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純型肺動脈閉鎖と乳児重症型大動脈弁狭窄の合併例

（平成9年11月11日受付）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　純型肺動脈閉鎖（PPA）と乳児重症型大動脈弁狭窄症（critical　AS）を合併した新生児．生後16時間

よりcritical　ASによるLow－output　Syndrome（LOS）により急激に状態が悪化．生後20時間にcritical

ASに対してバルーン弁形成術を施行し，術後心機能は改善したが，術中の大腿動脈からの大量出血のた

めに高度の腎機能障害を生じた．日齢27にPPAに対しカテーテルによる弁穿孔を試みたがductal

shockを合併したため断念．日齢34にBlalock・Taussig（BT）シャント術を施行．生後4カ月に心臓カ

テーテル検査を施行．右室容積は十分であったが，右室流出路が後壁の突出肥厚により狭小化し穿孔術

は困難と判断し，カテーテルによる穿孔術および形成術は断念した．生後5カ月に肺動脈弁裂開術を施

行し，現在生後8カ月で全身状態は安定している．FFAとcritical　ASの合併は極めて稀であり報告が

ない．本合併例でもカテーテル治療と外科手術を適切に組み合わせることにより救命し得ると考えられ

た．

　新生児および乳児期早期の重症大動脈弁狭窄（criti－

cal　AS）に対するバルーン弁形成術（BVP）の報告は

多く，肺動脈弁膜様閉鎖（PPA）に対するバルーン穿

孔拡張術についても最近報告されつつある．しかし他

の心奇形を合併した場合BVPの報告は少ない．今回

筆者らはcritical　ASとPPAの合併例を経験したが，

この合併は極めて稀であり，調べ得た範囲では文献上

報告がない．単独でも重症である心疾患の合併例であ

り，治療は困難を極めたが，カテーテル治療と外科治

療の協回治療により救命し得たので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：男児，生後0日．

　主訴：チアノーゼ，呼吸不全．

　家族歴：特記すべきこと無し．

　現病歴：妊娠34週より胎エコー検査にて純型肺動脈

別刷請求先：（〒112－0001）東京都文京区白山5

　　　　　－27－12
　　　　　カーサホーマット201号室　　高橋　　健

閉鎖を疑われていた．在胎37週6日に予定帝王切開に

て出生し，体重は2，626g，1分後のアプガースコアは

8点であった．生直後より全身チアノーゼ，浮腫，陥

没呼吸，四肢冷感など著明な心不全徴候を認めた．

　入院時現症：心拍数156／分，呼吸数60／分，血圧70／

30mmHg，心音は胸骨右縁第2肋間でLevine　2／6度の

駆出性収縮期雑音を聴取した．呼吸音は清明で，肝臓

は右季肋下に3cm触知した．全身に著明な浮腫とチア

ノーゼを認めた．

　出生直後胸部X線写真：著しい心拡大を認め，心胸

郭比は72％であった．肺血流の減少を認めた．

　血液検査：pH－7．120，　pCO2＝67．3mmHg，　BE＝－

8．2，SatO2＝50．4％であった．他の血算，生化学検査

には異常を認めなかった．

　心臓超音波検査：内臓心房および心大血管関係は正

常であった．大動脈弁輪径は7mmであり，大動脈弁は

可動性に乏しく，ドーム状の開放制限を認めた．上行

大動脈に狭窄後拡張を認め，大動脈弁直上の血流速度
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は3．57m／secで，大動脈　左室間圧較差は55mmHgと

計算された．更に心室中隔欠損を伴わない肺動脈弁膜

様閉鎖を認め，肺動脈弁輪径は4　．　7mm，肺動脈の形態

は正常，tripartileではあるものの狭小な右室を示した

（図1）．生後30分ではEF　69％，　LVDd＝15　．　8mmと左

心機能は良好に保たれていた．他にASD，径2．3mmの

PDAを認めた．

　入院後経過：入院直後よりカテコラミンおよびプロ

スタグランジンの持続点滴を開始し，一時的に代謝性

アシドーシスの改善を認めた．また挿管呼吸管理も入

院直後より開始した．しかし生後2時間より血圧が

徐々に低下し始め，生後16時間より急激に呼吸状態が

悪化し，乏尿，四肢冷感に加え，腎機能障害，代謝性

アシドーシスも進行し，血圧は42／30mmHgまで低一ド

した．カテコラミンの増量や利尿剤の投与を行ったが

改善傾向は認めなかった．左心機能は軽度低下（EF＝

48％）であったが，圧較差50mmHg以上のcritical　AS

によるlow　out　put　syndromeと考えられた．

　治療計画：救命するには，内科的治療に反応しない

431　　（43）

ため，緊急のAS解除を最優先する必要があると考え

初めにバルーン弁形成術の施行を計画した．その後肺

動脈弁に対する弁穿孔術およびバルーン弁形成術を行

い肺血流を確保し，右室容量負荷を与えることにより，

右室の機能的なトレーニングを行う．その後心臓カ

テーテル検査により右室機能および容量の評価を行

い，可能ならbi－ventricular　repair，不十分であれば

uni－ventricular　vepairを行うこととした．

　critical　ASに対するバルーン弁形成術（心臓カテー

テル1回目，生後22時間）：生後22時間に開始した．膀

動脈よりカテーテル挿入を試みたが，アプローチに失

敗し，左大腿動，静脈より穿刺した．児の全身状態不

良のため左室造影のみ行い，すぐにバルーン弁拡張術

を施行した．左室へは大腿動脈より逆行性にガイドワ

イヤーを挿入．引き続き弁輪後7mmに対し，バルーン

径6から8mm，長さ2cm，3．5および4．5Fr．のTyshak

カテーテルを用い，バルーン拡張を合計4回行った．

初回のみウエストを認めた（図2）．バルーン弁形成術

前後の圧データでは，左室，大動脈圧較差は術前65か
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　炉
大動脈弁輪径は7mmであり、大動脈弁は可動　　　　　　　　　　　　　醗さ
性に乏しく、ドーム状の開放制限を認めた。　　　　　　　　｝職

大動脈一左室間圧較差は55mmHg。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肺動脈弁膜様閉鎖を認め、肺動脈弁輪径は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47mm、肺動脈の形態は正常。右室は狭小。

　　　　　　　　　　　　　　　　　図1　心臓超音波検査（生後30分）
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ら術後30mmHgへ減少し，大動腹収縮期圧は術前40か

ら術後75mmHgへと25mmHg上昇し，脈圧も増大し

た．しかし大腿動脈からの大量の出血，長時間のカテ

による侵襲からBVPを行ったのみでカテーテルを中

止しせざるを得なかった．

　術後に腎機能障害を合併したため，肺動脈弁穿孔術

および弁形成術は生後27口まで施行できず，カテコラ

ミンとプロスタブランジンの持続点滴を継続し，PDA

依存の状態が続いた．クレアチニンは日齢6に最高値

3．6mg／dlまで上昇したが，尿量は保たれており，日齢

26にクレアチニン値は1．1mg／dlまで改善した．挿管

呼吸管理はBT　shunt術まで継続した．

　PPAに対する弁穿孔（心臓カテーテル2回目，日齢

27）：腎機能障害が改善した日齢27にPAに対する弁

穿孔術を施行した．右大腿静脈より順行性に5Fr．のマ

ルチパーパスカテーテルを右室流出路へ留置し，造影

剤で位置を確認しつつ，0．Ol8インチのストレートガイ

ドワイヤーを用いて肺動脈弁の穿孔を試みた（図3）．

しかしカテーテルの先端が肺動脈幹方向を向くように

留置できず，肺動脈弁穿孔は困難を極め，術中に

ductal　shockを合併しカテーテルを中止せざるを得

なかった．このストレスが原因で，再び腎機能障害，

クレアチニン最高値2．3mg／dl），DICを合併し，改善す

るまで治療的カテーテルおよび外科手術は施行不可能

であった．

　腎機能障害およびDICが改善した日齢34日にBT

shunt術（径3．5mm，　GoreTexを使用）を施行．手術

日本小児循環器学会雑誌第14巻第3号

は成功したが再び腎機能障害を合併し，カテーテル手

術等は施行不可能な状態が長期間持続した．

　右心機能の評価（心臓カテーテル3回目，生後4カ

月）：生後4カ月で腎機能改善し，肺動脈と右心室の機

能及び形態を評価するため心カテーテル検査を施行し

た（図4）．過去2回のカテーテルによる損傷により両

側の大腿動静脈ともに穿刺不可能な状態であり，右外

頸静脈のみ穿刺を行ったため，右室と肺動脈の同時造

影は施行不可能であった．この造影で三尖弁輪径＝6．6

mm，右室拡張末期容積指数（RVEDV）＝5．71ml，％of

norma1＝81％と計算され，　biventricular　repairは可

能と判断された．しかし生後27日に行った造影では認

めなかった後壁の突出肥厚により右室流出路が狭小化

し，穿孔術に必要となる肺動脈弁への垂直なカテーテ

ルの留置は困難と判断し，カテーテルによる弁穿孔術，

弁形成術は断念した．

　肺動脈弁裂開術（生後5カ月）：右室流出路拡大術を

施行する予定であったが，造影より推測されたほどの

狭窄は認めなかったために肺動脈弁裂開術のみ施行し

た．肺動脈弁は膜様閉鎖であったが，肥厚を認め，直

視下でメスを用い切断した．大動脈弁は弁尖の肥厚を

認め，NCCRCC間に2mmの癒合を認めたが，　NCC－

LCC間及びRCC－LCC間はバルーン拡張術による

tearを認め良く切開されており，大動脈弁閉鎖不全の

合併の危険性を考え無処置とした．心房中隔欠損症は

径5mmより径8mmへと拡張し，　BT　shuntは無処置

とした．

LVG（pre　BD）

圧較差

65mmHg

BD
6mm×2cm
　（Tyshak）

図2　ASに対するBD（出生22時間後）

LVG（post　BD）

　　　　圧較差

　　　　30mmHg
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造影で位置を確認しつつ、ガイドワイヤーに
よる弁穿孔を試みている

図3　肺動脈弁穿孔術（日齢27）
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心臓カテーテル（生後4カ月）

PAG
（側面）

RVG
（側面）

　その後の経過：経過は順調で，大動脈弁は圧較差30

mmHgの狭窄と，軽度の閉鎖不全を合併し，肺動脈弁

は軽度の狭窄と逆流を認めた．全身状態は良好であり，

生後7カ月に退院した．1歳前後に心臓カテーテル検

査を施行し，biventricular　repairとしての根治術が可

能か評価を行う予定である．

　　　　　　　　　考　　察

　新生児および乳児期早期の大動脈弁狭窄に対する

BVPの文献は多く，肺動脈弁膜閉鎖に対するBVPに

ついて最近報告されているが，PPAとcritical　ASの

合併は極めて稀であり，調べ得た範囲では文献上報告

がない．肺動脈弁狭窄と大動脈弁狭窄の合併例の報告
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は，検索し得た範囲では14例あり，うち3例のみ生存

し，生存例全例に肺動脈弁切開術，うち2例に右室流

出路形成術とKonno術を施行している1）～3）．肺動脈弁

狭窄と大動脈弁狭窄の合併においても治療は極めて困

難であり，PPAとcritical　ASの合併では，救命する

ことはより一層の困難を伴うことが考えられる．

　治療戦略として，初めにcritical　ASに対しBVPを

施行した．大動脈　左室間圧較差は55mmHgと重度狭

窄を認め，生直後よりカテコラミン投与を開始したに

もかかわらず，生後16時間よりcritical　ASによるlow

out　put　syndromeが進行し，全身状態が極めて不良で

あったために緊急にcritical　ASを解除する必要を認

めた．しかし体外循環を用いた外科治療は施行不可能

と判断しBVPを行った．新生児期のcritical　ASに対

する外科的治療の成績は死亡率9～86％と様々であ

り4）～7），critical　ASに対して外科治療とBVPのどち

らを選択するか確立した基準はなく，施設毎に方針は

異なっている．また合併奇形のあるASに対するBVP

の報告は少ない4）8）．BVPは本症例のように左心機能

が極めて悪く，体外循環を用いた開心術では救命不可

能と考えられる新生児および乳児期早期の重症例の緊

急治療として適応があると考えられる9）．

　PPAに対するBVPは新生児期に適応となるのは，

右心室が正常に近い膜様肺動脈弁閉鎖の症例であ

る1°）～12）．Kirklinら1°）によれば三尖弁輪径の指標とし

てZscoreを求め，－2から一4では弁切開術＋短絡

術，－4以下では短絡術が望ましいとしている．Fedder－

lyら13）によれば，新生児期ではBPVを施行して効果

があるのは，三尖弁輪径が11mm以上かつRVEDVが

30ml／M2以上の症例であり，以後短絡術の追加は不要

である．中西ら11）によれば，RVEDVが％of　norlnalで

50から60必要としている．我々の今回の症例は，1回

目のカテーテル時に児の全身状態が不良であったため

右室造影が施行できずRVEDVは求められなかった

が，心エコーによる三尖弁輪径一6．6mm，　Z　value＝－

2．8であり，左室形態はtripartileであること，膜様肺

動脈弁閉鎖であることよりBPVの適応と考えた．

　弁穿孔の方法として橋本ら14）やRosenthalら15）16）よ

り高周波を用いたカテーテルによる弁穿孔術やlaser

guidewireを用いた方法が報告されているが，　Fedder・

lyら17），中西ら11）によればガイドワイヤーにより弁穿

孔が可能であるため，同様の方法を施行した．しかし

5Fr．のマルチパーパスカテーテルでは肺動脈方向に

向くように留置できず，穿孔に苦虚している間に

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第3号

ductal　shockを合併し，穿孔術を中止せざるを得な

かった．留置用カテーテルに，Jndkins冠動脈用カテー

テル等を用い患児の右室流出路の形態にあわせたカ

テーテル作成をすれば，的確に留置することも可能で

あったかもしれない11）．

　BT　shunt術後の，腎機能障害が軽快した生後4カ

月に3度目の心臓カテーテルを施行し，RVEDV＝

5．71ml，％of　norma1＝81％と計算され，右室容積は弁

穿孔に必要な条件を満たしていた．しかし造影上，右

室流出路が生後27日に行った造影では認めなかった後

壁の突出肥厚により狭小化し，穿孔術に必要となる肺

動脈弁への垂直なカテーテルの留置は困難と判断し，

カテーテルによる穿孔術，形成術は断念せざるを得な

かった．生後5カ月に施行した肺動脈弁裂開術中の肉

眼所見でも右室流出路は狭小化は認めたが，造影上推

測された程高度ではなかったため，右室流出路形成術

は施行しなかった．肺動脈弁穿孔術を行う場合には，

なるべく早期に行う必要があると考えられた．

　ASに対するBVPの合併症として腸管動脈の断裂，

大動脈弁の損傷，大動脈の裂開，大腿動脈の閉塞等の

合併症が多数報告されているが’8）19），本症例も，カテー

テルに伴う出血や腎機能障害，などの合併症により治

療計画に著しい障害を来した．右総頸動脈からのアプ

ローチによるcritical　ASに対するBVPは安全かつ

効果的とする報告もあり2°）21），今後検討する必要もあ

ると思われた．PPAに対するBPVの合併率はさらに

高く，Rosenthalら16）の報告によれば，新生児及び乳児

期にレーザーを利用した弁の穿孔を試み，3例が生存，

3例が死亡している．PPAに対するBPVは技術時に

難易度が高く合併症の頻度も高いため慎重に行う必要

があると思われる．

　　　　　　　　　　結　　論

　PPAとcritical　ASを合併した稀な症例を経験し，

治療戦略としてcritical　ASの解除を優先し，出生直後

にバルーン拡張術を施行した．その結果

　1．経過とともに右室流出路狭窄が進行したため，肺

動脈閉鎖に対するバルーン拡張術は不成功であった．

従って肺動脈閉鎖に対するバーン拡張術は早期に行う

必要があると思われた．

　2．本合併例でもカテーテル治療と外科手術を適切

に組み合わせることにより救命し得ると考えられる．
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