mm 6tam

88%

40%

（1Y0M）
58%

2． 8Y11M M

8Y8M

＋
＋
＋

LAD

2.5mm
11atm

90%

100%

3． 2Y F

1Y8M

−

LAD

2.5mm
8atm

80%

21%

（4M）
32%

4． 12YM

5Y6M

＋

RCA

2.5mm
16atm

83%

45%

（3M）
49%

RCASS

その他の冠
動脈障害

RCA SS
LCX AN

LAD LS LCXAN

図 1 PTCA 中に死亡した症例の術前冠動脈造影．8 歳男
左前下行枝（LAD）の局所狭窄（LS）および右冠動脈（RCA）のセグメント狭窄（SS）
を認めた．
（左：RCA SS，右：LAD LS LCX AN）

モール負荷または運動負荷）
，トレッドミル検査，電子

イメージングでの潅流欠損域もやや減少した6）．しか

ビーム CT（ジピリダモール負荷），体表面マッピング

し，1 年後の選択的冠動脈造影（CAG）では再狭窄をき

（ジピリダモール負荷）のいずれか，または複数で虚血
所見がみられた．

たし，CABG を施行した．
症例 2 は LAD の LS および右冠動脈（RCA）のセグ

症例と結果

メント狭窄（SS）がみられた（図 1）．LAD LS に対し

1）PTCA

2.5 mm 径のバルーンにて 11 気圧で拡張時にバルーン

4 例に対して施行した（表 1）
．症例 1・2 は 1988 年

が破裂し，その 2〜3 分後に II，III，aVf で ST 上昇，

に，症例 3・4 は，1999 年に施行した．症例 3・4 は血

V 1−3 の ST 低下がみられ，完全房室ブロックとなっ

管内エコー（IVUS）を施行した．症例 1・2 は川崎病発

た．バルーン破裂後，約 18 分で心停止した．心肺蘇生

症から 8 年が経過しており，X 線透視で狭窄部の強い

中の造影にて LAD，左回旋枝（LCX）の完全閉塞があ

石灰化がみられた．

り，re-PTCA を施行したが再閉塞した．心エコーで心

症例 1 では左前下行枝（LAD）セグメント 6 に長い

タンポナーデの所見はみられなかった．完全閉塞の原

局所狭窄（LS）がみられた．2.0 mm 径のバルーンにて

因はバルーンの破裂で生じた内膜フラップによるもの

8 気圧と 2.5 mm 径のバルーンにて 6 気圧で PTCA を

と考られた7）．

201

施行し，88％ から 40％ まで狭窄が軽減でき， Tl 心筋

症例 3 は 2 歳 11 カ月で，LAD に 80％ 狭窄がみられ
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図 2 選択的 PTCA．2 歳女（生後 4 カ月時発症）
PTCA が有効であった症例の術前後の冠動脈造影と IVUS（血管内超音波所見）．狭窄
率は 80％ から 21％ まで改善した．術前の IVUS では高エコー輝度領域は認めず，内膜
肥厚のみであった．
（左：pre，右：post）

た．発症からの期間が 1 年 8 カ月と短く，X 線透視で

部， 左前下行枝セグメント 6 に AN がみられていた．

狭窄部の石灰化の所見はみられなかった．IVUS にて

怠薬がちで，CAG をすすめられていたが，拒否してい

も狭窄部の血管壁では内中膜の著しい肥厚を認めるも

た．就寝時胸痛のため救急搬送された．緊急 CAG で

のの高エ コ ー 輝 度 領 域 は み ら れ な か っ た（図 2）
．

RCA の完全閉塞があり， PTCR
（t-PA 640 万単位）
で，

PTCA 可能と判断し，2.5 mm 径のバルーンで 8 気圧

開通が得られなかった．さらに PTCA
（バルーン径 2.0

にて狭窄率は 21％ まで改善した．IVUS で内中膜厚は

mm 8 気圧）
を追加し狭窄は 46％ まで改善した
（図 3）
．

低下した．ジピリダモール負荷電子ビーム CT で前壁

1 カ月後のフォローアップ CAG では，RCA の狭窄率

の early defect の 範 囲 は 縮 小 し た．6 カ 月 後 の CAG

は 37％ であった．左心室造影では心尖部に壁運動の低

ではわずかに再狭窄がみられた．

下を認めた．

症例 4 は 12 歳で，川崎病再発症例であった．初回の

3）PTCRA

川崎病罹患時には冠動脈障害はみられなかった．再発

3 症例に対して施行した
（表 2）
．3 例は川崎病発症後

後，5 年 6 カ月で，RCA に 83％ 狭窄がみられた．X

9 年から 12 年を経過しており，狭窄部位に X 線透視で

線透視で石灰化が軽度みられた．術前 IVUS は狭窄部

石灰化をみとめた．症例 1 および症例 3 には左内胸動

を通過しなかった．2.5 mm 径のバルーンで 16 気圧に

脈による LAD への CABG が既に施行されていた．

て PTCA を施行し，狭窄は 45％ とやや軽減した．術後

狭窄は各症例とも高度であり，術前の IVUS はプ

施行した IVUS では狭窄部の内中膜の肥厚と同部位に

ローブが通過せず，術後の評価のみ行った．3 例とも術

一部高エコー輝度領域をみとめた．トレッドミル検査

後の IVUS では狭窄部では全周性の高エコー輝度領域

で ST 低下は消失した．3 カ月後の CAG では狭窄率は

を認めた．PTCRA 直後の IVUS によって計測した術

49％ であった．

後の最狭窄部の断面積は症例 1 が 4.32 mm2，症例 2

2）急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈内血栓溶解
療法（PTCR）に引き続いて施行した rescuePTCA

が 4.94 mm2，症例 3 が 1.83 mm2 であった．
症 例 1 で は LCX LS に 対 し て 1.5 mm と 2.0 mm の

症例は 25 歳の男性で 8 歳時に川崎病に罹患した．13

Burr を用いて PTCRA を 施 行 し，最 狭 窄 部 径 は 0.9

歳時の選択的冠動脈造影（CAG）にて RCA のセグメン

mm から 2.2 mm まで拡大した
（図 4）
．PTCRA 直後に

ト 2 に瘤（AN）とやや狭小化している所見があり，

PTCA（バルーン径 4.0 mm 最大 14 気圧）を追加した

RCA の AN の部分に石灰化がみられた．左冠動脈分岐

が無効であった．術後心筋血流シンチでの後壁の欠損

平成12年10月 1 日
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pre（100%）

post PTCR

post PTCA（46%）

図 3 急性心筋梗塞に対する rescue PTCA．25 歳男（8 歳時発症）
経皮的冠動脈内血栓溶解療法（PTCR）にて 100％ 狭窄であったのが末梢がわずかに造
影されるようになった．さらに PTCA を追加し狭窄は 46％ まで改善した．
（左：pre 100％ 狭窄，中：post PTCR，右：post PTCA）

表２ PTCRA
症例

1． 15Y M

発症から
の年数
12Y

標的血管 石灰化

LCX

＋
＋
＋

使用 Burr
（mm）

前

初期成績

短期成績

その他の冠
動脈障害

1.50，2.00

0.9

2.2

（12M）
1.7

RCA SS
LAD OC
（LITA to LAD）

2． 13Y M

12Y1M

LAD

＋
＋
＋

1.75，2.15

1.1

2.2

（6M）
1.5

3． 10Y M

9Y8M

LCX

＋
＋
＋

1.50，1.75

0.7
0.9

2.0
1.8

（8M）
0.6
0.8

RCA SS
LAD OC

0.0

1.3

0.0

（LITA to LAD）

LCX SS
RCA SS

は消失し，トレッドミル検査の ST 低下も軽減した．6

1.75 mm の Burr を用いて PTCRA を施行した
（図 5）
．

カ月後の CAG で同部の再狭窄がみられ，1 年後に最大

まず，1.5 mm の Burr で施行後，CAG で狭窄の軽減が

径 2.15 mm の Burr を用いて再度 PTCRA を施行し，

確認されたが，直後に再度おこなった CAG で no flow

狭窄部径は 1.7 mm から 2.3 mm まで改善した．1 年後

となり，心電図モニター上 ST 低下を認めた．遠位の

の CAG では再狭窄は認めていない．

LS の部分での閉塞も疑われた．再度 1.75 mm の Burr

症 例 2 で は LADLS に 対 し て 1.75 mm と 2.15 mm

を用いて施行し，狭窄は 0.4 mm から 1.2 mm まで解除

の Burr で PTCRA を 施 行 し，最 狭 窄 部 径 は 1.1 mm

できた．術前の99mTc 運動負荷心筋血流シンチで前側壁

から 2.2 mm まで改善した．99mTc 運動負荷心筋血流シ

と後壁に潅流欠損は消失し，トレッドミル検査では

ンチで下壁と後側壁の潅流欠損は消失し，トレッドミ

ST 低下は軽減した．術後 10 カ月の CAG では遠位の

ル検査の ST 低下も軽減した．6 カ月後の CAG ではや

LS の部分で閉塞し，再び虚血所見はみられた．

や再狭窄がみられた．
症例 3 では LCX の 3 箇所の LS に対して 1.5 mm と

4）冠動脈バイパスグラフトに対するカテーテルイ
ンターベンション
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図 4 PTCRA 前後の冠動脈造影および術後 IVUS．15 歳男
最狭窄部径は 0.9 mm から 2.2 mm まで拡大した．IVUS では全周性の高エコー輝度領
域を認め，内腔断面積は 4.32 mm2 であった．
（右：pre，左：post および術後 IVUS）

（右前斜位15˚

腹側25˚）

pre

post

図 5 PTCRA 前後の冠動脈造影および術後 IVUS．10 歳男．
1.75 mm の Burr を用いて開通が得られたが最小内腔断面積は 1.83 mm2 であった．
（左：pre，右：post および術後 IVUS）

左内胸動脈グラフトに対する PTCA を 1 例，大伏在

ローアップの CAG ではグラフトは 99％ 狭窄で，ト

静脈グラフトに対する PTCA＋ステント留置を 1 例

レッドミルで V 2〜V 6 での ST 低下があり，99mTc ジ

に施行した．

ピリダモール負荷心筋血流イメージングで前壁から心

PTCA を施行した症例は，4 歳男児で 3 カ月時に川

尖部にかけて潅流欠損が認められた．1.5 mm 径のバ

崎病に罹患し，両側冠動脈の瘤形成を認めた．その後

ルーン，最大 14 気圧の PTCA によってグラフトは開

LAD の LS が進行し 3 歳時に左内胸動脈グラフトに

通し（図 6），トレッドミルの ST 変化は消失，心筋血

よる LAD へのバイパス手術を施行した．1 年後のフォ

流イメージングの潅流欠損も消失した．3 カ月後の

平成12年10月 1 日
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PTCA後3ヶ月

pre

post

図 6 左内胸動脈グラフトへの PTCA．4 歳男．
（CABG 施行時 3 歳）
PTCA 後 LAD の血流は改善し，3 カ月後のフォローアップにてもグラフトの良好な
開存が保たれている．
（左：pre，中：post，右：PTCA 後 3 カ月）

pre

post

図 7 大伏在静脈グラフトへのステント留置．30 歳男．
（CABG 施行時 15 歳）
術前 IVUS にて狭窄部に一致して一部低エコー領域を含む mass をみとめた．ステン
ト留置にて良好な開大が得られた．
（左：pre，右：post）

CAG でもグラフトの良好な開存が確認された．

の部分もみられた．血栓が疑われた．4.0 mm 径のバ

大伏在静脈グラフトに対する PTCA＋ステント留

ルーンを用いて，4 気圧で拡張して PTCA を行い，引

置を施行した症例は 30 歳男性で，3 歳時に川崎病に罹

き続きステント留置（multilink 4.0 mm×15 mm）を

患した．LCA に瘤形成と，LAD と RCA の閉塞があっ

行った（図 7）．良好な開存が得られ，胸部違和感は消

たため，14 歳時に大伏在静脈を用い，上行大動脈から

失した．運動負荷心筋血流シンチでは潅流欠損の範囲

LAD への CABG を施行した．歩行時の胸部違和感を

は縮小した．

主訴に受診し，99mTc 運動負荷心筋血流イメージングで
前壁に潅流欠損を認めた．CAG でグラフトの 90％ 狭

考

案

川崎病後冠動脈障害に対するインターベンションと

窄を認めた．IVUS ではグラフトの狭窄部に一致して，

して PTCA が試みられてきたが，罹患後年数を経て石

mass がみられ，mass 内は一様ではなく低エコー領域

灰化が強くなった症例は適応外であるとする報告もす

738―
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第5号

でにあり，今回の当院経験症例の検討もそれを裏付け

出部の狭窄など手技的に難しいと判断され，施行を断

る結果となっている8）9）．発症後 1 年 8 カ月で施行した

念せざるを得ない場合も経験した．当院では非常に高

2 歳女児例では X 線透視にて狭窄部に石灰化がなく，

度の 2 箇所の狭窄を認めた 1 例で，術中の一過性の再

さらに IVUS にて全周性の高エコー輝度領域がないこ

狭窄があった．この症例では一過性の ST 変化を認め

とを確認して PTCA 可能と判断した．この症例では

たのみであり，狭窄は以後の手技により改善し，壁運

PTCA にて狭窄の解除が可能であった．川崎病発症か

動の低下などはなかったが，砕片が多くなることが予

ら早期で全周性の石灰化や内膜の高エコー領域がみら

想される高度石灰化症例ではこのような合併症に留意

れない症例においては PTCA は有効な方法と考える．

すべきと考える．また，限局した局所狭窄に対しては

その適応決定のためには IVUS による血管壁の観察が

よい適応となるが，長いセグメントの狭窄や数箇所に

有用である10）11）．PTCA がよい適応となる症例は石灰

及ぶ狭窄に対しては困難と思われる．8 F 以上のシー

化がないことが条件となるため，川崎病発症から早期

スが必要となることで幼少児への適応が制限されるこ

の症例となる．このため，幼少児期の症例が対象とな

とも問題点としてあげられる．

ることが多く，体格に適するガイディングカテーテル
の工夫が必要である．

短期成績において 3 例とも再狭窄がみられた．症例
1 において初回施行後は再狭窄をきたしたが，径 2.15

死亡症例においては全周性の石灰化とともに 2 枝病

mm の Burr を用いて再施行した後には狭窄は認めて

変
（RCA SS，LAD LS）
を認めていたことがリスクファ

いないことから，大きな Burr で最小血管径を大きく

クターとして考えられ，多枝病変症例におけるイン

とることができれば再狭窄の進行を遅くすることがで

ターベンション適応は慎重な判断が必要である．

きるのではないかと考えられる．症例 3 の 10 歳の症例

PTCRA は近年注目されている新しい治療手技であ

の場合は遠位の血管径が細く，穿孔の危険があるため，

り，川崎病後の石灰化の強い狭窄病変に対して好成績

Burr サイズを上げることができなかった．十分な最小

が報告されている．金属の先端部分（Burr）にダイヤ

血管径を得ることができず閉塞に至った．PTCRA は

モンドチップが埋め込まれておりワイヤーをガイドと

初期成績は良好であるが，再狭窄はみられた．中長期

してを高圧ガスで毎分 160,000〜180,000 回転させ，プ

の予後については慎重な経過観察が必要である．

ラークや石灰化病変を径 5 ミクロン以下の研削片に研

緊急 PTCR に引き続く PTCA は当科ではまだ 1 例

削する．石灰化の強い病変，PTCA バルーンが通過し

の経験のみであるが，本症例においては良好な結果が

ない病変などが適応として考えられる．成人例で報告

得られた．PTCR によって開通が得られない場合，有

されている合併症としては，穿孔，血流遅延，急性閉

効な治療法と考えられる．

塞があり，血流遅延や急性閉塞は研削片が多いほどお
12）
13）

川崎病後の冠動脈障害において CABG は近年成績

．川崎病後冠動脈障害

も安 定 し，治 療 法 と し て ま ず あ げ ら れ る 手 段 で あ

における PTCRA ではまだ術中の重篤な合併症の報

る15）〜17）．しかし，術後グラフトの閉塞，吻合部狭窄例

告は無いが，術後 1 週で心筋梗塞を発症した例が報告

もみられ，このバイグラフト狭窄にインターベンショ

されている14）．PTCRA によって内膜に損傷を加えた

ンを行うことで，グラフトの開存率を向上させること

結果，血栓ができやすくなり心筋梗塞を誘発した可能

が期待できる18）．冠動脈バイパスグラフトに対するイ

性も否定できない．

ンターベンションを 2 例経験し，2 症例ともに良好な

こりやすいと言われている

当院で施行した PTCRA はいずれも Burr のサイズ

開存を保っている．

に応じて狭窄解除が可能であった．一例に対して術後

内胸動脈グラフトにおいては，対象が幼少児である

PTCA を追加したが効果はなかった．PTCRA 後の

ことから，血管径が細く，吻合部狭窄をきたした場合，

IVUS では研削痕とその周囲の全周性高エコー輝度領

閉塞しやすい．また，naitive flow と競合し，CABG

域が認められており，バルーンでの拡張が困難であっ

後早期に閉塞する場合がある．CABG 後，早期に進行

たと考えられる．PTCRA は川崎病後の冠動脈局所狭

する内胸動脈グラフトの吻合部狭窄に対して PTCA

窄に対してよい適応となりうるが，全周性に石灰化の

は有効である．SVG グラフトについては，長期の開存

ある重篤な症例では Burr サイズ以上の狭窄拡大効果

例が少ないが，PTCA とステントを組み合わせること

は期待できない．全周性石灰化を認める例では術後の

で開存を維持できる場合がある．外科的治療とカテー

PTCA やステント留置は困難である．また巨大瘤の流

テルインターベンションとの共同治療として，今後も
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表3

川崎病後冠動脈狭窄に対する治療選択フローチャート

検討されるべき領域である．

きたし心筋虚血所見が出現した症例，あるいは早期に

川崎病後の冠動脈障害は動脈瘤と局所狭窄が混在す

進行する吻合部狭窄に対しては，内胸動脈グラフトで

る場合が多く，現状では形態的にインターベンション

は PTCA が有効である．静脈グラフトに対してはステ

にむかない症例もみられる．対象が幼少児の場合，血

ントの追加が有効である．バイパスグラフト狭窄に対

管径が細く，シースの太さが制限される場合がある．

するインターベンションは開存を保持するために考慮

ガイディングカテーテル，デバイスの工夫も必要とな

されるべきである．
結

る．この分野は今後発展が期待されるが，適応を慎重
に検討し，内科スタッフの協力のもと，合併症にじゅ
うぶん留意し，施行していくべきであると考える．

語

当院における川崎病後冠動脈障害に対するカテーテ
ルインターベン シ ョ ン 施 行 例 に つ い て 検 討 し た．

当院での川崎病後の冠動脈障害に対する治療法の選

PTCA は狭窄部の石灰化の強い症例には無効である

択基準を示す
（表 3）
．まず冠動脈に 75％ 以上の局所狭

が，発症後早期の石灰化を認めない症例においては効

窄があり，負荷心筋血流血流イメージング，トレッド

果が期待できる．PTCRA は全周性石灰化を認める症

ミル検査，電子ビーム CT など19）にて狭窄部に一致し

例において有効な治療手段といえる．しかし当院での

た領域に虚血所見を有するものは血行再建術の適応と

経験例では再狭窄をきたした症例もあり，中長期予後

なる．カテーテルインターベンションか CABG かの選

について今後も観察が必要である．バイパスグラフト

択は標的血管の形態，標的血管以外の冠動脈障害，対

に対するインターベンションはグラフトの開存の保持

側血管から標的血管への側副血管の有無，年齢などに

に有効である．

より検討する．2 枝以上に LS，SS もしくは閉塞など重
篤な病変を認める場合，原則として外科治療を考慮す
べきである．
インターベンションによる治療の選択にあたっては
狭窄部の石灰化の有無を単純レントゲン，X 線透視に
てみる．さらに可能ならば IVUS にて血管内膜の高エ
コー輝度領域を確認する必要がある．高エコー輝度領
域が全周性であれば PTCA の効果は期待できないと
考える．このような症例では PTCRA を選択すべきで
ある．高エコー輝度領域が局在性，もしくは内膜の肥
厚のみであれば PTCA の効果は期待できる．
また CABG 後の症例で，バイパスグラフトに狭窄を

本論文の要旨は第 35 回日本小児循環器学会総会（1999
年 7 月，福岡）にて発表した．
稿を終えるにあたり，カテーテル治療について多大な御
協力をいただいた当院心臓血管内科宮崎俊一先生をはじ
め，CCU のスタッフの皆様に心より感謝いたします．
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Catheter intervention for coronary arterial lesion due to Kawasaki
Disease in the view of our hospital s experience
Koichi Nishida＊＊, Etsuko Tsuda, Osamu Yamada, Hideo Ohuchi, Yasuo Ono,
Tetsuro Kamiya, Shigeyuki Echigo and Soichiro Kitamura＊
Department of Pediatrics Surgery＊, National Cardiovascular Center
Department of Pediatrics Fukui Medical University＊＊

It has not been discussed enough about the indication of catheter intervention for coronary arterial stenosis due to Kawasaki disease. To evaluate the effectiveness of the therapy, we reviewed the
cases of catheter intervention for Kawasaki disease performed in our institute from 1988 to 1999. 1）
Four patients underwent percutaneous transluminal coronary angioplasty（PTCA）.Three were effective, but one of the three showed re-stenosis. One was not effective, and he was dead during
PTCA. 2）A patient underwent rescue PTCA following to emergency percutaneous transluminal
coronary recanalization（PTCR）for acute myocardial infarction. It was effective. 3）Three patients
underwent percutaneous transluminal coronary rotational atherectomy（PTCRA）. All cases were effective in the early result, but they showed re-stenosis. 4）Two patients underwent catheter intervention for coronary artery bypass grafts（CABG）. One was PTCA for the stenosis of the left internal
thoracic artery. The other was PTCA and stent implantation for the stenosis of the saphenous vein
graft. Both cases showed good results.
We think there is no indication of PTCA for the stenotic lesion with severe calcification. PTCRA
is effective for the stenotic lesion with severe calcification in the early result, but some cases showed
re-stenosis, and long term merit is thought to be still unknown. The evaluation of calcification at the
site of stenosis is important for the choice of the therapy. Intervention for coronary artery bypass
graft is useful, and it may prolong the patent period of graft.

