
緒 言

近年，新生児重症大動脈弁狭窄症に対しては手術に

代わりバルーン弁形成術（BAV）が行われることが多

くなった1）．しかし，新生児期に発症する大動脈弁狭窄

は全身状態が不良であったり，弁が異形成でカテーテ

ル治療が困難であったりすることがある．治療の適応

については，特に左室の小さい症例で迷うことがあり，

議論の余地がある．左心低形成として Norwood 手術

を選択するか，大動脈弁形成術を施行し両心室を用い

る方針とするかは本症を治療する上で極めて重要な選

択である．今回，我々は左室拡張末期容積の小さい重

症大動脈弁狭窄症例に対して BAV を施行し，左室拡

張末期径が正常化した症例を経験したので報告する．

症 例

病歴：患児は 41 週，3,000 g で出生した．Apgar

score は 1 分後 8 点，5 分後 9 点であった．日齢 1 に顔

色不良と心雑音に気付かれ，心疾患の疑いで，日齢 2

に当科に紹介され入院した．入院時理学所見では，心

拍数 150�分．呼吸数 60�分．全身蒼白で，脈は弱く，

血圧は Doppler 法で 68 mmHg であった．胸骨上窩に

わずかに thrill が触知された．聴診上では I 音，II 音と

もに弱く，胸骨左縁第二肋間に Levine 3�6 度の収縮期

雑音を聴取した．肝は季肋下 0.5 cm 触知した．毛細管

血ガス分析では pH は 7.42，pO2 67 mmHg，pCO2 34

mmHg，BaseExcess は－2.5 と軽度の代謝性アシドー

シスを認めた．

胸部レントゲン：心胸比 55％，肺血管陰影正常．

心電図：QRS 平均電気軸 120 度．V 4，V 5 での T

波は平坦であった．明らかな strain pattern は認めな

かった．
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近年，新生時期に発症する重症大動脈弁狭窄症に対するバルーンによる大動脈弁拡大術（BAV：bal-

loon aortic valvuloplasty）が積極的に行われている．今回，我々は左室容積の小さい，新生児早期に発症

した大動脈弁狭窄症に対して BAV を施行し，良好な結果を得たので報告する．症例は日齢 2 に BAV

を施行した．BAV 施行前の心エコーで左室拡張末期径は 14 mm と小さく（正常値 16～20 mm），心血管

造影でも左室拡張末期容積は正常値の 38％（－3 SD）であったが，僧帽弁口面積は 6.72 cm2�体表面積 M2

と正常であった．僧帽弁輪径は 10.5 mm（－0.3 SD），大動脈弁輪径は 7.8 mm（－0.5 SD）と両者とも比

較的大きかった．左室～大動脈圧較差は施行前 124 mmHg から 5 mmHg と改善した．BAV 後，大動脈

弁閉鎖不全は I 度であった．心エコーによる退院までの 2 週間の経過で左室拡張末期径は 20 mm と正常

域に達した．1 年後の左室拡張末期容積は正常予測値の 162％ と発育していた．僧帽弁や大動脈弁が比較

的大きい症例では左室容積が小さくても BAV の適応がある場合があると考えられた．
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表１　心エコーと造影による左室低形成に関する評価

本症例左室低形成の基準指標指標＃

0.820.8 以下左室長 / 心室長比1

3.1 mm/M23.5 mm/M2 以下大動脈弁上部径2

6.72 cm2/M24.75 cm2/M2 以下僧帽弁弁口面積3

41 g/M235 g/M2 以下左室筋肉重量4

－ 1.34－ 0.35 以下Rhodes score5

14 mm14 mm 以下左室拡張末期径6

19 ml/M220 ml/M2 以下左室拡張末期容積7

指標 1―5 は Rhodes（文献 4）の，エコーによる計測．

指標 6 は Donti らのエコーによる計測（文献 9）．

指標 7 は造影による計測（文献 14）．M2：体表面積

心エコー：大動脈弁は構造上 3 弁を有するように見

えたが，機能的には右冠尖と左冠尖とが癒合しており，

無冠尖との間も開放が不良であった（図 1）．大動脈弁

の通過血流は最大流速で 2.0 m�sec，大動脈弁閉鎖不全

が極く軽度に認められた．左室短縮率は 0.45 と正常で

あった．動脈管は開存していたが狭小化傾向を認め，

両方向性の血流を認めた．動脈管での右―左短絡血流

は大動脈弓部まで達していた．心房間では有意の短絡

を認めなかった．左室後壁厚は 4 mm で左室肥大は認

めなかった．左室容積に関する心エコーでの諸計測は

Rhodes らの方法4）で行った．左室長�心室長比 0.82，大

動脈弁上部径 3.1 cm�体表面積 M2，左室短軸拡張末期

径は 14 mm（69 mm�M2，－3.0 SD）と小さかった．し

かし僧帽弁輪径は長軸像で 9.8 mm（－0.5 SD），四腔像

で 10.5 mm（－0.3 SD），僧帽弁口面積は 6.72 cm2�M2

と正常であった（表 1）．

心臓カテーテル検査ならびにバルーン弁形成術

全身状態が不良であること，上下肢の脈の触知不良，

および心エコー所見から重症大動脈弁狭窄による低心

拍出状態と診断し，右室から大動脈への灌流を促す目

的で lipoPGE1 を 5 ng�kg�分で開始した後，入院同日

に心臓カテーテル検査ならびに BAV を施行した．心

臓カテーテル検査は右心カテーテルは右大腿静脈から

行い，左心カテーテルは右総頸動脈を皮膚切開の後，

直視下に穿刺して行った．左室造影（図 2）では，左室

拡張末期容積は 19 ml�m2 であり，正常予測値16）の 38

日小循誌 16（ 6 ），2000

図 1 心断層エコー．A：BVP 前の大動脈弁の短軸像．弁尖の肥厚を認める．B：BVP

から 2 週間後の大動脈弁の短軸像．C：BVP 前の左室長軸像．左室拡張末期である

が，内腔は小さい．D：BVP から 2 週間後の左室長軸像．C に比して左室腔は拡大

している．
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表２　心臓カテーテル検査所見

BAV 後BAV 前

6062（mmHg）右室圧（収縮期）

70175 （mmHg）左室圧（収縮期）

1218（mmHg）左室圧（拡張末期）

6551（mmHg）大動脈圧（収縮期）

4938（% of normal）左室拡張末期容積

6519（%）左室駆出率

BAV：バルーン弁形成術

％であった．大動脈弁輪径は 7.8 mm（－0.5 SD）と比

較的大きかった．7.8 mm の弁輪に対して 7 mm の

Meditech 社の Ultrathin バルーンを用いて BAV を施

行した．カテーテル検査での圧所見は表 2 に示した．

BAV により左室圧は 175 mmHg から 70 mmHg と低

下し，大動脈の収縮期圧は 51 mmHg から 65 mmHg

へと改善した．術前には造影で大動脈弁閉鎖不全は認

めなかったが，BAV 直後に Sellers 分類 1 度認めた．

弁形成術後の経過

全身状態は BAV 後に著明に改善した．BAV は有効

と判断し，直ちに lipoPGE 1 を中止，動脈管は中止後

2 日目に閉鎖した．心エコーによる左室径ならびに左

室の短縮率の経時的変化をを図 3 に示した．拡張末期

径は BAV 前では 14 mm であり，直後には 13 mm と

なったが，2 週間後には 20 mm と正常化した．左室の

短縮率は BAV 直後に一時的に低下したが，その後正

常範囲内を推移した．図 1 B，1 D に 2 週間後の心エ

コー図を示す．大動脈弁は右冠尖と左冠尖は癒合して

いたが，無冠尖と 2 弁様によく解放していた．大動脈

弁閉鎖不全は軽度にとどまっていた．

BVA 施行後の身体発育は良好であった．大動脈弁閉

鎖不全が徐々に進行したため，ジゴキシン，利尿剤，

アンジオテンシン変換酵素阻害剤を投与したが，生後

10 カ月に心エコー上，大動脈弁閉鎖不全は中等度とな

り，生後 1 年でレントゲン上心胸比 61％，心エコーで

は左室短軸拡張末期径は 33 mm（正常値 27 mm）と拡

大した．1 歳時の心臓カテーテル検査では，左室拡張末

期容積は正常予測値の 168％ で，駆出率は 62％，心係

数は 4.6 L�min�M2 であった．大動脈造影で閉鎖不全が

III 度認められたため，1 歳時，Ross 手術を施行した．

術後経過は順調である．

考 察

本症例は左室拡張末期容積が小さい（正常の 38

％）AS で，左心低形成症候群との境界領域の症例であ

ると思われる．新生児期に発症する重症大動脈弁狭窄

に対する BAV の結果を左右する因子として，大動脈

図 2 BVP 前の左室造影所見．A：正面像，B：側面像．

図 3 左室内径の経過．
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弁形態2），左室容積（左室径）1）～4），左室の収縮能6）7），

上行動脈径2）3），僧帽弁低形成の合併2），大動脈縮窄症

の合併8）などがあげられる．Zeevi ら1）の報告では，左室

容積が 40％ 前後であった 3 例中 1 例のみが BAV 後

生存しており，左室が著明に小さい場合には，左室容

積が正常である場合に比べて予後不良であることはほ

ぼ間違いない．

左室容積の推定は左室造影や心断層エコーなどで推

定される10）11）．重症大動脈弁狭窄における左室径に関

しては，Bu’Lock ら5）は BAV を施行した症例のうち左

室短軸径が 19 mm 以下の症例は全例死亡したと報告

し，また，Donti ら9）は，左室拡張末期径 14 mm 以下は

全例死亡し，17 mm 以上は BAV が成功したという．

本症例は左室末期径，左室末期容積ともに小さく（表

1），左室の容積に関しては，左室を使う方針は無理と

も思われる症例であった．

Kovalchin ら10）の重症大動脈弁狭窄におけるエコー

指標の研究では，左室の長軸は生存群では平均 13.2

cm�M2，死亡群では 10.0 cm�M2 であったと報告され

ており，本症例は 12.6 cm�M2 と生存群に近かった．ま

た左室心筋重量も 41 g�M2 と Rhodes の基準11）を満た

していた．これらのことから，本症例は左室が小さかっ

たものの，左室心筋が充分量存在したため，BAV 後の

左室の拡大に伴って心拍出量が増加する予備能があっ

たと推測される．

総肺静脈還流異常症などの右室容量負荷疾患では，

心エコー上，左室短軸径が小さくなり左室低形成状態

に見えることがある15）．しかし本症例では心房間左―

右短絡は無く，少なくとも生後には右室容量負荷の病

態ではなかった．また左室圧は右室圧より高く，「右室

に圧排された左室」の病態でもなかった．以上から，

本症例は右室の影響ではなく本質的に左室が小さい病

態であったと思われる．

一方，僧帽弁口面積に関しては，Rhodes ら11）は重症

大動脈弁狭窄において生存群，死亡群でそれぞれ僧帽

弁口面積は 6.3，4.8 cm2�M2 であったと報告しており，

本例は 6.7 cm2�M2 で，生存群の値に近かった．左心低

形成症候群の多くは僧帽弁輪径が小さいか，僧帽弁は

閉鎖している．本症例の僧帽弁は長軸像で 9.8 mm（－

0.5 SD），四腔像で 10.5 mm（－0.3 SD）とほぼ正常であ

り，弁形態ならびに弁下構造も正常であった．Serraf

ら12）は左心低形成の症例に対し積極的に biventricular

repair を行っているが，僧帽弁が低形成の症例は予後

が悪いことを報告している．本症例で BAV 後の経過

が良かったのは僧帽弁の大きさが正常であったことが

大きく寄与していると思われる．

Kovalchin ら10）は，重症大動脈弁狭窄の biventricular

repair 例で生存例と死亡例を比較すると，2 群で有意

差を示した術前のエコー指標は，大動脈弁上部径，大

動脈弁輪径，上行大動脈径，左室の長軸であったとい

う．大動脈弁上部径は生存群が平均 3.6 cm�M2 に対し

て死亡群では 2.6 cm�M2 であり，本例での値（3.1 cm

�M2）は両群の中間に位置した．また，Simpson ら3）の

報告した重症大動脈弁狭窄症例の中には，本症例のよ

うに左室容積が小さくても大動脈径の比較的大きな症

例があり，その様な症例では BAV が有効で biven-

tricular repair が可能であったという．

Rhodes ら11）は，体表面積，大動脈弁上径，左室�心室

比，僧帽弁口面積を代入して得る Rhodes score が－

0.35 以下だと予後不良であると報告した．本症例では

－1.34 と低かったが生存した．大動脈弁上径，左室�心
室比は小さかったが，僧帽弁口面積が比較的大きかっ

たのが生存に寄与したのかもしれない．

本症例は心エコー上の左室短縮率は正常範囲内で，

機能的には正常であるにもかかわらず，大動脈弁での

流速は 2 m�sec であった．通常，新生児重症大動脈弁

狭窄においては大動脈弁での圧差が年長児の AS ほど

には大きくないにもかかわらず，左室駆出率は低下し

ていることが多い．本症例では左室収縮能が低下して

いないにもかかわらず左室が小さいため，左室駆出量

が小さくなり，心エコー上，大動脈弁での流速が速く

なかったと考えられる．また，大動脈弁開口部がカテー

テルにより閉塞されたため，カテーテルにより測定さ

れた左室―大動脈圧差が大きくなったと考えられる．

本症例では左室短縮率は心エコー検査では低下してい

なかったが，左室造影から測定した左室駆出率は低

かった．左室圧所見と同様に，左室造影から測定した

左室駆出率は，カテーテルが狭い大動脈弁口をふさい

だ状態で評価したため，低い値を示したのであろう．

本症例は心エコーから計測した心機能の低下はな

かったが，全身状態が不良であり，BAV の適応と考え

られた．上行大動脈の血流は順行性だったが，動脈管

の血流は両方向性で，低心拍出の症状を呈しており，

動脈管の開存を必要としていると判断した．BAV 後，

血圧が上がり，全身状態が改善した．また左室拡張末

期 圧 は BAV 前 18 mmHg だ っ た の が，BAV 後 12

mmHg に低下した．左室流入血流パターンはモニター

しなかったが，以上の所見は，左室の圧負荷とともに
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拡張障害も存在し，BAV により圧負荷軽減とともに左

室の拡張障害が軽減し，左室流入血流が増加し，心拍

出量が増加する方向に動いたものと思われる．BAV

後，低心拍出症状は消失し，lipoPGE 1 を中止でき，動

脈管閉鎖後も，左室は正常域まで発育した．但し 1 年

後の左室拡張末期容積が，168％ と正常以上になった

のは大動脈弁閉鎖不全による影響もあろう．

左室の小さい AS 症例の治療方針の決定にあたって

は，左室の容積やエコーによる短軸経のみで左心低形

成と判断せず，大動脈弁輪径や僧帽弁輪径を参考とす

るべきであろう．その際，本症例のように新生児期早

期に弁形成を施行すれば，左室の容積の正常化が期待

できる症例もあることを考慮に入れるべきと考える．

具体的には，僧帽弁口面積が Rhodes ら11）の基準を満

たし，大動脈弁やその上下の径が Kovalchin ら10）の生

存群の値に近ければ，biventricular repair の方針即ち，

BAV を試みてよいと考える．但し，本報告は，1 例の

症例報告であり，今後症例数を増やし検討する必要が

あることは言うまでもない．
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Balloon Aortic Valvuloplasty for a Case with Small Left Ventricle

Hideshi Yamamura, Toshio Nakanishi, Insam Park,
Kimimasa Tobita and Kazuo Momma

Department of Pediatric Cardiology, The Heart Institute of Japan, Tokyo Women’s Medical University

We performed balloon aortic valvuloplasty（BAV）in a 2-days-old baby with critical aortic steno-
sis（AS）and small left ventricle. Echocardiogram showed small left ventricular dimension of 14 mm
at diastole（normal 16～20 mm）. Angiogram revealed that left ventricular end-diastolic volume was
only 38％ of normal. Aortic root diameter measured by echocardiogram was small（3.1 cm�M2）but
close to normal. Mitral valve area measured by echocardiogram was normal（6.72 cm2�M2）. After
BAV, pressure gradient across the aortic valve reduced from 124 mmHg to 5 mmHg. The degree of
aortic regurgitation after BAV was 1�4. On echocardiograms, the left ventricular end-diastolic di-
mension increased to normal range（to 20 mm at diastole）in two weeks after the BAV. BAV may be
indicated in patients with critical AS associated with small left ventricle, if annulus diameters of the
mitral valve and aortic valve are relatively large.
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