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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　大動脈縮窄複合（CoA　complex）に合併した大動脈弁狭窄（AS）の心エコー診断については未だ検討

されていない．本研究の目的は，合併奇形の無いASの心エコー形態診断基準について検討し，さらに

CoA　complexに合併したASの心エコー診断について検討することである．まず，合併奇形がないAS

15例（AS群）とコントロール群（C群）で，　ASの形態診断基準，　a）大動脈弁輪狭小，　b）異形成弁（2

弁を含む），c）弁のdomingと弁上乱流，　d）弁のopening　index（左室長軸像で大動脈弁開口部の最大

径／弁輪径）低値を認める頻度について検討した．C群ではa，　b，　cいずれの頻度も0％であった．　d）の

opening　indexはC群では全例0．7以上であった．　AS群ではaの頻度は低く（7％），　bは87％に認め，

cは100％に認めた．dのopening　indexはAS群は全例0．6以下であった．以上より，　ASの形態診断に

おいて，基準a（弁輪狭小）は使用できない，基準b（異形成弁）は確定診断には使用できないが参考に

はなる，基準c（domingと弁上乱流），基準d（opening　index）は診断に使用できると考えられた．　CoA

complex　24症例中，基準cを認めた症例は5例あり（AS疑いCoA群），これら5例ではASの存在を

疑って大動脈弁をカテーテル拡大し，全例でバルーン拡大時にwaistを認めた．基準cを認めずASがな

いと判断した19例は，心室中隔欠損を閉鎖した後も左室　大動脈間に圧差は無かった（ASなしCoA

群）．基準a（弁輪狭小）は「AS疑いCoA群」，「ASなしCoA群」ともに高率に認めた．基準b（異形

成弁）は「ASなしCoA群」では16％のみに，「AS疑いCoA群」では100％に認めた．基準d（opening

index）は「ASなしCoA群」では全例0．7以上であったが，「AS疑いCoA群」では全例0．6以下であっ

た．以上の結果は，CoA　complexにおいて，1）ASの診断は異形成弁（2尖弁を含む）の所見を参考に

して，弁のdomingと弁上の乱流，弁のopening　index低値から可能である，2）心内短絡のために簡易

ベルヌーイ式からの圧較差がASの重症度を反映しない場合でも，大動脈弁の形態所見からASの存在

を疑うことができることを示唆する．

　　　　　　　　　緒　　言

　大動脈縮窄複合（以下CoA　complex）においては，

大動脈弁狭窄や大動脈弁狭窄を合併することがあ

る’）．CoA　complexの治療方針として，我々はまず大
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動脈縮窄解除及び肺動脈絞拒術を行い，数カ月後に心

内修復術を行うという二期的手術を原則としている．

しかし大動脈弁狭窄（以下AS）合併例に同様の初回手

術を行うと，両心室に高度の圧負荷がかかり術後管理

に難渋することが予想される．一方，大動脈弁狭窄に

対する経皮的バルーン大動脈弁拡大術（以下BD）は，

その適応，手技ともに確立されてきており2ト4），全身状
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態不良の新生児症例においても外科的治療と同様ある

いはそれ以上の成績が得られるとされている5）～9）．

我々もASが合併していると考えられるCoA　com－

plexに対しては，まずBDにてASを解除した後に，

大動脈縮窄解除及び肺動脈絞拒術を行うという治療方

針をとってきた’°）．この場合問題となるのは，心内短絡

を合併するASの場合，ドプラー心エコー法で得られ

る簡易ベルヌーイ式による推定圧較差からはASの診

断や重症度判定ができないことで，ASの診断は心エ

コー上の形態診断に頼らざるを得ない．通常のASの

エコー形態診断は弁のdorningの存在でなされるが，

CoA　complexに合併したASの心エコー診断につい

ては未だ検討されていない．本研究の目的は，ASの心

エコー形態診断基準を検討し，さらにCoA　complex

に合併したASの心エコー診断について検討すること

である．

　　　　　　　　　対象及び方法

　1）大動脈弁狭窄の形態診断基準とopening　index

　まず，単独のASの大動脈弁形態診断について検討

した．対象は，当科で経験した合併奇形がなく左室機

能低下を伴わない単独の大動脈弁狭窄15例（AS群）で

ある．AS群では，心臓カテーテル検査（心カテと略）

による左室一大動脈圧差を45～113mmHg認め，ドッ

プラー心エコー法で得られる簡易ベルヌーイ式による

推定圧較差も全例45mmHg以上あり，ASの存在を確

定した症例である．また比較対象として同時期に当科

に入院した新生児重症大動脈弁狭窄の5例（criticaI

AS群）についても検討した．新生児重症大動脈弁狭窄
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の診断は，理学的所見，心電図，胸部X線，心エコー，

心臓カテーテル，心血管造影所見から総合的に行っ

た4）5）．但し左室一大動脈圧差はAS群に比し少なく，

10～45mmHgであった．　critical　AS群の中，1例で剖

検，1例で手術所見からASの存在を確認した．

　他の合併奇形を伴わない肺動脈弁狭窄症16例をコン

トロール群とした．コントロール群では心カテにて左

室一大動脈問に圧差を認めなかった．肺動脈弁での圧

差は40～90mmHg（平均60＋26rnmHg）で，全例左室

収縮末期容積は正常（97±19％of　normal），左室駆出

率も正常（63＋5％）であった．各群の年齢を表1に示

した．

　断層心エコーによる大動脈弁所見は，記録されたエ

コーのビデオをコマ送りで再生して弁形態を以下の如

く検討，計測を行った．即ち，a）大動脈弁輪径，　b）異

形成弁（2弁を含む）の有無，c）弁のdomingと弁上

の乱流の有無，d）弁のopening　indexについて検討し

表1　各疾患群の概要

11 年齢 体重＊ A弁圧差
（mmHg）＊＊

1．コントロール群 16 6，4±5．5y 26．0±19．5 0±0

2．AS群 15 8．1±8．gy 24．4±15．6 65±19

3．critical　AS 5 36±36d 3．5±1．5 28±14

4．ASなしCoA群 19 38±36d 3．3±0．9 測定なし

5．AS疑いCoA群 5 41±47d 3．1±0．6 10±2

AS：大動脈弁狭窄，　CoA：大動脈縮窄複合

＊：心エコー時の年齢，体重及び計測値
＊＊ ：大動脈弁圧差
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図1　大動脈弁狭窄を合併したと思われる大動脈縮窄複合症例の心エコー図，大動脈

　弁短軸像．A：拡張期．左冠尖と無冠尖の間の交連低形成があり，不均一な3弁（機

　能的二尖弁）．B：収縮期．右冠尖と無冠尖の交連部の癒合を認める（→）．
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た．大動脈弁輪径については，左室長軸像収縮期で弁

付着部hingeからhingeで測定し，この方法による当

科での正常値（16．5×BSA°・45mm）に対する％で示し

た．正常径の70％未満を弁輪狭小とした11）．大動脈弁の

弁尖形態は短軸像で観察し，3弁，2弁，1弁に分類

した．一一応3弁存在するがその大きさが不均一で弁尖

の肥厚や交連部の癒合を伴った異形成弁と判断され，

その開閉をみると機能的には2尖弁と同様と考えられ

る弁は本論文では機能的二尖弁と呼び，2弁に分類し

た（図1）．大動脈弁のdomingは，左室長軸像で観察

し，その有無で分類した．大動脈弁上の乱流の有無は

カラードプラー法にて観察した．大動脈弁のopening

indexとは，左室長軸像で大動脈弁開口時の最大径（b）

を測定し，弁輪径（a）に対する比を計算したもので，
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図2　大動脈弁輪径．弁輪狭小（正常の70％未満）はAS群，　Critical　AS群では頻度

　が低く，CoA群では高率に認めた．

　AS：単独大動脈弁狭窄症，　Cr▲tical　AS：新生児，乳児早期重症大動脈弁狭窄症，　AS

　なしCoA群：大動脈弁狭窄を合併しない大動脈縮窄複合，　AS疑いCoA群：大動

　脈弁狭窄を合併したと思われる大動脈縮窄複合．
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　　　　　　　　　　　　　　Contro1群　AS群　　CriticalAS群　　　　　ASなしCoA群　　　AS疑いC。A群

図3　大動脈弁opening　index．　A：測定方法．　B：Opening　indexはAS群，　Critical　AS群では

　O．6以下であった．C：「ASなしCoA群」ではopening　indexはOl以ヒであった．一方，「AS疑

　いCoA群」では0．6未満であった．
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ドーム形成を伴う弁の開放制限の程度の指標とした

（図3A）．Opening　indexはAS群の体格のよい年長児

でcuspの拡大のために弁の中心を通る長軸像を描出

できなかった2例を除き，全例で測定が可能であった．

　2）ASの形態診断基準のCoA　complexへの応用

　対象は1992～95年に経験したCoA　complex　24例．

CoA　complexは大動脈縮窄と心室中隔欠損の合併し

たものとし，左心低形成症候群は除外した．これら症

例で，ヒ記の断層エコーの上の大動脈弁所見を検討し

た．

　統計：計測値は平均±標準偏差で示した．群間の比

較は分散分析を行い，さらにScheffeの方法で比較し

た．p〈0．05を有意差ありと判定した．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）ASの弁形態診断基準

　a）大動脈弁輪狭小：弁輪狭小はAS群では15例中

1例のみに（7％）認めた．C群では弁輪狭小例は無

かった（0％）（図2）．

　b）異形成弁（2尖弁を含む）：AS群では二尖弁は

15例中13例（87％）にみられた．C群は全例3弁で異形

成弁の症例は無かった（0％）．Critical　AS群では5

例全例機能的二尖弁であった（100％）．

　c）弁のdomingと弁上の乱流：AS群では全例

domingが明らかであり，また全例大動脈弁上でカ

ラードプラーにて乱流を認めた．Critica1　AS群でも全

例domingが明らかで，全例大動脈弁ヒでカラードプ

ラーにて乱流を認めた（100％）．C群では全例doming

を認めず，乱流も認めなかった．

　d）弁のopening　index低値：C群では全例O．7以上

であった．AS群は全例0．6以下であった（図3）．Criti－

cal　AS群でも全例0．6以下であった．またAS群では，

opening　indexとカテーテル検査時の左室一大動脈間

圧較差の間には相関係数0．56の相関関係を認めた（図

4）．

　以上の結果より，ASの形態診断において基準a（弁

輪狭小）は使用できない，b（異形成弁）は確定診断に

は使用できないが参考にはなる，c（domingと弁上乱

流）及びd（opening　index）は診断に使用できると判

断した．

　2）ASの形態診断基準のCoA　complexへの応用

　CoA　complex　24例中，心エコー検査にて基準c（弁

のdomingと弁上乱流）を認めた症例は5例あった．こ

れら5例では大動脈弁の心エコー形態からASの存在

を疑って，心臓カテーテル検査時に大動脈弁をカテー
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図4　単独大動脈弁狭窄症での左室　大動脈圧差と

　opening　indexの関係．両者に有意の相関関係を認

　めた．Critical　AS症例は含まれていない．

テル拡大（BD）した．全例，左室造影や大動脈造影で

も，大動脈弁のdomingを認めた．　BD時，全例で大動

脈弁の部位でバルーンにwaistを認めた．それがいっ

たん消失した後は，2回目，3回目のバルーン拡大で

はwaistはもはや認めなかった．本研究では，これら

5例を「AS疑いCoA群」とした．　AS疑いCoA群の

うち1例はBD直後大動脈解離で死亡した．剖検時，

BDにより裂開された2尖弁を認めた．3例はBD後

大動脈縮窄を外科的修復，そのうち2例ではその後心

室中隔欠損を閉鎖した．1例はAS・CoAの双方にBD

を施行，その後心室中隔欠損閉鎖術を行った．心室中

隔欠損を閉鎖した3例では，ドプラーエコー検査にて

大動脈弁に10～30mmHgの圧差を認めているが，臨床

症状はなく身体発育も良好である．

　弁のdOmingも弁上の乱流もなくASがないと判断

した19例は，心室中隔欠損を閉鎖した後も左室　大動

脈問に圧差はなかった．本研究では，これら19例を「AS

なしCoA群」とした．

　「AS疑いCoA群」と「ASなしCoA群」で基準a，

b，dの頻度を検討した．

　a）大動脈弁輪狭小：上記ASでの検討で，弁輪径は

ASの診断に使用できないと判断したが，一応CoA

complexにおいても弁輪径を測定した（図2）．大動脈

弁輪径は，「ASなしCoA群」，「AS疑いCoA群」と

もに，AS群に比較して有意に小さく，弁輪狭小を高頻

度に認めた（それぞれ63％，50％）．しかし「AS疑い

CoA群」と「ASなしCoA群」の間には有意差はな
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図5　大動脈弁狭窄を合併したと思われる大動脈縮窄複合症例の心エコー図，左室長

　軸／象A：大動脈弁opening　index．の低値（O．24）．　B：バルーン拡大術後，　opening

　indexは0．88に増加．

かった．

　b）異形成弁（2弁を含む）：「ASなしCoA群」では

2尖弁は19例中3例（16％）のみに認めた．「AS疑い

CoA群」では全例，機能的二尖弁であった（］00％）．

　d）弁のopening　index：「AS疑いCoA群」の記録

不備の1例，「ASなしCoA群」で弁尖が薄く左室長軸

像で弁腹像がdrop　outしてしまった2例を除き，全例

で測定が可能であった．「ASなしCoA群」ではopen－

ing　indexは全例0．7以上であった．「AS疑いCoA群」

ではCoA群に比し有意に低値で，全例0．6以下であっ

た（図3）．なお「AS疑いCoA群」において，バルー

ン拡大術後にこのindexは平均0．34からO．66に増加

した（図5）．これら弁のopening　index測定の試みは，

CoA　complexの24例中23例で後方視的に行ったが，1

例では心カテ前に前方視的に測定し，ASの存在あり

と診断しBDを施行した．

　　　　　　　　　　考　　案

　大動脈弁狭窄に対する経皮的バルーン大動脈弁拡大

術は，その適応，手技ともに確立されてきており，新

生児，乳児期の重症例へも適応が拡大されつつある．

CoA　complexにおけるASの合併は，心室中隔欠損に

よる右室への血流の逃げがあるため，バルーン拡大術

の適応決定や効果判定が難しい．ドプラーエコーで得

られた大動脈弁での血流速度から簡易ベルヌーイ式を

使って圧較差を推定する方法では，心拍出量の低下し

たcritical　ASだけでなく，心内短絡のあるものにおい

てもASの重症度を過小評価してしまうことにな

る7｝9）．CoA　complexにおける大動脈弁下狭窄の合併

については，弁ドの最狭窄部位径の測定がその重症度

判定や外科的管理の方針決定に利用されている12）13）．

CoA　cOmplexに合併する大動脈弁狭窄についても，そ

の診断について客観的な指標のあることが望ましいの

で今回の研究を行った．

　大動脈弁の異形成（2尖弁）やdomingの所見は従来

からASの診断に用いられており，特に目新しいもの

ではない．しかしCoA　complexにおいてASの存在

を検討した報告はない．本研究ではASの客観的診断

基準としてopening　indexを測定した．　CoA　complex

においてdomingの程度を測定した報告はない．

　本研究には，CoA　COmplexにおいてASの存在が不

確かであることの限界がある．単独AS群でのASの

有無はカテーテル検査における圧差の存在により確か

められている．Critical　AS群でも左室　大動脈問の圧

差は少ないが心血管造影や剖検，手術所見からASの

存在は確実である．また本研究での「ASなしCoA群」

でASが存在しないことは，心内修復術後の心エコー

を含めた諸検査所見からほぼ確実である．…方，「AS

疑いCoA群」では，心臓カテーテル検査時に大動脈弁

をカテーテル拡大（BD）しており，大動脈弁の形態を

直接観察した症例は少なく，「AS疑いCoA群」での

ASの存在の定義に曖昧な点は残る．

　しかしながら「AS疑いCoA群」でASが実際に存

在したことは以ドの点からほぼ確実と思われる．第1

にBD時，全例で大動脈弁の部位でバルーンにwaist

を認めたことである．それがいったん消失した後は，

2回目，3回目のバルーン拡大ではwaistはもはや認
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めなかった．第2に，「AS疑いCoA群」全例，左室造

影，大動脈造影でも，心エコー所見に一致して大動脈

弁のドーム形成を認めたことである．第3に，生存し

ている3例ではVSD閉鎖後ドプラーエコーにて大動

脈弁に10～30mmHgの圧差を認めていることである．

死亡した1例では剖検時，BDにより裂開された2尖

弁を確認した．以Lの結果からは，「AS疑いCoA群」

では実際にASが存在した可能性が高いが，確定診断

は今のところ不可能である．ASが存在しながらAS

に対しBDや手術をしないでVSD閉鎖術を施行する

ような症例があれば，ASの存在ははっきりするが，今

回の研究対象にはその様な症例はなかった．

　CoA　COmplexではその形態形成において，漏斗部中

隔の後方偏位や大動脈弁輪の低形成などの左室流出路

狭窄が存在することが多い．今回の結果では，ASの有

無に拘らずCoA　complexでは大動脈弁輪径は小さめ

で（図2），この基準からはAS合併の有無の診断は不

可能であった．しかし，大動脈弁短軸断面における異

形成弁，機能的2尖弁の所見の頻度は，「ASなしCoA

群」と「AS疑いCoA群」では明らかに異なっていた．

したがってCoA　complexで大動脈2尖弁の場合には

一応ASの存在を疑って心エコーを観察する必要があ

る．また長軸像における大動脈弁のdomingは，「AS

なしCoA群」では2尖弁の例でも認めた例はなかっ

た．さらにCritical　ASでの大動脈弁の形態（2尖弁，

弁上乱流，doming）は「AS疑いCoA群」の大動脈弁

に類似していた（図1，5）．以上の所見からCoA

complexにおけるASの存在は，　critical　ASの診断と

同様に，心エコー上の形態から可能と考えられる．

　今回測定したopening　indexは，ドプラー法による

圧較差の推定ができない時にASの存在を推定する指

標として有用と思われる．但し2尖弁で弁の開放が不

均等な場合に，長軸断面が評価すべき位置を正確に

切っているかは問題である．しかし，機能的2尖弁の

多いAS群において，このindexと左室大動脈間圧較

差が負の相関関係を示したことより，不均等な大動脈

弁でもこの方法でおよそその評価が可能と思われる．

本来ASの重症度は大動脈弁短軸像における弁口面積

で評価すべきであるが，新生児・乳児の場合は特に大

動脈弁の弁口の高さで正確に短軸断面をとることは極

めて難しい．これに比して左室長軸像でドーム状に開

口している弁を最大開口径が観察できるように描出す

ることは困難ではなかった．また合併奇形の有無に拘

らずASでは弁尖の輝度が高いため，　doming先端の

469－（67）

開口部の径を測ることは容易であった．単独のAS群

の年長児では体格や拡大したcuspのために大動脈弁

の中心を通る長軸断面がとれないことがあったが，低

年齢児ではそのような問題はなかった．今回の検討で

はAS群ではopening　indexは全例0．6以下であった．

また「AS疑いCoA群」やcritical　AS群でも，ドプ

ラー法やカテーテル検査での圧較差は小さくても，

opening　indexはAS群と同様に小さかった．従って，

CoA　complexやその他の合併奇形を伴うASにおい

ては，このindexと大動脈弁の形態所見とをあわせ

て，形態所見とをあわせて，バルーン拡大術の適応が

決定できると考えられた．

　　　　　　　　　　まとめ

　1）ASの形態診断は異形成弁（2弁を含む）の所見

を参考にして，弁のdomingと弁上乱流，弁のopening

index低値から可能である，2）CoA　complexにおい

て心内短絡のために簡易ベルヌーイ式からの圧較差が

ASの重症度を反映しない場合でも，大動脈弁の形態

所見からASの存在を疑うことができる．
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Echocardiographic　Diagnosis　of　Aortic　Valvular　Stenosis　in

　　　　　　　　　　Patients　with　Coarctation　Complex

Miho　Yamada，　Toshio　Nakanishi，　Hirofumi　Tomimatsu，　Insam　Park，

　　　　　　　　　　　　Makoto　Nakazawa　and　Kazuo　Momma

　　　Department　of　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　Aortic　valvular　stenosis　may　be　associated　in　patients　with　coarctation　of　the　aorta　and

ventricular　septal　defect（CoA　complex）．　We，　however，　cannot　use　a　pressure　gradient　across　the

valve　to　estimate　the　severity　of　aortic　stenosis　because　of　a　shunt　at　the　ventricular　level．　The

present　study　was　designed　to　evaluate　if　we　can　detect　the　presence　of　aortic　valvular　stenosis

in　such　clinical　settings　using　two－dimensional　echocardiography（2DE）and　color　flow　rnapping．

First，　we　examined　the　echocardiographic　morphology　of　the　aortic　valve　in　15　patients　who　had

apressure　gradient＞45　nimHg　across　the　valve　by　cardiac　catheterization　but　did　not　have　a

shunt　at　the　ventricular　level（AS　group）．　On　2DE，　small　aortic　annulus　was　observed　in　7％，

bicuspid　valve　in　87％，　doming　of　the　valve　vv・ith　a　flow　turbulence　at　the　supravalvular　portion

in　100％．　An　opening　index　of　the　aortic　valve，　a　ratio　of　the　diameter　of　the　valve　orifice／the

annular　diameter　in　the　long　axis　view，　vyTas　less　than　O．6　in　all　patiens．　The　aortic　valve　was　also

examined　by　2DE　in　16　patients　without　a　significant　pressure　gradient　across　the　aortic　valve

（control　group）．　Small　aortic　annulus　was　observed　in　O％，　bicuspid　valve　in　O％，　doming　of　the

valve　in　O％．　The　opening　index　was　greater　than　O．7　in　all　patients．　From　these　data，　we

concluded　that　1）doming　of　the　valve　with　a　flow　turbulence　at　the　supravalvular　portion　and　2）

10w　opening　index（〈0．6）can　be　used　as　2DE　criteria　of　AS．　We　then　measured　these　parameters

of　the　aortic　valve　in　24　patients　with　CoA　complex．　Doming　of　the　valve　with　a　flow　turbulence

at　the　supravalvular　portion　was　observed　in　5　patients　and　balloon　dilation　was　performed　in

these　5　patients（CoA　with　AS　group）．　The　opening　index　was　greater　than　O．7in　the　remaining

19patients　without　doming　of　the　valve（CoA　without　AS　group）．　Small　aortic　annulus　was

observed　in　63％in　the　CoA　without　As　group　and　50％in　the　CoA　with　AS　group．　Bicuspid　valve

was　observed　in　16％in　the　CoA　without　AS　group　and　100％in　the　CoA　with　AS　group．　We

conclude　that　the　presence　of　aortic　valvular　stenosis　can　be　detected　from　the　valve　morphology

（doming　with　flow　turbulence　and　low　opening　index）on　2DE　in　patients　with　CoA　complex．
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