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症例報告

ハイリスク左心低形成症候群（HLHS）に対する
心臓カテーテル法による 2 つのステント同時留置術の経験
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Experience of Double Stents Implantation by Cardiac Catheterization
for High-risk Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS)
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The Norwood procedure is a highly invasive, but unavoidable, palliative operation for patients with hypoplastic left heart syndrome (HLHS), followed by Fontan circulation. In high-risk HLHS patients with severely deteriorated ventricular function, we
perform bilateral pulmonary artery banding (Bil-PAB) as the first palliative operation. For a long period between Bil-PAB and
the Norwood or Norwood-Glenn procedure, it is necessary to maintain both interatrial and ductal blood flow. On the narrowing of interatrial communication after Bil-PAB, balloon atrial septostomy (BAS) is performed to maintain interatrial blood
flow, although its effect may be unstable. On the other hand, PGE1 administration to maintain the patency of ductus arteriosus
for a long period, which is necessary for retaining systemic circulation, may cause some side effects, and it therefore requires
careful monitoring. We experienced a case of a girl with HLHS who underwent Bil-PAB 7 days and BAS 30 days after birth.
We judged it difficult to perform the Norwood-Glenn procedure because interatrial communication became too restrictive,
long PGE1 infusion caused side effects, and ventricle function did not improve. Therefore, we decided to select the less invasive procedure of double interatrial and ductal stenting by cardiac catheterization. After successful stenting, respiratory management using hypoxic gas mixture was needed against heart failure due to the increased pulmonary blood flow. Finally, she
underwent the Norwood-Glenn procedure at 240 days of age. In Japan there have been few reports on double stenting, and
therefore there are no definite criteria for the indication, efficacy, optimal implant-timing, maneuver, and subsequent management of double stenting. Double stenting may be one therapeutic strategy for HLHS, especially for a high-risk patient.
要

旨

Fontan 循環を目指す左心低形成症候群
（HLHS）患者に対して，侵襲性の高い Norwood 手術は不可避な姑息的手
術である．当院では心室機能低下が著しいハイリスク HLHS に対しては，両側肺動脈絞扼術
（Bil-PAB）
を第一姑息
術として選択しているが，Norwood 手術または Norwood-Glenn 術までの長期にわたる心房間と動脈管の血流維持
は必要不可欠となる．Bil-PAB 後，狭小化した心房間交通にはバルーン心房中隔裂開術
（BAS）を行うが，その効果
は限定的で，体循環維持に必須である動脈管開存に対する長期間の PGE1 製剤の投与は，その副作用が無視できな
い．今回，心房間交通の狭小化，長期の PGE1 投与による副作用と改善しない心室機能のため，侵襲の大きな
Norwood 手術が困難と判断された 70 生日のハイリスク HLHS（7 生日；Bil-PAB，30 生日；BAS）
に低侵襲な心臓カ
テーテル法によるステント留置術
（心房間ステント，動脈管ステント）を行った．留置後の肺血流増加による心不
全に対して低酸素呼吸管理を必要としたが，240 生日に Norwood-Glenn 術に到達できた．本邦では HLHS に対す
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るステント留置術は報告が少なく，適応，効果，施行時期，手技，留置後の循環管理法などに不明な点が多い
が，HLHS，なかでもハイリスク HLHS の治療戦略のひとつになる可能性がある．

はじめに
治療法の工夫により左心低形成症候群
（HLHS）の治

2．入院時現症
身長 44 cm，体重 2,536 g
，心拍
血圧 54/34 mmHg（右上腕）
，SpO2 87％（上肢）

療成績は改善しつつあるが，本邦における本疾患の 5

数 174/ 分，呼吸数 56/ 分

年生存率は 51％，右心バイパス非到達率 39％1）といま

顔面：顔貌異常なし

だに予後不良である．死因は複合的だが，多くは心室

胸部：呼吸音は清で左右差なし

機能不全が関与し，いかに心室機能を落とさず良好な

心音は I 音正常 II 単一亢進 III 音あり，gallop リズ

循環動態を保持できるかが予後を大きく左右する．右
心室を主心室とする HLHS では肺静脈血がスムーズに
右心室に還流できることが大切であり，心房中隔欠損
（ASD）の存在が極めて重要である．また，下行大動脈
はもちろん，上行大動脈への血流も動脈管を介して供

ムあり，心雑音なし
腹部：平坦軟，肝は右肋骨弓下に 1 cm 触知，腸蠕
動音は聴取せず
四肢：末梢冷感あり，四肢脈拍触知は良好，四肢の
奇形なし

給されるため，右心室から体循環・冠循環を維持する
には安定した動脈管の開存も必要である．したがって

3．入院時検査所見

心房間交通の狭小化や動脈管閉鎖などの問題点に対

1）胸部 X 線検査

し，可能な限り小さな侵襲で心室機能，血行動態を維

CTR 49％，肺血管陰影増強なし，肺うっ血，横隔膜

持することが重要である．狭小化した心房間交通に対

異常なし．

しては従来，バルーン心房中隔裂開術
（BAS）や開胸

2）心エコー検査

ASD 作成術が行われてきたが前者では持続性に欠

大動脈弁閉鎖
（AA）
，僧帽弁閉鎖（MA）
，大動脈弓低

け，後者では侵襲が大きい．近年欧米では心房間ステ

形成，右鎖骨下動脈起始異常，右室自由壁厚 2 mm，

ント留置が試みられ良好な成果を上げている2）．また，

上行大動脈径 2 mm，ASD 径 5 mm，動脈管径 6 mm 右

Bil-PAB 後の PGE1 製剤による動脈管開存維持は不安定

左短絡，三尖弁逆流軽度，肺動脈弁逆流なし，壁運動

で，閉鎖によるショックや肺血流増加による肺うっ

は心室壁がふるえているのがわかる程度．

血，易感染性，骨膜肥厚，皮膚障害といった副作用が

3）
動脈血液ガス分析
（FiO2 0.21）検査

問題となる．近年，Bil-PAB と動脈管へのステント留置

pH 7.188，PO2 44 mmHg，PCO2 53 mmHg，BE -8.9

を同時に行うハイブリッド治療が行われ，有効とされ

mmol/l，HCO3 19 mmol/l

ている3）．

4）血液検査

今回われわれは，BAS 不応の狭小化した心房間交通

WBC 12,090 /el，Hb 16 g/dl，Hct 45％，Plt 24 万 /el，

に対して，心房間ステント留置を行うと同時に動脈管

AST 22 IU/l，ALT 6 IU/l，BUN 7 mg/dl，Cr 0.6 mg/dl，

ス テ ン ト 留 置 を 行 い 血 行 動 態 を 安 定 さ せ た 後，

TBil 1.8 mg/dl，LDH 306 IU/l，CK 233 IU/l，ALP 450

Norwood-Glenn 術へ到達し得た症例を経験したので報

IU/l，Na 139 mEq/l，K 4.1 mEq/l，Cl 100 mmol/l，Ca

告する．

9.4 mg/dl，CRP 0.03 mg/dl
症

例

5）染色体検査
（G banding）
異常なし．

1．現病歴
妊娠歴に異常なく，妊娠 29 週の胎児心エコー検査
で HLHS と診断された．在胎 39 週 3 日，2,536 g，骨
盤位のため予定帝王切開にて仮死なく出生し，ただち
に当院 NICU へ搬送となった．

4．入院後経過
1）出生からステント留置までの経過
右室壁は特に自由壁の一部で菲薄化が著明であり収
縮能も極めて不良であった．ASD は心エコー上 5 mm
程度で心房間交通は確保されていると判断した．人工
心肺使用はリスクが高すぎるため，PGE1 製剤の持続
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Table 1

Interatrial flow velocity before and after stenting by echocardiography

Interatrial flow velocity

Fig. 1

Interatrial flow at before stenting by echocardiography.
RA: right atrium, RV: right ventricle, LV: left atrium

投与後，初回姑息術として日齢 7 に Bil-PAB のみを施
行した．術後 SpO2 は 80％台後半で経過したが，ASD

Before stenting

After stenting

230 cm/s

73 cm/s

Fig. 2

Stent implantation on atrial septum.

2）ステント留置
（1）心房間交通の確保

が狭小化し 75％まで低下したため日齢 30 に BAS（6F

右大腿静脈に 5F シースを挿入し右室，下行大動

Rashkind）を行った．直後の左心房
（LA）圧に変化はな

脈，肺動脈の造影を行った．次に，5F アンギオバルー

かったが，心エコー上，ASD 径は 2 mm から 4 mm へ

ンカテーテルを左房へ進めた．LA 圧は peak 値で 40

拡 大 し，SpO2 は 78 ％か ら 85 ％ま で 上 昇 し た． 日 齢

mmHg を示し，左房造影にて約 2 mm の狭小化した心

52，啼泣を契機に突然の血圧低下，心室収縮能低下，

房間を通過する jet が確認できた．6F ロングシースに

乏尿を呈したため人工呼吸管理，カテコラミン，クロ

入れ替え，先端を心房中隔付近まで進め，0.021 inch ガ

ルプロマジンによる鎮静にて心室収縮能改善と後負荷

イドワイヤーを心房間に通し，先端を左下肺静脈に固

軽減を図り，動脈管のいっそうの開存を目的に PGE1

定した．Palmaz Genesis
（6 mm×18 mm）をガイドワイ

製剤を増量した．循環動態は安定したが SpO2 は徐々

ヤーに沿って心房中隔まで進め，経胸壁心エコー検査

に低下し 60％台となった．心エコー上，心房間血流

でバルーンの中央が心房中隔に位置するように慎重に

（左→右）の流速は 200 cm/s を超え（Table 1）
，ASD 狭

確認しながら 10 atm で拡張した
（Fig. 2）
．直後，心エ

小化を認めた（Fig. 1）
．一酸化窒素吸入にても SpO2 の

コー検査でステントのほぼ中央に心房中隔が位置し，

上昇は得られず，心収縮能も極めて不良で人工心肺下

心房間の流速は 73 cm/s であった
（Table 1，Fig. 3）
．

での ASD 作成は依然リスクが高く，また心房壁が厚

（2）
動脈管開存による体循環維持

く左房サイズも大きくないため BAS では前回以上の

次に，デフレクティングガイドワイヤーを用いて

効果が得られないと判断し，日齢 70 に人工呼吸管理

5F アンギオバルーンカテーテルを右室から主肺動脈

下での心房間にステント留置を計画した．PGE1 製剤

まで進め，それに沿って 6F ロングシースを肺動脈ま

長期使用による副作用を回避し少しでも安定した体循

で進めた．Illiac Wallstent（7 mm×23 mm）
を動脈管内へ

環・冠循環を維持するため，同時に動脈管へのステン

進め，すばやく外筒を外しステントを動脈管へ留置し

ト留置も行うこととした．

た（Fig. 4）．直後の心エコー検査において，ステントの
下行大動脈側への逸脱が 4 mm 確認されたが，上行大
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Table 2

Cardiac catheterization data pressure and SpO2 data before and after stenting,
and before Glenn operation
Before stenting

RA (mean)

After stenting

5

Before Glenn operation
6

LA (mean)
RPAW (mean)

11

RPA

15/10 (12)

MPA

70/32 (51)

RV

77/2

69/0

FA

99/44 (61)

77/31 (48)

SpO2 (FA)

54

80

RA: right atrium, LA: left atrium, RPAW: right pulmonary artery wedge, RPA: right pulmonary
artery, MPA: main pulmonary artery, FA: femoral artery, SpO2: saturation pulse oximetry

Fig. 3

Atrial septum stent on echocardiography.

Fig. 4

Stent implantation in ductus.

動脈への血流は維持されていることを確認した．

ロール，カンデサルタンを導入した．8 カ月時の心臓

3）
ステント留置後の経過

カ テ ー テ ル 検 査 で， 主 肺 動 脈 圧
（MPAp）
70/32
（51）

両ステント留置直後からヘパリン 0.1 ml/kg 静脈注入

mmHg，右肺動脈圧
（RPAp）
15/10
（12）mmHg
（Table 2）
，

（iv）
×4 回 / 日，アスピリン 1 mg/kg/ 日の内服を開始

肺血管抵抗
（RpI）
0.22 と肺動脈圧は低く，PA index 845

し，さらに翌日からワーファリン 0.1 mg/kg/ 日の内服

mm2/ 体表面積と肺血管床の発育も良好で右室駆出率

を開始し，PT-INR 1.5〜2.0 を維持した．留置後 3 日目

（RVEF）
48％と右室収縮能も回復し，Glenn 循環が成立

に PGE1 製剤を中止したが，動脈管の血流に変化はな

すると判断し，Norwood-Glenn 術を施行した．動脈管

かった．SpO2 は 90％台後半まで徐々に上昇し，ステ

ステントは下行大動脈へ 4 mm 逸脱していたため，下

ント留置後 5 日目にショックとなり徐脈，血圧低下を

行大動脈上端を可能な限り残してステントごと切断

呈した．肺血流増加によるものと判断し窒素吸入によ

し，残存したステントを下行大動脈から剥離した．ス

る低酸素換気療法を人工呼吸管理下に行った．窒素吸

テントは内膜で覆われていたため，一部内膜を剥離す

入開始後 5 日で SpO2 は 80％台半ばで安定し，バイタ

ることとなった（Fig. 5）．心房間ステントは，心房中

ルサインは徐々に改善したが循環状態は不安定で，人

隔にて支持されており，血栓などの付着は認められな

工呼吸管理は継続した．抗心不全療法として，PDE III

かったが，抜去し ASD 拡大術を行った
（Fig. 6）．術直

阻害剤持続投与下にイミダプリルや高用量カルベジ

後，上大静脈圧は 18 mmHg，大腿静脈圧は 10 mmHg

48

日本小児循環器学会雑誌

第26巻

第3号

247

Fig. 5

Ductus stent.
Fig. 6

であった．

Atrial septum stent.

るリスクがある．一方，ステントは効果，安全性とも

術後 13 日目，心エコー検査にて大動脈弓吻合部の

に高いと考えられるが，デバイスの選択と位置決定が

再狭窄が認められたため，経下行大動脈に冠動脈用ス

重要である．今回のように狭小化した心房間交通の症

テント LIBERTE
（4 mm×12 mm）
を留置した．外科手術

例では心房壁が右房側へ伸展され，その状態で右房か

侵襲と大動脈弓部の再狭窄による後負荷増大により

ら左房へガイドワイヤーを通すことにまず時間を要し

Norwood-Glenn 術前に回復していた右室収縮能が，

た．心房間交通確保のステントは，左心房壁に当たら

再度低下し，術後 20 日目，中心静脈カテーテルを感

ない長さでかつ，支持組織が少ない中で右心房へ脱落

染源とする MRSA 敗血症を併発，治療に抵抗し術後

しない程度の長さが必要であるため，今回は Palmaz
Genesis（6 mm×18 mm）
を選択した．また，ステント中

35 日目に死亡した．
考

察

央を心房壁に位置させることが重要で，心エコーガイ
ド下に慎重に行う必要がある．

当院は全身状態が不安定で人工心肺下の開心術が困

ステント留置後 SpO2 は 90％台まで到達し，施行 5

難と判断される HLHS 症例に対して第一姑息術として

日目に肺血流増加によると考えられる循環破綻に陥っ

Bil-PAB を行っている．その多くは第二姑息術として

た．窒素ガス吸入による低酸素換気療法を用いて FiO2

生後 3 カ月以降に Norwood-Glenn 術を施行するが，そ

0.15〜0.20 で肺血流をコントロールし SpO2 85％前後

の間十分な右室機能，心房間交通および動脈管開存は

に管理した．FiO2 を上げると体血圧が低下し，低酸素

必須である．心房間の狭小化による肺高血圧は Glenn

換気療法中止までに 40 日間を要した．Bil-PAB 後に

循環の成立を困難とし，動脈管の狭小化は体循環・冠

もかかわらず，心房圧の低下によりそれまで高かった

循環不全に陥る．

肺血管抵抗が低下し肺血流が増加したものと考えら

HLHS は胎生期に，心房間を通過する血流が少ない

れ，心房間ステント留置後の注意点であろう．

ため卵円孔は小さく，小さな卵円孔では出生後の心房

心房間ステント留置は 1 回の手技で比較的長期間に

間血流の増加に対応できない．HLHS の 6％に心房間

心房間血流を維持することができ，外科的介入に比べ

交通がなく，心房間交通の狭小化例は 22％程度に及

て侵襲も少ない．第二姑息術
（Norwood 手術あるいは

ぶといわれ4），出生直後に BAS を要する症例も少なく

Norwood-Glenn 術）
までの期間が短い HLHS に適した

ない．従来の BAS は経皮的にバルーンやブレードを

方法と考えられる．

用いて行われてきたが，HLHS では左房が小さくバ

Norwood 手術に先行して Bil-PAB を行った場合，大

ルーンが十分に膨らまないため効果が不十分な例があ

動脈弓再建までの期間 PGE1 製剤の持続投与が必要と

り，時期をかえて BAS を繰り返す例もある．またブ

なり，無呼吸，不穏，血圧低下，浮腫，電解質異常，

レードでは手技操作上に限界があり，左房壁を穿孔す

骨膜肥厚などの PGE1 による副作用に加え，リポ化製

平成22年 5 月 1 日
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剤であれば脂肪による皮膚障害や高脂血症などの副作

ステント留置はいずれも外科的介入よりも低侵襲で，

用も長期管理のうえで問題となる．ステント留置すれ

比較的長期間血流を確保することができるため，BAS

ばこれらの問題から解放される．

の繰り返しや PGE1 製剤の長期投与を回避でき，良い

まず，動脈管ステントを留置する場合ロングシース
が必要となるが，ロングシースを三尖弁を通して肺動

心室機能を維持した状態で Norwood-Glenn 術へ到達す
ることができる可能性があると考えられる．

脈まで進めるにあたり，心室機能が悪い症例では注意

近年の HLHS 予後改善は手術法やデバイスの進歩に

を要する．三尖弁や右室壁，右室流出路圧迫による不

よるところが大きい．本症例のようなハイリスク症例

整脈やさらなる心室機能低下をなるべく回避するため

に対して，このような低侵襲な介入と積極的な内科治

に，アンギオバルーンカテーテルをガイドとして用い

療導入を，追い詰められてからではなく，計画的に適

た．アンギオバルーンカテーテルが三尖弁の中央を通

切なタイミングで行うことで，さらなる予後改善の見

過するように位置させ，それに沿ってゆっくりとロン

込みがある．これらすべてを包含した治療計画を，窮

グシースを進め，できるだけ三尖弁や右室壁，右室流

してからではなくあらかじめ策定しておくことが重要

出路に接触させないように注意した．

である．

また，動脈管ステントの場合もその位置決定が重要

結

である．ステントの位置が不適切で，動脈管組織を十

語

分にカバーできない場合は，狭小化し体循環・冠循環

第一姑息術が Bil-PAB である HLHS では，Norwood-

不全に陥る可能性があり ，下行大動脈側へ逸脱すれ

Glenn 術まで心房間と動脈管の血流維持が不可欠だ

ば下行大動脈の血管壁を損傷し，後の狭窄の原因とな

が，BAS 不応で重度心室機能不全を伴う症例では，本

り，動脈管から上行大動脈への血流が阻害され，心筋

例のように心房間と動脈管ステント留置を経て，Nor-

5）

虚血，脳虚血などの重大な問題に陥る可能性がある．

wood-Glenn 術へ到達できる可能性がある．緻密な計

ステントにはバルーン拡張型と自己拡張型の 2 種類が

画を立てデバイスサイズや位置を慎重に決定し，抗凝

ある．バルーン拡張型ステントは自己拡張型ステント

固療法や肺血流管理など施行後のフォローアップが柔

と比較して目的とする拡張径が得られやすく，逸脱が

軟になされれば，長期間安定した心房間および動脈管

起こりにくいという利点があるが，血管壁の裂開，瘤

血流を維持でき，HLHS の予後改善に寄与する可能性

形成などの危険性がある．本症例では動脈管をさらに

がある．

拡張する必要はなく，動脈管組織が脆弱であるため，
裂開の危険性を考慮して自己拡張型ステントである
Illiac Wallstent
（7 mm×23 mm）
を選択した．結果的に下
行大動脈側へ逸脱する形となった．上行大動脈への血
流は制限されなかったが，下行大動脈に接したステン
トは内膜と一体化し大動脈再建の際，下行大動脈内膜
の一部を剥離する必要があった．これが術後の大動脈
縮窄の一因と考えられる．しかし，動脈管ステント留
置は適切なサイズと位置決定ができれば，PGE1 製剤
に取って代わる有効な手技と考えられる．
留置後の抗凝固療法は必要ないとの意見もあるが，
今回は当院の右心バイパス術後に準じて抗凝固療法を
行った．留置直後からアスピリン 1 mg/kg/ 日の内服と
ヘパリン 0.1 ml/kg iv×4 回 / 日を開始し，ワーファリン
により PT-INR 2.0 近くになったところでヘパリンを中
止し，引き続き PT-INR を 1.5〜2.0 でコントロールし
た．Norwood-Glenn 術時のステント回収時には，心房
間，動脈管ともにステントに血栓の付着は認められな
かった．
本症例は出生直後から著しく心室機能が悪く，結果
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的に感染で亡くなった．しかし，心房間と動脈管への
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