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先天性大動脈弁狭窄を合併した極型ファロー四徴症の一例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　極型ファロー四徴症に先天性大動脈弁狭窄を合併した一例を経験した．患児は出生直後より全身チア

ノーゼを認めたため生後1日目プロスタグランディンE1の投与を開始した．これによりチアノーゼは改

善したが，哺乳力や体重増加などの一般状態の改善は充分ではなかった．患児は生後1ヵ月時には超音

波断層法にて左室の求心性肥大を認め一般状態の改善を見た．しかし2ヵ月時には心電図上虚血性変化

が明かになったため，左室圧負荷の軽減を目的として，生後73日目に直視下に大動脈弁切開術を施行し

たが救命できなかった．本例を先天性大動脈弁狭窄症として見た場合，心室中隔欠損・肺動脈閉鎖およ

び動脈管開存の存在が大動脈弁狭窄の血行動態を複雑にし，病態の把握が困難であった．

　極型ファロー四徴症に先天性大動脈弁狭窄を合併した臨床症例報告はなく，血行動態の評価が困難な

ため，外科的術式の選択・時期の決定には慎重を要すると考えられる．

　　　　　　　　　緒　　言

　ファP一四徴症の合併心奇形としては，右大動脈弓，

動脈管開存，肺動脈二尖弁および肺動脈枝低形成など

が知られているが，大動脈弁の異常は少なく，報告例

は経年的に発生する閉鎖不全が主体である1）”4）．最近

著者らは極型ファロー四徴症に先天性大動脈弁狭窄を

合併した症例を経験した．先天性大動脈弁狭窄を伴う

極型ファロー四徴症の臨床報告はなく，本例に対する

外科的治療の適応およびその時期に関し検討を要する

ところが多いと考えられたので文献的考察を加えて報

告する．

別刷請求先：（〒553）大阪市福島区福島1－1－50

　　　　　大阪大学小児科　　　　　　萱谷　　太

　　　　　　　　　症　　例

　症例：1．M．，生後12日目，女児．

　主訴：心雑音，チアノーゼ．

　家族歴；特記すべきことなし．

　現病歴：在胎39週，出生時体重2．520gで正常分娩に

て出生し，アプガースコアは1分値9点であった．出

生翌日，心雑音・全身チアノーゼを指摘され超音波断

層検査（以下UCGと略す）によりファロー四徴症・肺

動脈閉鎖・動脈管開存（PDA）・大動脈弁狭窄（AS）

と診断し，同日よりプロスタグランディソE1（PGE1）

を0．025μg／kg／min．で開始した．動脈血酸素分圧

（PO2）は38．8mmHgから53．8mmHgと上昇したが，

哺乳力・活動性および体重増加の改善は充分でなかっ

た．生後12日目，大動脈弁狭窄の評価および治療方針
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図1　胸部レントゲン撮影．上行大動脈による気管の右方への圧排および心拡大を認

　める（心胸郭比68％）．肺血管陰影は軽度の減少を示す．

㌦
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決定を目的として当科に入院した．

　入院時現症：体動は少なく，全身チアノーゼを認め

た．軽度の陥凹呼吸を認め，呼吸数は毎分60回でラ音

は聴取しなかった．心拍数は毎分120回で脈の不整はな

くII音は単一であった．胸骨左縁第4肋間にLevine

4／6の収縮期雑音と胸骨左縁第2肋間に連続性雑音を

聴取した．肝臓は右鎖骨中線上で1cm触知し，全身浮

腫はなく，四肢冷感も認めなかった．血圧は右上肢で

60／30mmHgであり左右差はなかった．

　入院時検査成績：動脈血液ガスはroom　airでPO，

46．4mmHg，　SO，　82．0％と低酸素血症は比較的軽度で

あった．末梢血液像では赤血球数484×104／mm3，　Hb

15．5g／dlと多血症はなく，白血球数・分画とも正常で

感染徴候は認めなかった．また血液生化学・血清学的

検査・検尿も異常を認めなかった．胸部X線では上行

大動脈による気管の右方への圧排および心拡大（心胸

郭比68％）を認め，肺血管陰影は軽度減少していた（図

1）．心電図は洞調律で，電気軸は＋120度，P波は高く

右房負荷を示し，胸部誘導では右室優位でV2からV5

に陰性T波を認めたが，STの変化はみられなかった．

UCGでは大動脈は右室側に75％騎乗し，大動脈弁は二

尖弁で著しく肥厚しドーム形成を認めた（図2）．肺動

脈弁は描出されなかったが肺動脈は主幹部が径8

mm，左肺動脈が径6mmであり，径3．5mmの動脈管を

認めた．さらに卵円孔開存および大きな心室中隔欠損

を認め，極型ファロー四徴症および大動脈弁狭窄症と

診断した．左室拡張末期径（LVDd）は14．8mmと正常

で，左室駆出率（LVEF）は59％と低値であった．連続

波ドップラーによる左室流出路の圧較差評価では，最
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図2　　　　　　　　　　　　大動脈は太く右室に

　75％騎乗し，大動脈弁は肥厚している．

　LA；左心房，　LV；左心室，　Ao；大動脈，　RV；右心

　室，IVS；心室中隔

大流速が4．5m／sec．を示し，圧較差は約80mmHgと推

定された．

　臨床経過（図3）：患児は利尿剤・強心剤の投与を続

けられ，酸素の漸減中止にてもチアノーゼの増強は認

めずPO2は46．4mmHgであった．生後25日目に施行

した心臓カテーテル検査（心カテ）では左室・右室の

収縮期圧はほぼ等圧で，同時期にマンシェットにより

測定した右上肢の収縮期圧は78mmHgと左室・大動脈

間に54mmHgの圧差を認めた（表1）．右室造影正面像

では右室流出路は盲端に終り，心室中隔欠損孔を介し

て左室が造影され，大動脈弁の肥厚・ドーム形成を認

めた（図4）．右室造影側面像で大動脈は右室に
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表1　心臓カテーテル検査．右室・左室は等圧で，同

　時期にマンシェットにより測定した右上肢での収

　縮期血圧は78mmHgであり，大動脈弁を介して54

　mmHgの圧差を認めた．

Pressure（mean） 02－Saturation

mmHg ％

RA （1） 31．2

RV 128／～2 37．0

1tPVW （28）

ltPV （6） 94．0

LA （4） 90．2

LV 132／～4 81．5
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図3　臨床経過表．

60日 75日

50～75％騎乗しており，動脈管を介して肺動脈が造影

された．生後30日目頃より哺乳力および活動性の改善

と1日30g程度の体重増加が得られる様になった．生

後52日目のUCGでは，　LVDdは15．6mmと拡大なく，

心室壁厚は左室後壁厚5．8mm・心室中隔厚7mmと肥

厚を認め，LVEFは69％と改善していた．しかし心電

図では両室肥大を認めるとともにV3からV6にSTの

低下が出現し陰性T波はより深くなった（図5）．

　さらにホルター心電図では哺泣時や哺乳時などの心

拍数が増加する際に著明なSTの低下を認めた．　UCG

上LVEFが生後59日目で64％，71日目には55％と低下

し，心電図変化の改善もみられないため，生後73日目

に体重3．4kgで，体外循環下に直視下大動脈弁切開術

を施行した．

　手術所見：術中圧測定にて，収縮期に左室・大動脈

間に55mmHgの圧較差を認めた．大動脈弁は二尖弁で

あり，右尖は大きく肥厚し中央に不完全なrapheを認

め器質的変化が高度であった．左尖は小さくこのため

弁口はスリット状で左方に偏位していた．弁口には直

径6mmのヘガール鉗子が通過した．前後両方の交連に

対して交連切開を行い，これにより直径9mmのヘガー

ル鉗子が通過する様になった．体外循環終了後の圧測

定では，左室・大動脈間の圧較差はほとんど消失した．

　術後経過：ICU入室1時間後では心拍数は毎分150

前後，血圧は80／30mmHgで，収縮期圧に比べ拡張期圧
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　　　　　　　　　　　　　　図4　右室造影像

正面像（左）では大動脈弁は肥厚し，ドーム形成と血流ジェット（矢印）を認め，右

室流出路は盲端に終っている．側面像（右）では大動脈弁輪は右室側に50～75％騎乗

しており，PDAを介して肺動脈が造影されている．
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生後52日目（右）ではII，

はより深く変化している．
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　　　　　　　図6　左室心筋組織像（Hematoxylin・Eosine染色）

A：心筋肥大および配列の乱れた心筋線維を示す（×10倍）．

B　心内膜側では心筋細胞の空胞変性を認める（×20倍），

が低く大動脈弁逆流の発生が考えられた．術後3時間

頃より心拍数は毎分170～180となり収縮期圧50～60

mmHgとやや低下したが，中心静脈圧は8cmH20，尿

量は3ml／kg／hr．以上を維持していた．心電図では術前

と同様ST低下がみられたがCPK－MB値は6U／1と

正常範囲であった．しかし術後8時間目，突然低血圧，

心停止となり各種蘇生術に反応を見られず死亡した．

　剖検所見：左室後壁13mm，右室自由壁10mm，心室

中隔はさらに厚く両心室の著しい肥大を認めた．大動

脈弁は二尖弁で，右尖は大きく肥厚し器質的変化が高

度であり，弁口は左方に偏位していた．右冠動脈は左

尖のある左前方より，また左冠動脈は右尖のある右後
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方より起始していた．肺動脈主幹部は大動脈の左側方

に認め，右室肥大により流出路が時計方向に回転した

ものと考えられた．右尖の中央には不完全なrapheを

認め，左冠動脈尖と無冠尖の癒合低形成による二尖弁

であると考えられた．病理組織学的検査では心筋梗塞

を示す変化はなかったが，右室・左室とも著明な心筋

肥大を認め心内膜側では空胞変性を多く認めた．心筋

線維は典型的な錯綜配列ではないが走行に乱れを認め

た．また心内膜側では血管周囲・間質の線維化を認め

た（図6）．これらの変化は圧負荷による肥大とhypox－

iaによる心内膜側は心筋細胞の変性・線維化と考えら

れた．大動脈弁は膠原線維の配列異常はなく炎症性変

化も認めず正常組織であった．

　　　　　　　　　　考　　察

　ファロー四徴症の合併心奇形の中では，右大動脈弓，

二尖弁性肺動脈弁，肺動脈弁欠損，心房中隔欠損，左

上大静脈遺残，肺動脈分岐狭窄などの頻度が高いが，

大動脈弁の異常は少ない1）一一4）．特に肺動脈閉鎖を伴う

いわゆる極型ファロー四徴症に大動脈弁の異常を合併

した症例は極めて稀である．本症における大動脈弁異

常の合併頻度に関して，1968年にGlancyら4）はファ

ロー四徴症45例の剖検中5例に異常を認めたと報告し

ている．このうちの2例はリウマチ熱あるいは心内膜

炎による後天性の病変であり，他の2例は交連部の線

維性癒合と共に心室中隔上縁や右室前壁の心内膜にも

線維性肥厚を認め，二次的な変化と考えられた．残り

の1例は先天性の二尖弁性大動脈弁であるが閉鎖不全

を呈した症例である．一方これら45例のうちで肺動脈

閉鎖を伴ったいわゆる極型ファロー四徴症は7例で

あったが，いずれも大動脈弁は正常で，大動脈弁に異

常のある5例は含まれていない．また，1981年にFal－

lonら5）は無治療で36歳まで生存し得た極型ファロー

四徴症で大動脈弁狭窄を合併した1例を報告している

が，その原因はhemodynamic　trauma　Oこよる弁尖の

二次的な変性であると述べている．本症例の如く先天

性大動脈弁狭窄を合併し，新生児期より大動脈弁狭窄

とファロー四徴症の臨床症状を呈した報告は文献上例

を見ない．

　本症例では，臨床経過を通じて心室中隔欠損・肺動

脈閉鎖および動脈管開存の存在がASの血行動態を複

雑にし，その病態の把握に苦慮した．新生児早期に

PGE1投与によりチアノーゼが改善したにもかかわら

ず，哺乳力・活動性の改善が得られなかった．これは

ASの圧負荷によるafterload　mismatchに加え，

299－（99）

PGE1によるpreloadの増大が心室機能の面からはむ

しろafterload　mismatchを助長し心室ポンプ機能低

下を招いていた可能性が考えられる．一方，当院入院

後UCGにおいて急速な心室壁の肥厚を認め，左室径

は14．8mmから15．6mmとほとんど変化がなく，

LVEFは59％から69％と改善を示した．この時期に一

致して3週目頃より哺乳力と活動性の改善がみられ安

定した体重増加が得られる様になった．しかしその後

も心室壁の肥厚の進行とともに，LVEFはむしろ低下

し，心電図でのST・Tの変化に見られる如く心筋虚血

の徴候が出現している．この臨床経過をretrospective

に見ると，成人のASや圧負荷疾患において報告され

ている心室収縮機能の推移と同様の変化をおこし，し

かもそれが極めて短期間の経過でおこっていたと推察

される．つまり新生児期における，圧負荷によるafter－

load　mismatchの状態が，生後52日目には左室の求心

性肥大によりある程度代償され高い心室壁応力が低下

した結果，心室ポンプ機能が改善したと考えられる．

しかし圧負荷の継続により，さらに心室壁の肥厚が進

行するに従い，心筋虚血により収縮力の低下がおこっ

たと考えられる．この収縮力の低下に関しては成人の

圧負荷疾患においては，著しい心筋肥大により相対的

な冠血流不足に加えて，圧負荷による直接的な心内膜

および心筋そのものの虚血や6brosisなどの機序が明

かになっている．本例の剖検所見も同様の機序を示唆

するものであった．

　以上の様に本症例の心奇形の主要な形態はファロー

四徴症であるが，臨床経過は先天性大動脈弁狭窄症の

血行動態的特徴を示しており，これに準じた管理が必

要と考えられる．先天性大動脈狭窄症の予後に関し，

Kirklin6）は乳児期より哺乳不良・発汗・蒼白・呼吸困難

などの症状を認めるものは急速にうっ血性心不全が進

行し，生後数日から数週以内に死亡する例が多いと述

べている．また重症度についても，大動脈弁を介する

圧較差が75mmHg以上あるいは大動脈弁口面積が0．5

cm2／m2以下のものを重症としている．一方，　Keithらη

は先天性大動脈弁狭窄症に心内膜線維弾性症やPDA

を合併するものは心不全に進行しやすく，V5，　V6での

ST低下・T波の陰転を認める症例では1年以内に死

亡することが多いと指摘している．自験例では大動脈

弁圧較差は54mmHgと狭窄の程度は中等度であった

が，入院時から心電図上T波の陰転を認め，さらに大

動脈弁の狭窄病変は手術所見，剖検所見から高度であ

り，重症例と考えられる．本例では生後52日目には心
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電図上両室肥大と左心系の虚血性変化が出現してい

る．これは本例がいわゆるsimple　ASと異なりチア

ノーゼ性心疾患であるということ，さらに太いPDA

による拡張期圧の低下が冠血流の減少を生じたために

心筋の酸素供給が充分でなく，simple　ASにおけるよ

りも早期に左室の心筋虚血が出現したものと思われ

る．

　以上の点から，肺動脈閉鎖を伴う先天性大動脈弁狭

窄症での大動脈弁切開術の適応および時期としては，

原則的には厳重な内科的管理で心不全の改善が得られ

なけれぽ直ちに外科的処置を行うべきと思われる．ま

た体重増加や一般状態が比較的安定していても，心筋

壁の肥厚が高度になり心電図で虚血性変化の進行を認

める前に左室圧負荷の解除を試みるべきであると考え

る．本例では狭窄の解除に伴い逆流が発生し，これが

肥大の著しい心筋にとって術後criticalな時期での心

筋虚血を増強させた可能性が考えられる．大動脈弁切

開に際しては，術後の大動脈弁逆流の発生や増強が冠

血流の減少やうっ血性心不全を助長する重要な因子で

あるため，心筋肥大の高度な例や複合奇形での

valvotomyに際しては，一般の先天性大動脈弁狭窄症

より，さらに慎重な術式の選択を行い，かつ最低限の

弁切開にとどめるべきであると著者らは考える．術式

に関しては，従来から行われているopen　valvotomy

が狭窄の解除には最も確実な方法とされているが，逆

流の発生はむしろ多いとの報告もあり8），最近では

ballon　arteriovalvuloplastyや左開胸よりのclosed

valvotomyも注目されている8）9）．いずれにせよ，これ

らの方針通りに治療できるか否かは大動脈弁の器質的

変化の程度に左右されるものであり，本症例の如く弁

組織そのものの病変が高度である例は，外科的治療に

おいても非常に困難な例と言わざるを得ない．さらに

本例は姑息的valvotomyが成功したとしても近い将

日本小児循環器学会雑誌　第5巻　第2号

来再手術も考慮され，また根治手術に際し如何に対処

するか，様々の問題を有する病態であると考えられる．
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ACase　Report　of　Pseudotruncus　Arteriosus　with　Severe　Congenital　Aortic　Valve　Stenosis

Futoshi　Kayatani，　Minoru　Ogawa，　Tetsuya　Sano，　Toru　Nakajima，　Tohru　Matsushita，

　　Hikaru　Matsuda＊，　Tomohide　Kawamoto＊，　Yasuhisa　Shimazaki＊，　Jun　Arisawa＊＊，

　　　　　　　Yoshiyuki　Tanaka＊＊＊，　Kazuhiko　Nishimura＊＊＊，　Takahiro　Kozuka＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Yasunaru　Kawashima＊

　　　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Osaka　University　Medical　School

　　　　　　　　　　　＊First　Department　of　Surgery，　Osaka　University　Medical　School

　　　　　　　　　　　　＊＊Department　of　Radiology，　Osaka　University　Medical　School

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊Department　of　Pediatrics，　Aizenbashi　Hospital

　　　Acase　of　pseudotruncus　arteriosus　associated　with　severe　aortic　valvular　stenosis　was　reported．

The　patient　was　a　female　baby，　born　at　39　weeks　of　gestational　age　and　2520　g　of　birth　weight．　She　had

intravenous　administration　of　prostaglandin　EI　from　first　day　of　life　in　order　to　improve　her　severe

cyanosis．　Although　left　ventricular　ejection　fraction（LVEF）was　depressed　in　two－dimensional

echocardiographic（2－DE）measurements，　she　was　gradually　improving　in　general　conditions　by

medical　treatment．　Preoperative　cardiac　catheterization　at　one　month　of　age　confirmed　the　diagnosis

and　pressure　gradient　between　the　LV　and　the　aorta　was　54　mmHg．　She　did　well　with　development　of

LV　hypertrophy　and　improvement　of　EF　in　2・DE　until　two　months　of　age，　when　ischemic　change

appeared　in　electrocardiogram　and　LVEF　reduced．　To　release　left　ventricular　pressure　overload，　open

aortic　valvotomy　was　performed　at　73　days　of　age．　The　aortic　valve　was　bicuspid　and　thickened　with

severe　organic　change．　Postoperative　systemic　diastolic　pressure　became　significantly　low，　suggested

aortic　regurgitation．　She　died　from　sudden　cardiac　failure　8　hours　after　operation．　To　our　knowledge，

this　is　the　first　case　report　of　the　pseudotruncus　arteriosus　with　severe　aortic　valve　stenosis，　The　most

difficult　problems　during　the　management　of　this　case　were　accurate　assessment　of　the　specific

hemodynamic　state　in　this　complex　anomaly　and　the　decision　of　the　appropriate　timing　of　aortic

valvotomy．
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