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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　非常に稀な大動脈弁欠如症の1例を経験し剖検する機会を得たので，今までの報告例2例と合わせて

臨床所見，剖検所見の検討を行った．また本疾患の発生病理についても考察した．3例とも男児で出生

直後の呼吸困難チアノーゼにて発症し生後数日以内に死の転帰をとった．2例でto＆fro雑音を聴取

した．胸部X線では著明な心拡大と肺うっ血像を呈した．心電図には一定の傾向はなかった．剖検所見

は本症例は大動脈弁，バルサルバ洞が欠如し，大動脈基部弁輪部に一致してわずかの狭小化を認めた．

2報告例は同部に小さいridgeを認めている．また，大動脈径は正常で2報告例では僧帽弁の低形成を

伴ったが，本症例では僧帽弁膜性閉鎖および左室内の未熟な肉柱形成と高度な心内膜線維弾性症を認め

た．2報告例はともに両大血管右室起始症の合併を認めたが本症例の大血管関係は正常であった．外科

的治療はpalliationも含め難しく，本症例はバルーンによる心房中隔欠損作製術にて延命をはかったが

生後4日で死亡した．

　大動脈弁如症は非常に稀な疾患でその臨床像は明ら

かではない．今回我々は大動脈弁欠如症の1例を経験

し，剖検する機会を得た．我々の調べえた範囲では本

疾患は現在まで世界の文献上2例の報告1）2）しかなく，

本邦では本症例が初めての報告と思われる．そこで本

例の報告とともに先の2報告例を加えて臨床所見，剖

検所見の検討を行った．

　　　　　　　　　　症例報告

　症例：男児，生後4時間．

　家族歴：特記事項なし．

　現病歴：妊娠中異常なし，41週3，360グラムで腎位に

て出生．Apgar　score　6点．羊水混濁を認めた．出生

直後よりチアノーゼ著明で，生後15分Respiratory
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distress強いため人工呼吸管理下に当院紹介入院し

た．

　入院時現症：人工呼吸管理下に全身に高度のチア

ノーゼを認めた．心拍数130／分．心音は1音II音とも

単一で充進し，駆出性収縮期雑音Levine　1／6程度を第

3肋間に聴取した．拡張期雑音は聴取しなかった．呼

吸音は左肺野で減弱し，両肺野にラ音を聴取した．肝

臓は右乳線上肋骨弓下に4cm硬く触知し，脾臓は肋骨

弓下に2cm触知した．

　血液ガス分析：（右梼骨動脈）人工呼吸条件FiO、

0．5，換気回数50／分にてpH　7．436，　PO237mmHg，酸

素飽和度73％，PCO229mmHgであった．

　胸部X線（図1）：内臓心房位正位．高度心拡大．心

肺境界不鮮明で肺はhomogenousな陰影を認めた．

　心電図（図2）：洞調律，右軸偏位（QRS軸160°），

胸部誘導はrSパターンであった．
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　心エコー検査（図3）：内臓心房位正位，d・ループ，

大血管関係正常．僧帽弁は膜様に閉鎖している様にみ

えた．左室は球状に拡張肥大を認めた．左室駆出率は

低下しており，約8mm径の大動脈が左室より起始して

いた．大動脈弁輪部は上行大動脈に比べ細かった（写

真は心房中隔欠損作製術後に記録した写真のため心房

中隔欠損を認める）．以上から僧帽弁閉鎖症，大動脈弁

欠如（？），動脈管開存および卵円孔開存と考えプロス

タグランディンE、（PGE，），ドブタミン（DOB）使用

下に緊急にバルーンカテーテルによる心房中隔欠損作

製術（Balloon　atrioseptostomy；BAS）を施行した．

その後，同一条件下でPO230mmHg台に維持されて

いたが，黄疸が進行し（総ビリルビン値24mg／dl），生

後3日目に交換輸血を施行した．しかし，同日代謝性

図1　胸部X線．著明な心拡大，肺うっ血を認める，
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アシドーシスが進行し，生後4日にて死亡した．

　　　　　　　　　　剖検所見

　大動脈弁（図4）：弁尖は全く存在せず，弁輪と一致

する部分に軽度狭小化を認めた．バルサルバ洞は各々

の認識は不可能だが左右のバルサルバ洞と推定される

部分に一致して両側冠動脈が起始していた．その分布

は通常通りだが，左冠動脈が高位起始を示した．

　左心室（図4）：軽度の拡張を認めた．肉柱は未熟で

高度な心内膜線維弾性症を認め，乳頭筋は低形成の後

乳頭筋のみであった．

　僧帽弁：弁口は径3mmと著しく小さく膜性閉鎖を

示し，その弁組織が左心室内の乳頭筋に挿入しPara－

chute　Mitral　Valveの形態をとっていた．また，欠損

している大動脈弁輪部まで線維性の組織がつながって

おり，大動脈弁輪一僧帽弁線維性連続は存在するもの

と考えられた．

　左心房（図5）：低形成で高度の線維化を認めた．

　右心系をみると（図6）正常の形態を示す右心房は

著しい拡張性肥大を示し，心房中隔はBASによる人

工的心房中隔欠損が大きく開存していた．三尖弁は右

室相応に弁輪の拡大を認め，弁尖組織は中等度にゼラ

チン様結節形成を認め，未熟性の存続している所見を

示していた．

　右心室は高度の拡張性肥大を認め，肉柱形成は左心

室程でないが，未熟な肉柱形成パターンを認める．肺

動脈流出路（漏斗部）は広く開存しており，肺動脈弁

は3弁であるが，顕著にゼラチン様結節を伴う弁尖で

ある．

　心外奇形は肺が両側3分葉で，馬蹄腎を認めた．脾

臓は正常であった．
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図2　心電図．右軸偏位，胸部誘導はrSパターンを呈する．
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図3　心エコー図．上段は左室流出路，下段は四腔断

　面像，BAS後の撮像である，

　Ao；aorta，　LA；left　atrium，　RA；right　atrium，

　LV；left　ventricle
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　　　　　　　図4　左室流出路
LCO；left　coronary　artery　ostium，　Ao；aorta，　RCO；

right　coronary　artery　ostium，　AtMV；atretic　mitral

valve

　　　　　　　　組織所見（図7）

　左室流出路の前壁から左冠動脈起始部にかけた大動

脈の組織で，冠動脈は主幹部及び前下行枝が横断面又
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　　　　　　　　図5　左心房
LAA；left　atrial　appendage，　ASD；atrial　septal

defect
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　　　　　　　　　　図　6

RAA；right　atrial　appendage，　RA；right　atrium，

SVC；superior　vena　cava，　IVC；inferior　vena　cava，

TV；tricuspid　valve，　RV；right　ventricle

は長軸に沿ってみえている．弁尖は全く認められず，

大動脈弁輪部はコラーゲン線維を主とした組織が確か

に存在するが，その量が著しく少なかった．大動脈壁

はほぼ正常の構造を示していた．心内膜には著しい心

内膜線維弾性症が認められた，心筋には部分的線維化

以外著しい変化を認めなかった．

　　　　　　　　　　考　　按

　大動脈弁欠如症（以下A弁欠如症と略す）は非常に

稀な疾患だが，調べ得た範囲では今までに世界で2例

の報告例がある．1975年にToewsら1）の経験した両大

血管右室起始症（DORV）に合併した例が最初の報告

例で，次いで1984年Biermanら2）はやはりDORVに

合併し，胎児エコーにて診断し得た1例を報告してい
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る．従って本症例は正常大血管関係のA弁欠如症とし

ては世界最初の報告例と思われる．そこでこれら2例

の報告例の文献上記載事項と本症例を合わせた3例に

ついて臨床所見，剖検所見の比較検討を試みた．

　以下Toewsらの症例を症例1，　Biermanらの例を

症例2とし，我々の例は本症例とし，検討した．

　（1）臨床所見の検討（表1）

　①性別：3例とも男児であった．

　②妊娠週数：症例2が妊娠37週と早産であったが，

他の2例は満期産であった．全例AFD（Appropriate

for　dates）児であった．

　③発症時年齢：2例が出生直後発症であった．症例

1は来院時は生後36時間経過しており，これ以前の記

Ao

』州

LV

図7　左室流出路～大動脈，弁輪～大動脈長軸断面の

　組織所見

載がないため発症時期不明である．いずれにせよ3例

とも出生直後から生後数日以内に発症した．

　④発症時症状：呼吸困難症状を3例全例に認めた．

チアノーゼを2例に認め，2例とも高濃度酸素投与に

よる人工呼吸管理下に血液酸素分圧37mmHg，55

mmHgと低値をとった．

　⑤末梢の脈拍：2例で良好に触知し，症例2は

bounding　pulseであった．

　⑥心雑音：症例1，2でto＆fro雑音を聴取した．

しかし，本症例は収縮期雑音のみで拡張期雑音を聴取

しなかった．

　⑦胸部X線所見：全例著明な心拡大，肺うっ血或は

肺血流量の増加をみた．

　⑧心電図所見：QRS電気軸は本症例は右軸偏位，

症例1は正常範囲内，症例2は左軸偏位と一一定の傾向

を認めなかった．2例に右室肥大を認めた．

　⑨心エコー所見：症例2は胎児期にDopplerエ

コーにて大動脈で汎拡張期性の逆流を捕えており，出

生直後の心エコー検査では大動脈に弁は描出できず，

非可動性のridgeを認めた．本症例でも大動脈に明ら

かな弁組織を認めなかった．

　⑩経過及び転帰：症例1，2は心臓カテーテル検査

直後に死亡した．本症例は羊水混濁を認め，出生直後

に人工呼吸管理となったこと，胸部X線にて心肺境界

が不鮮明であったことなどから羊水吸引症候群等の肺

疾患により予後が修飾された可能性はあるが，BAS実

施2日後，生後4日に死亡した．従って3例とも生後

数日以内に死の転帰をとっている．

　（2）剖検所見の検討（表2）

　①大動脈弁：3例ともバルサルバ洞を欠き，肉眼的

には弁組織も欠いていた．しかし，2例に大動脈全周

表1　臨床所見の比較

本　症　例 症例1（Toew’s　case） 症例2（Bierman’s　case）

性　　別 男 男 男

妊娠週数 41 40 37

生下時体重（g） 3360 2890 2590

発症時年齢 生直後 生後36時間 生直後

主　　訴 チアノーゼ，呼吸困難 チアノーゼ，多呼吸 呼吸困難

脈　　拍 正　常 減　弱 bounding

心雑音 収縮期雑音 to＆fro雑音 to＆fro雑音

血中酸素分圧（㎜Hg） 37（Fio、1．0） 55（Fio、　o．8）

胸部X線 著明な心拡大，肺うっ血 著明な心拡大，肺血流量増加 心拡大，肺血流量増加

心電図 右軸偏位 正常軸，両房，右室肥大 左軸偏位，右室肥大

転　　帰 死亡（生後4日） 死亡（生後2日） 死亡（生後1日）
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表2　剖検所見の比較

本　症　例 症例1（Toew’s　case） 症例2（Bierman’s　case）

大動脈弁 欠如，COnStriCtiOn 欠如，小さいRidge 欠如，浅く平らなRidge

大動脈径 正　常 正　常 重複大動脈弓

僧帽弁 膜様閉鎖 低形成，2つの小孔 低形成

左心室 拡張，肥大 低形成 低形成

肺動脈弁 ゼラチン様変性 正　常 記載なし

VSD　or　ECD 無 有 有

PDA 開　存 開　存 開　存

その他の合併奇形 ASD（BASによる） DORV，　ASD DORV，　common　atrium
CAVC，　PLSVC

心外奇形 馬蹄腎 副　脾 多　脾
両側3分葉

にわたる小さいridgeを本来の大動脈弁の存在する周

辺に認めた．また本症例も軽度の狭小化を認めた．

　②大動脈弓：3例とも大動脈は径が正常であった．

1例に重複大動脈弓を合併した．本症例は鎖骨下動脈

起始異常を合併した．

　③僧帽弁：本症例は膜性閉鎖であり，症例1は小孔

2ヵ所でわずかに左房左室の交通があり，症例2も低

形成との記載がある．左室は症例1，2では低形成で

あったが，本症例は肥大及び軽度拡張を認めた．乳頭

筋は本症例では後乳頭筋のみで非常に低形成であっ

た．症例1，2では乳頭筋についての記載はなかった．

　④合併奇形：症例1，2ではDORVを伴ってい
た．しかし，心室中隔欠損（VSD）の位置について記

載はなかった．動脈管開存（PDA）を3例全例に認め

た．また，症例2は多脾症であった．症例1も副脾を

認めたが，多脾との記載はなかった．

　以上からA弁欠如症は男児に多く，生直後に呼吸困

難症状を主徴として発症し，to＆fro雑音を伴い，極

めて予後の悪い疾患と考えられる．大動脈弁逆流及び

左心低形成による高度のうっ血性心不全状態に肺血流

量の増加が伴うため，生後早期に発症し，しかもバル

サルバ洞を欠くために低冠潅流が招来されて早期に死

の転帰をとるものと考えられる．また本症例は拡張期

雑音を認めなかったが，これは僧帽弁閉鎖MAe

Intact　Ventricular　Septumのため左室が盲端に終

わっていること及び心内膜線維弾性症により左室のポ

ンプ機能が低下していたためと考えられる．本疾患の

外科的修復はpalliationも含め非常に困難で，本症例

はBASにて延命をはかったが，　BAS後3日にて死亡

した．また，剖検所見では大動脈弁，バルサルバ洞は

完全に欠如し，大動脈径は正常で僧帽弁の低形成を伴

いDORVを合併することが多いという特徴がある．

　先天性心疾患の病理形態の検討を行う際には病理発

生の検討が必要である．半月弁は胎生5週に生じ，8

週で完成するという，胎生5週，総動脈幹隆起上に主

要弁隆起major　discと介在隆起intercalated　discが

生じる．これらが総動脈幹形成時に3分割され，次い

で空洞形成がおこり，弁尖，バルサルバ洞を生じて半

月弁となるという3）．本症例の病理組織像では大動脈

弁輪部は膠原線維を主とした組織は形成されていた．

従って，本症例は弁形成が空洞形成以前の時期にとど

まったものと考えられる．僧帽弁低形成，僧帽弁閉鎖

は正常大動脈弁を伴うこともあるが，胎生期に左心室，

大動脈の血流が少ないため左室低形成，大動脈弁低形

成，閉鎖を生じることが多い4）5）．A弁欠如症3例では

全例僧帽弁低形成を伴なっており，僧帽弁低形成は大

動脈弁欠如を生じることもあるのかもしれない．

Shaner6）はA弁欠如症を13例のpig　embryoで経験し

たと述べている．これらはA弁が全くないか，痕跡の

みを認め，12例では肺動脈弁（P弁）にも低形成が変

性所見がみられたというが僧帽弁についてはふれてい

ない．ーまた，全例ファロー四徴症を合併していたと述

べている．本症例はP弁低形成が認められたが，2報

告例ではP弁が異常との記載はない．P弁欠如症の報

告はChevers7）以来数多くみられ，現在までに300例近

くの報告があるB）．P弁欠如症はファロー四徴症に合

併し，肺動脈に小さいridgeが存在することが多い．こ

の点，A弁欠如症と類似しており，半月弁欠如症の発

生病理を考える上で興味をひかれる点である．1973年

Martin・Garciaら9）続いてCox　J．N．ら1°）が三尖弁閉鎖

（Tricuspid　atresia：TA）に肺動脈弁欠如を伴う1例

を報告した．その後Takaoら11）はTAにP弁欠如，右

室心筋低形成，右室心内膜線維弾性症，冠動脈異常を

伴う4症例を報告した．　Takaoらはこの奇形の組合せ
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をdevelopmental　complexとし，右冠動脈欠如或は冠

動脈の右室への分布不良と関連があるのではないかと

述べている．我々のMAに伴ったA弁欠如症は，この

complexの左型とも考えられるが，左冠動脈のhigh

take　off以外に冠動脈の異常は認めなかった．

　本症例は左室内に著明な心内膜線維弾性症を認めた

が，これが原発性であるか2次性であるか不明である．

しかし，原発性とすれぽ本症例の大動脈弁の形成と何

らかの関連があるかもしれない，

　　　　　　　　　　　　　結　　語

　大動脈弁欠如症の症例報告とともに，今までの2例

の報告例を参照し，臨床的検討及び剖検所見の検討を

行った．また，本疾患の病理発生について若干の考察

を加えた．

　稿を終わるにあたり，御指導と御校閲を賜りました千葉

大学小児科教室中島博徳教授に深謝いたします．
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Absence　of　the　Aortic　Valve－A　Case　Report　and　a　Review

　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　Literature

Koichiro　Niwa，　Fumio　Ikeda，　Tsutomu　Harada，　Haruko　Miyamoto，

　　　　　　　　　　　　Bunshiro　Akikusa　and　Masahiko　Ando

Department　of　Pediatrics，　School　of　Medicine，　Chiba　University，　Chiba　and

The　Heart　Institute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　Collage，　Tokyo，Japan

　　　We　have　experienced　a　neonate　with　absent　aortic　valve　who　died　at　the　age　of　4　days　with

congestive　heart　failure．　A　search　of　the　world　literature　reveals　only　two　case　reports　of　absent　aortic

valve，　and　no　reports　from　Japan．　Because　of　rarity　of　the　condition，　clinical　and　postmortem　findings

are　summaried　in　three　cases，　including　two　cases　from　the　literature．

　　　In　three　male　patients，　dyspnea＆cyanosis　were　present　immediately　after　birth．　To＆fro

murmur　was　observed　in　two．　Chest　X　rays　revealed　remarkable　cardiomegaly　and　pulmonary

congestion．　Autopsy　revealed　that　the　aortic　valve　and　its　sinus　of　valsalva　were　absent　with　a　tiny

fibrous　ridge　in　the　ascending　aorta　in　two　cases．　The　aorta　was　normal　in　diameter，　but　the　mitral

valve　was　hypoplastic　in　the　two　reported　cases，　and　in　our　case　it　was　imperforated．　Severe

endocardial　fibroelastosis　of　the　left　ventricle　was　seen　in　our　case　with　mildly　dilated　and　bizarre

traveculations．　Double　outlet　right　ventricle　was　present　in　the　two　reported　cases．　All　patients　with

this　disease　deteriorate　rapidly　and　any　surgical　intervention　does　not　apPear　to　be　feasible　in　these

three　cases．
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