
日本小児循環器学会雑誌　6巻2号　263～270頁（1990年）

Critical　ASに対するballoon　valvuloplasty

（平成1年10月28日受付）

（平成2年4月4日受理）

矢嶋　茂裕1）

1）国立療養所長良病院小児科，2）外科

3）兵庫県立こども病院心臓血管外科

広瀬　敏勝2）　河田　　良2）　山口　眞弘3）

key　words：大動脈弁狭窄症，新生児，バルーン弁形成術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　新生児期から重篤な心不全症状を呈した先天性大動脈弁狭窄症（critical　AS）の男児に対し，生後30

日経皮的balloon　valvuloplastyを行い救命した．　critical　ASは重篤で，多くは新生児期，乳児期に弁

切開を必要とするが，治療成績はいまだ良くない．Balloon　valvuloplasty　eよ手術に比して侵襲が少なく，

直視下弁切開術に匹敵する効果があり，将来の手術に際しても癒着がないなどの利点がある．

　本症例では2ヵ月後に心室性期外収縮が頻発したため直視下弁切開術を行い，良好な経過をとってい

る．Balloon　valvuloplastyセこより直視下弁切開術を待機的に行えたことが結果的に良かったと思われ

た．

　Balloon　valvuloplasty　lま肺動脈弁狭窄症のみならず，　critical　ASに対しても第一選択として施行で

きる治療法と考えられた．

　新生児期，乳児期に発症する大動脈弁狭窄症（criti－

cal　AS）は，重い心不全や僧帽弁閉鎖不全，さらには

心内膜線維弾性症（EFE）を伴っていることもあり，

内科的治療では改善が乏しく，予後が不良であるD．

従って診断がつき次第，大動脈弁切開を行うことが必

要となることが多いが，手術成績は決して良好でない．

特に左室容量の小さな症例や新生児ほど不良であ

る2）－7）．近年，肺動脈弁狭窄症に対して経皮的バルーン

カテーテルによる弁切開が行なわれるようになり8），

大動脈弁狭窄症に対しても同様の治療がなされるよう

になってきたが，新生児，乳児例の報告は少ない．

　ここに報告する症例は，重篤な心不全を呈した生後

30日の男児に対し，経皮的バルーンカテーテルにより

大動脈弁切開を行ったものである．これにより心拡大

は軽減し臨床的には著明な効果を認めたが，生後3カ

月近くになると心室性期外収縮が頻発したため，体外

循環下に直視下大動脈弁切開を行なった．体外循環か

らの離脱に難渋したが，術後は心室性期外収縮は消失
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し経過は順調であった．待機的に開心術を行えたこと

が，結果的に良かったと思われた．

　症例：1988．2．15生，男児．

　主訴：多呼吸，頻脈．

　現病歴：在胎40週，3，315g，正常分娩．生後2日，

多呼吸，頻脈，チアノーゼなどに気づかれ当院に搬送

された．

　入院時現症二全身蒼白で多呼吸がみられ直ちに気管

内挿管を行なった．血圧は右上肢48mmHg，下肢46

mmHgで肝を5cm触知した．有意な心雑音は聴取し

なかった．

　検査成績：気管内挿管後の血液ガスは，著明な代謝

性アシドーシスを認めた．無尿で，BUN，血清カリウ

ムが上昇し低血糖を伴っていた（表1）．胸部レントゲ

ン写真では心拡大（心胸郭比70％），心電図では強い左

室肥大を認めた（図1）．断層心エコー検査（アロカ社

製SSD－730使用）では左室は拡張し，左室後壁は8mm

と肥厚，心内膜の輝度が増強し収縮はきわめて不良（左

室短縮率SF＝0．04）であった．大動脈弁は肥厚し可動

性が不良で（図2），心尖部左室長軸断面での大動脈弁

直上の血流はパルスドプラで2．5m／secとやや加速し
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表1　入院時検査成績

WBC
RBC
Hb
Ht
Plt

BUN
Na
K
Cl

BS

CRP
pH
PO2

PCO，

BE

　14300／mm3
463×IO4／mm3

　　14．5g／dl

　　50．6％

16．0×104／mm3

　　　39mg／dI

　　114mEq／1

　　6．1mEq／l

　　l13mEq／1

　　　3mg／dl

　　1十
　7．159

　　71．9mmHg
　　22　．　9　mmHg

　－20．3mmol〃

血液ガスは気管内挿管後の動脈血
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図2　断層心エコー図，左室長軸断面（生後3日）（ア

　ロカ社製SSD－730使用）．左室拡張末期径23mm，収

　縮末期径22mm，左室短縮率は0．04と左室の収縮は

　きわめて不良である，大動脈弁は肥厚し可能性が悪

　い．僧帽弁に異常はない，
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図1　心電図（生後3日）．V3－6でSTの低下があり

　　　　　　　　　　　　　　右室肥大の所見はみら

表2　心臓カテーテルデータ

強い左室負荷が認められる．

れない，

So2（％） Pressure（mmHg）

SVC 59 （4）

IVC 64 （5）

RAm 67 （3）

RV 27／

PA 64 28／14（18）

LA 98 （8）

LV 76／　［20］

Ao 35／26

一一一一一参’←一一一一 一一’一←一一一■一一一 　一一参⌒一一一一一一一一一一一一≡一一一一一一

Balloon valvuloplasty 後

LV 104／　［20］

Ao 63／52

ていた．

　入院後経過：無尿が続き，ドーパミン，プPスタグ

ランディンE1（PGE1）の持続点滴も無効で，腹膜潅流

を開始した．しかし血清カリウムは7．9mEq／1と上昇

し，状態の改善が得られないため，glucose・insulin療

法を開始したところ，血清カリウム値の低下とともに

血圧が上昇し利尿がつき始めた．榛骨動脈注入逆行性

大動脈造影を行ったが大動脈縮窄はなく，PGE、を中

止した．胸骨右縁第2肋間から頚部にかけて駆出性の

収縮期雑音がLevine　2°／6聴取されるようになった．生

後10日抜管し，一時期心拡大は軽減したが断層心エ

コー上左室の収縮は不良のままであった．生後20日過

ぎから再び心拡大，肺うっ血が進行したため，気管内

挿管下にballoon　valvuloplastyを行った．

　Balloon　valvuloplasty：生後30日，体重3，040gで

施行．術前の断層心エコー検査で大動脈弁輪径は7mm

と計測されており，5Fのシースを通るバルーンカテー

テルで入手可能な最大径のものとして，Cook社製血

管拡張用カテーテル4F，バルーソ径4．5mmを用意し

た．まず右大腿静脈より，右心系カテーテルを行なっ

た（表2）．卵円孔経由で左房にカテーテルは入ったが，

左室には挿入できなかった．ついで大腿動脈を露出し

5Fシースを留置し，多目的カテーテルを利用して，

0．018inchガイドワイヤーを左室に挿入，さらに多目

的カテーテルを左室に挿入すると血圧が低下した．左

室一大動脈の圧較差は41mmHgであった．手押しで左

室造影を行なったところ造影剤はほとんど大動脈には

流れず左房に逆流した（図3）．次いでガイドワイヤー
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耀 1

図3　左室造影．カテーテルを左室に挿入するだけで

　徐脈になり，急いで手押しで造影した．左室は拡大

　し，造影剤は左房へ逆流するのみで大動脈へはほと

　んど流れなかった．

を左室に留置しバルーンカテーテルを大動脈弁直上ま

で進めた．その際，ガイドワイヤーが抜け，前述の方

法ではガイドワイヤーが左室に入らなかったので，

Cathex社製右冠動脈造影用カテーテルを用いて再度

ガイドワイヤーを左室に挿入した．血管拡張用カテー

図4　Balloon　valvuloplasty．ガイドワイヤーを左房

　に入れ容易に抜けないようにした．バルーンは直径

　4．5mm，長さ2cm，計5回の拡張操作を行なったが

　最初だけ徐脈になった，

テルを大動脈弁に留置し，6気圧，6秒間拡張し，そ

の後は同気圧で10秒間の拡張操作を30秒毎に4回行

なった（図4）．最初に拡張したときは徐脈になったが

2回目からは徐脈にならなかった．計5回の拡張操作

を行いカテーテルをpig　tai1に交換し，手押しで左室

造影を行った．造影剤の流出はやや改善し，僧帽弁逆

流はIII°に減少した．最後に左室大動脈の引き抜きを行

なったが，圧較差は41mmHgで変化はないものの大動

脈圧は35mmHgから63mmHgに上昇した．なお，カ

。
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　　　　図5　胸部レントゲン写真
A：Balloon　valvuloplasty直前，　B：施行後7日
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　　図6　心電図（胸部誘導は1mV＝5mm）
A：生後65日，B：生後82日，　C：1歳4ヵ月

Balloon　valvuloplastyにより一時左室負荷が軽減し

たかにみえたが（A）再び増悪し（B），直視下弁切開

術後改善した（C）．

4i　l　1

テーテルの挿入部から出血があり輸血で補正した．

　Balloon　valvuloplasty後は7日間呼吸器管理を行

い，その後多呼吸が消失し哺乳力が向上するなどの改

善がみられ，胸部レントゲン写真で心陰影の縮小と心

電図上の左室負荷の軽減を認めた（図5，6A）．しか

日本小児循環器学会雑誌　第6巻　第2号

し断層心エコー上左室拡張末期径は27mmと拡張し，

収縮はやや悪く（SF＝0．19），左室後壁は9mmと肥厚

していた．僧帽弁逆流は四腔断面において軽度に記録

され，胸骨上窩から連続波ドプラで大動脈弁通過血流

を測定したところ3．7m／secと加速していた．哺乳力

や呼吸状態は安定していたが，生後2ヵ月半ぼから心

電図上左室負荷が進行し（図6B）心室性期外収縮の頻

発，さらには心室性二段脈が長時間続くようになり，

高度の左室負荷のための不整脈で生命の危険があると

判断し，生後3ヵ月体外循環下に直視下大動脈弁切開

を行なった．

　上行大動脈をL字型に切開して大動脈弁を見ると，

弁は3弁で無冠動脈尖が小さく弁口は直径5mmほど

で明かな弁の亀裂は認められなかった．3弁の癒合部

にそれぞれ2mm，1．5mm，　lmmの切開を加え，　Hegar

7番が入ることを確認して大動脈を閉じた．大動脈遮

断は18分であったが，体外循環からの離脱に難渋し，

多量のカテコラミンを使用した．

　術後心室性期外収縮は消失し，2日後には抜管でき

た．術直後左室の収縮はSF＝0．17と不良であったが，

胸骨上窩から記録した大動脈弁上流速は2．3m／secと

改善していた．

　その後徐々に左室機能は改善し，心拡大もなく，心

電図上の左室肥大も軽減してきている（図6C）．心雑音

は駆出性の収縮期雑音Levine　2°／6のみで，拡張期雑音

は聴取されない．1歳で行ったカラーフローマッピソ

グ（アロカ社製SSD・870使用）では，大動脈弁閉鎖不

全を軽度認めるのみで僧帽弁閉鎖不全は認めなかっ

た．

　　　　　　　　　　考　　按

　新生児期の大動脈弁狭窄症（Critical　AS）は重症の

疾患であり，現在でも治療成績は良好でない．我々は

生後30日の本症に対してballoon　valvuloplastyを行

ない，臨床的に有効であったと考えられたが，実際に

施行する上で種々の問題があった．まずバルーンカ

テーテルの選択であるが，大動脈弁輪径7mmより若干

小さいバルーンカテーテルを捜したが，バルーン径

5～6mmではカテーテルが5F以上で挿入の困難さと

動脈の損傷が危倶されたために，4Fでバルーン径4．5

mmの血管拡張用カテーテルを使用した．手術所見と

しては弁の亀裂は認められず，もう少し大きなバルー

ンを用いれぽより効果的であった可能性がある．また，

手技としては穿刺法が望ましかったが，血圧が低いた

めに血管を露出して施行した．直接カテーテルを動脈
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に挿入せずシースを留置したのは，カテーテルの操作

と術後の修復を容易にするためであったが，それでも

大腿動脈の損傷が大きく，修復には時間を要した．幸

い血栓形成等の合併症は起きなかったが，本術式の大

きな問題点と思われた．カテーテルを左室に挿入する

ことと，バルーソの拡張操作については特に困難は感

じなかった．

　本症例では2ヵ月後に直視下大動脈弁切開術を施行

しており，balloon　valvuloplastyの有用性と直視下弁

切開術の適応が問題になると思われる．我々は新生児

期の開心術は危険性が高いと考え，balloon　valvulo・

plastyを最初に選択した．そして2ヵ月後心室性二段

脈が頻発し，再度balloon　valvuboplastyを行っても

状態の改善はあまり望めないと判断し，直視下弁切開

術を施行した．人工心肺からの離脱に難渋したことを

考えると，本症例で新生児期に直視下弁切開術を行

なっていたら，救命できなかった可能性が高いと思わ

れ，新生児期にはballoon　valvuloplastyを選択とした

我々の判断は正しかったと考えている，以下，本症の

診断，治療について文献的考察を加える．

　まず診断については，断層心エコー装置の発達によ

り重症度の推測を含めて容易になってきた．診断の要

点としては，1）大動脈弁の可動性が低下，2）上行大

動脈でのpoststenotic　dilatation，3）上行大動脈での

加速したドプラパターン，などであり，鑑別診断とし

て重症の大動脈縮窄症や心筋症がある9）．

　形態的には左心室は拡大した症例から小さくて左心

低形成症候群に類するものまであり，左室容量が小さ

いほど予後が不良である4）6）．大動脈弁狭窄症は二弁性

が多く，本症例のような三弁性の頻度は9～33％1）3）7）

である．

　治療としては，一時的にはPGE1により動脈管を開

いて右左シャソトを増やし肺うっ血を軽減することも

有効ではあるが1°）11），保存的治療には限界があり，多く

は早急に何らかの方法での弁切開を必要とする．現在

行なわれている方法としてはopen　valvotomyと

closed　valvotomyに大別される（表3）．

　1）open　valvotomy

　直視下に大動脈弁を切開するので確実な効果が期待

できるが侵襲は大きい．循環を遮断する方法としては，

a）inflow　occulusionと，　b）体外循環がある．

　a）inflow　occulusionは，上大静脈と下大静脈を遮

断し体外循環を用いないで弁切開を行なう術式で，

Sinkら12）は7例の乳児（内6例は生後2週以内）に対
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表3　Critical　ASの治療

1．open　valvotomy

　a）inflOW　OCCUIUSiOn

　b）cardiopulmonary　bypass

2．closed　valvotomy

　a）　tranSventriCular

　b）　percutaneous

して行ない6名を救命した．死亡した1例は術前から

状態が悪かった症例でinflow　occulusionの手技には

問題がなかったとしている．しかし6例の内3例には

圧較差が残存し，後に体外循環下に弁切開を加えてい

る．

　b）体外循環を用いた成績としては，Messinaら7｝は

生後30日以内の11症例に対して弁切開を行い，平均体

外循環21分，大動脈遮断6．4分で，死亡は1例（9％）

のみと従来の報告2）’－6）に比して非常に良好な成績をあ

げている．遠隔期に1例のみ70mmHgの圧較差が残存

し，再度弁切開を受けている．なお，手術中に3例が

心室細動になっており，体外循環を用いないとこうし

た場合に対応することが困難であると指摘している．

　2）closed　valvotomy

　循環停止をせずに弁切開を行なうには，a）経心室

的にヘガールやバルーンカテーテルを挿入して行なう

方法と，b）経皮的にバルーンカテーテルを挿入して

行なう方法がある．

　a）前者の方法は，左開胸で心尖部から上行大動脈

へ拡張器を挿入し弁切開を行なう術式で，利点として

正中切開をしないので将来の開心術に際して癒着がな

いこと，大動脈縮窄症の合併があっても同時に治せる

こと，人工心肺を使わないことなどがある13）．Duncan

ら14）は生後38日以内の10症例に経心室的弁切開を行

い，直視下弁切開術に匹敵する成績が得られたとして

いる．術後10例中3例が心内膜線維弾性症や感染で死

亡し，1例には7ヵ月後に再手術が行なわれている．

　b）経皮的バルーンカテーテルによる弁切開は肺動

脈弁狭窄症を中心に近年盛んに行なわれ，大動脈弁狭

窄症にも適用されつつある．小児での施行例は1984年，

Lababidiら15）が23例を報告しているが，乳児でのcrit・

ical　ASに対しての成功例は1985年Rupprathら11）が

最初と思われる．彼らは生後4週から8週までの3例

の乳児にballoon　valvuloplastyを施行し救命した．1

例は生後14日，手術的に弁切開を行なってなお強い狭

窄が残存していた症例であった．次いで，Lababidi
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ら16）は生後6日と生後7日の新生児に行ない成功して

いる．1例は大動脈縮窄症を合併しており大動脈弁切

開に引続き大動脈縮窄に対して同じバルーンでan・

gioplastyを行なっている．

　以上述べたようにopen　valvotomyとclosed

valvotomyでの成績はそれほど明らかな差がないよ

うに思われるが，Pelechら17）は1965年からの20年間で

の両者の成績を比較をし明瞭な結論を述べている．そ

れによれぽ経心室性に行なったclosed　valvotomyで

は術直後の生存率はopen　valvotomyよりも良かった

が，遠隔期には両者の生存率に有意差はなかった．さ

らに術後1年以内の再手術を要した症例はopen

valvotomyが10例中1例であったのに対し，　closed

valvotomyは13例中7例と再手術になる割合が多

かったとしている．従って大動脈弁や僧帽弁の弁輪径，

左室の大きさ，心機能などで問題があれぽ経心室性の

closed　valvotomyもやむを得ないが，原則としては直

視下弁切開が望ましいという．なお彼らは最近になっ

てballoon　valvuloplastyを始め，今後積極的に行ない

たいともつけ加えている．

　次にballoon　valvuloplastyの適応，手技について考

察する．

　左室機能がきわめて悪く，体外循環を用いた開心術

ではとても救命できないような新生児乳児期早期の重

症例の緊急治療法として特に適応があると考えられ

る．しかし，左心低形成症候群のように左室が小さく

動脈側心室として問題があるときは適応がない．生後

数ヵ月以降の乳児の待機的な症例の場合は直視下弁切

開術の危険性も少なくなるであろうが一度の手術で根

治できるわけではなく，将来再手術が必要であること

を考えると，balloon　valvuloplastyは一度は試みられ

るべき方法と思われる．

　手技としては必要な大きさのバルーンカテーテルを

動脈に入れることが一つの問題点である．幸い，細い

サイズのバルーンカテーテルがいくつか開発されてき

ており18），血管の細い新生児にも十分施行し得るよう

になってきている．バルーンの大きさとしては大動脈

弁輪径よりも1～3mm小さいものを使用すると良

い19）．大動脈壁は伸展性があるが大動脈弁輪は固く裂

けやすいので，弁輪径よりあまり大きなバルーンを使

うと危険である2°）．経卵円孔性にカテーテルを大動脈

まで入れることが出来れぽ動脈の閉塞等の心配も少な

く，患児の負担も軽減する．逆行性に大動脈から左室

にカテーテルを入れることが非常に困難であったとの
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意見もあるが17＞，特に問題にしていない報告が多い7）．

バルーンに加える圧力は5気圧前後であるが，バルー

ンは造影剤で満たして行なうので破裂してもあまり心

配はいらない11）．バルーンを拡張したときに左室にか

かる負荷を軽減するために，バルーンカテーテルを静

脈カテーテルと連結する方法15）16）があるが，拡張中の

徐脈はバルーソを収縮させると速やかに回復するの

で，特に何も施さなくても大きな問題はないと思われ

る．

　現時点ではcritical　ASに対して，どの様な治療法を

選択すべきか明らかな指針はないが，balloon　valvulo・

plastyは直視下弁切開術に匹敵する効果があり，少な

くとも重篤な新生児期での救命手段としては優れてい

る．こうして少しでも開心術や弁置換までの期間を長

くできれば，その後は十分に対応していけるであろう．

新生児期のcritical　ASは何れの治療手段を選択して

も姑息術の域をでない．この点から，より少ない侵襲

で大きな効果が得られる治療法としてballoon

valvuloplastyは非常に有効な手段と考えられる．今

後，遠隔期の成績が明らかになり，適応，方法が確立

されることが期待される．

　　　　　　　　　　結　　語

　生後1ヵ月のcritical　ASの男児に対しballoon

valvuloplastyを行ない，著明な臨床状態の改善を認め

た．重篤な新生児，乳児を救命する手段としてBalloon

valvuloplastyは非常に有効な方法であると思われる．

　尚，本論文の要旨は第25回日本小児循環器学会総会にお

いて報告した．
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Percutaneous　Balloon　Valvuloplasty　for　Critical　Aortic　Stenosis

Shigehiro　Yajima，　Toshikatsu　Hirose，　Ryou　Kawada　and　Masahiro　Yamaguchi＊

　　　Department　of　Pediatrics　and　Cardiovascular　Surgery，　Nagara　National　Hospital

　　　　　　　　Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Kobe　Children’s　Hospital＊

　　　Percutaneous　balloon　aortic　valvuloplasty　was　performed　in　an　infant　aged　30　days　with　critical

aortic　stenosis．　He　was　anuric　and　required　assisted　ventilation　on　the　2nd　day　of　life．　Echocardio・

graphy　revealed　the　dilated　left　ventricle，　depressed　ventricular　function　and　immobile　aortic　valve．

　　　With　the　use　of　a　guidewire，　the　balloon　catheter　which　was　4．5　mm　in　inflated　diameter，　was

introduced　into　the　left　ventricle．　When　the　balloon　was　located　across　the　aortic　valve，　it　was　inflated

5times．　The　peak　systolic　pressure　gradient　across　the　aortic　valve　did　not　decrease，　however，　aortic

systolic　pressure　elevated　from　35　to　63　mmHg．　He　showed　clinical　improvement　after　the　procedure．

　　　Two　months　later，　he　started　to　have　increasing　incidence　of　ventricular　extrasystole　and　was

scheduled　for　open　arotic　valvotomy．　He　had　uneventful　postoperative　recovery　and　was　dischanged

from　the　hospital　in　good　condition．

　　　Percutaneous　balloon　aortic　valvulopasty　is　an　effective，　less　invasive　alternative　to　open

valvotomy．　It　can　be　performed　successfully　even　in　very　sick　neonates　with　critical　aortic　stenosis　and

will　provide　a　chance　to　later　elective　open　aortic　valvotomy　or　valve　replacement．
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