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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　先天性大動脈弁狭窄症7例に対して，合計8回のballoon　aortic　valvuloplasty（BAV）を施行した．

そのうち5回はsingle　balloon法で，3回はdouble　balloon法であった．対象は2～17歳（平均11．3歳）

であり，体重は13kg以上であった．そのうち1例は開胸手術後に再狭窄をきたした症例であった．全例

でBAVは有効であり，左室一大動脈圧較差は80±24mmHgから33±19mmHgへと改善した．3例で大

動脈弁閉鎖不全症の出現又は悪化を認めたが，症状の出現やその後の悪化はなかった．また血管損傷や

その他の重篤な合併症は認めなかった．single　balloon法とdouble　baloon法の比較では血管損傷や心

筋，脳の虚血予防やバルーンの固定の容易さなどからはdouble　balloon法が有利と考えた．今回の症例

でも手術後の1例はsingle　balloon法ではping・pong　ball　movementによってバルーンの大動脈弁部へ

の固定ができず左室大動脈圧較差の改善も認めなかったが，double　ballon法では固定でき，圧較差の改

善を認めた．しかし，ARの出現がdouble　balloon法三例中二例にみられたことよりバルーン径の選択

などには更に検討が必要と思われた．

　BAVは小児の先天性大動脈弁狭窄症に対する治療法として今後期待しうると考えた．

　近年，肺動脈弁狭窄をはじめとする弁疾患，大動脈

縮窄，末梢性肺動脈狭窄などの血管狭窄性病変，

Blalock・Taussing術後の吻合部狭窄，また冠動脈の狭

窄にもバルーンによる治療が盛んに行われ効果をあげ

ている．当科でも1984年より50余例の小児の先天性肺

動脈弁狭窄症に対する治療をはじめ，種々の疾患に対

して同法を施行し，その有用性を報告してきた1｝’“4）．今

回は，先天性大動脈弁狭窄症7例に対してballoon

aortic　valvuloplasty（BAV）を施行したのでその結果

別刷請求先：（〒830）久留米市旭町67番地

　　　　　久留米大学小児科　　　　　才木　邦宣

について報告する．

　　　　　　　　　1）対　　象

　2～17歳（平均11．3歳）の先天性大動脈弁狭窄症7

例に対してBAVを施行した．最低体重は，13kgで

あった．合併奇形は1例で軽症の心室中隔欠損症をみ

とめたが，他の6例はみとめなかった．また1例は7

年前に手術による弁切開術を施行されたが，再狭窄を

きたした例であった．また，大動脈弁の形態は二尖弁

が1例あったが，他は三尖弁であった．ただ，同じ三

尖弁でも2例では三尖の大きさが異なりやや不完全な

三尖弁であった．また手術成績に影響する大動脈弁輪

径については，Feigenbaum5）や福重6）の報告を参考に
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表1　患児の大動脈弁等の基礎データ

1．TK 2．ST 3．KM 4．TO 5．HS 6．HS 7．SA
801365 SMOO354422 870123 781291 870915 882994 881325

施行年齢（歳） 10y 5y 2y 12y 17y 7y 15y

性別（M，F） M M M M M F M
体重（kg） 21．5 13．5 15．3 25 55 18．7 60

身長（cm） 121 101 96 130 165 113 166

体表面積（M2） 0．85 0．62 0．75 0．95 1．62 0．76 1．70

大動脈弁輪径（mm） 21 17 13 22 23 23 25

標準径（福重）（mm） 20．7 18．1 19．7 21．6 25．9 19．8 26．3

弁輪径／標準径（％） 102 94 66 102 88 116 95

バルーン径（mm） s20 s15 s12 s20 s23

d10十18 d10十18 d15十15

大動脈弁形態 三　尖 三　尖 三　尖 三　尖 二　尖 三　尖 三　尖

RCC低形成 NCC低形成
LCC低形成

開胸手術歴 手術後

合併奇形 VSD

表2　BAVの適応

1）心電図又は心エラー図上，著明な左室肥大

2）心＝コー図上，左室心筋の肥厚

3）心エコー図上，大動脈弁のドーム形成や大動脈の狭窄後

　拡張
4）パルスドプラ心エコー図法にて左室大動脈圧較差50

　mmHg以上
1）－4）のうち，心臓カテーテル検査にて左室大動脈圧較差が

50mmHg以上の症例 1）左室長軸像 2）大動脈弁短軸像

すると1例で標準径の66％だったが他は85％以上で

あった．これらのデータは表1に示した．一応今回は

BAVの適応を表2の様に定めた．

　　　　　　　　　　2）方　　法

　カテーテル検査に先だって，high　pulse　repetition

frequency（HPRF）機能を有するアロカ社製SSD・730

を用い心エコー図検査を施行した．5MHzのトランス

デューサーを用いて，左室長軸及び短軸像にて大動脈

弁の形態の観察，弁輪径の測定，および拡張末期径，

駆出率，壁厚など左室機能の評価を行った．同じく2

MHzのトラソスデューサーを用いて，　Pulsed　Dop・

pler　echo法にて左室大動脈圧較差（AP）の測定を行

いBAVの適応を予測した（図1）．また，佐藤ら7）が報

告した様に，BAVによる血管の損傷を評価するため

に5MHzのトランスデューサーを用いて両側大腿動

脈の描出も行った．

　施行日の前日よりBAVに伴う血栓形成を予防する

ためにaspirin　5mg／kg／dayを服用させた．

F

r←wmontPtw

3）左室Mモード｛象 4）ドプラ法

図1　1）左室長軸像．大動脈弁の肥厚，ドーミング及

　び上行大動脈の狭窄後拡張，左室の形態，動きを評

　価する．2）大動脈弁短軸像．大動脈弁の弁尖の枚数，

　形態，肥厚，癒合の程度を評価する，3）左室Mモー

　ド像．左室内径，駆出率，心室中隔や左室後壁の肥

　厚，ARのある症例ではM弁のflutteringを評価す

　る．4）ドプラ法．心尖部よりの左室長軸断面，胸骨

　上窩よりの大動脈弓像，及び5chamber　viewにお

　いて左室大動脈圧較差やARの評価を施行する．

　まず大腿動脈より通常のカテーテル検査を施行し

た．圧引き抜き曲線にてpeak　to　peakの左室大動脈圧
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較差を測定し，大動脈弁上部からの造影検査にて大動

脈弁輪径の測定及び大動脈閉鎖不全（AR）の検査を

行った．BAVのバルーンはMansfield社又は
Meditech社製のものを使用した．バルーン径の選択

はsingle　balloon法では弁輪径と同等もしくは1～2

mm小さいものを使用し，　double　balloon法では

Scott・B－Yeagerの式（図2）によりsingle　balloon法

とみあったものを使用した．施行前には血栓予防に

冨
⊥ Ω

⊥

MαXtmcr1　Circum」ie工ence

　　　rI（d1＋d2）

図2　Scott－B－Yeagerの式．この式より周径がsingle

　balloon法のバルーンと同等になるようdouble
　balloon法の2つのバルーン径を決定した，

heparin　100単位／kgと，徐脈予防にatropine　O．1＋

（0．01×体重（kg））mgを静脈内に投与した．バルーン

の挿入は左室に残したガイドワイヤーに沿って行い，

ダイレーターで拡張後にバルーンを逆行性に挿入し

た．double　balloon法では両側大腿動脈より同様に施

行した．inflation時間は5～10秒間としてwaistの消

失まで行った．BAV終了後に再度，検査用カテーテル

を挿入して∠P及びARの測定を施行した．

　BAV直後，2週間後，1ヵ月後，3ヵ月後，半年後

の順で心エコー図法により大動脈弁の形態，右室大動

脈圧較差，左室機能の推移を観察した．また，直後に

はエコー図法でBAVに用いた大腿動脈の描出を行い

血栓形成の有無，損傷や狭窄の状態を観察した．

　最近の4例では再狭窄の評価のため2週間後と1年

後に心臓カテーテル検査を施行または予定している．

　　　　　　　　　3．結　　果

　7例でsingle　balloon法5回，　double　balloon法3

回，合計8回のBAVを行った．1例は7年前に開胸手

術（valvotomy）をした症例で，　single　balloon法では

ping－pong　ball　movementカミありバルーンの大動脈弁

での固定ができなかった．そこで，double　balloon法

を施行したところ固定もうまくゆき，APの改善がみ

BallOon　Aortic　ValvuloplaSty

Post　valvotomy（1982．10）

＃870915

before　BAV　　（1989．3）

Single　Balloon　Method　　　　　Double　Balloon　Method　　　　　Immedlately　after　BAV

　図3　本児は7年前に開胸手術を施行した症例で，手術直後になかった大動脈弁閉鎖

　　不全（AR）がBAV前に1度出現していた．　single　balloon法ではバルーンの固定

　　ができず，double　balloon法にて奏功した．　BAV直後にARは2度に増強した．
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　　　　図4　左室一大動脈圧較差の推移を示した．BAVの前後で圧較差は80±24→33±19

　　　　　mmHgと有意に改善した．最初の症例は3年後でも効果が持続している，

Ba！toon　Aortic　Valvuloplasty

Aortic　regurgitation
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図5　BAV前後の大動脈弁閉鎖不全（AR）の推移を

　示した．3例でARの出現または悪化を認めた．

られた（図3）．また図に見られる様に手術直後にはな

かったARがBAV前に自然経過として1度，　BAV

直後には2度出現した．

　図4に圧較差の推移をしめした．BAVの前後で圧

較差は80±24mmHgから33±19mmHgへと全例で改

善した．また1例目の症例は圧較差がBAV前57

mmHg，　BAV後35mmHg，3年半後10mmHgと効果

は持続しており，他の例でも有意の再狭窄の所見はな

い．

　図5にARのBAV前後の変化を示した．3例に
ARの出現ないし悪化を認めたが，その後のカテーテ

ル検査時の大動脈造影ではSellor’s分類の進行はな

く，症状もみられない．3例中2例はdouble　ba110n法

をもちいた例であった．

　また，足背動脈の触知やエコー図により穿刺した大

腿動脈の描出を行ったが有意の血管損傷はなく，心筋

梗塞，脳梗塞ショックなどの合併もみられなかった．

　　　　　　　　　4．考　　案

　7例の先天性大動脈弁狭窄症に対しBAVを行い良

好な結果を得た。長期予後に関しては今後の検討まち

だが，繰り返し施行出来る点や同疾患に対する手術成

績がいまひとつという点も考えると症例によっては第

一選択となりうると思える．現状でも開胸手術後に再

狭窄をきたした症例，弁置換術となった場合妊娠にた

いして抗凝固剤の服用が危ぐされる女児，開胸手術の

危険性の高い血液や代謝疾患で何等かの治療が必要な

症例，他手術の前に緊急に治療を必要とする症例など

はまず施行してみる価値は十分にあると思われる．

　実際に，乳児，小児期における大動脈狭窄症に対す

る開胸手術においては再狭窄の頻度が高い．最近でも

Whellerら8）は8．7年で23％，　Hsiehら9）は20年で44％

が再狭窄のため再手術を必要としたと報告している．
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しかも再手術となれば，ほとんどが人工弁による弁置

換であり，一生抗凝固剤の内服が必要となる．これは

未来の長い小児にとっては好ましいことではない．ま

た術後の再狭窄例にBAVを試み，成果をあげたとす

る報告1°）もあり今後の検討が待たれる．

　合併症として問題となる血管損傷，心筋や脳の虚血

についてはやdouble　balloon法を選択することで片

側の大腿動脈に対する損傷の危険が減り，また2つの

バルーンの間隙より末梢への血流が保たれかなりの予

防が可能であると思われる．

　また，BAVの方法については，当科では逆行性の

single　balloon法，　double　balloon法を行ったが，・ミ

ルーンの固定の容易さや血管損傷，心筋や脳の虚血の

予防の意味からもdouble　balloon法が優れていると

いえ，同様の報告11）もある．しかし症例が少なく結論で

きないが，double　balloon法3例中2例にARが悪化

しており，Scott・B・Yeagerの式による・ミルーン径の選

択は大きすぎる可能性もある．順行性のBAVについ

ては経験がないが，左室の乳頭筋の損傷等の合併症の

可能性を割り引いても大腿動脈の損傷がないことは大

きな魅力であり検討する必要がある．成人例に関して

は，Omeら12）が三法とも有効であったが合併症を考

えるとdouble　balloon法が良いのではないかとのべ

ているが，小児では大腿動脈も心臓自体も小さく，更

に合併症についての検討が必要である．

　以上，当科でのBAVの経験を報告したが，いまのと

ころ本法，特に小児に関しては，いくつかの報告はあ

るが，例数も少なく結果も報告によりまちまちではっ

きりした結論は出ていない．しかし，繰り返して施行

可能な点は開胸手術にない特徴であり，今後の長期予

後の検討の結果によっては適応の拡大も期待できるも

のと考える．
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Percutaneous　Balloon　Valvuloplasty　for　Congenital　Aortic　Valve　Stenosis

Kuninobu　Saiki，　Hirohisa　Kato，　Kazusige　Suzuki，　Osamu　Inoue，　Takatoshi　Mikasima，

　　　　　　　　　　　　On　Toyoda，　Teiji　Akagi，　Noboru　Satou，Junichi　Takagi，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nobutoshi　Oohara　and　Hitoharu　Etou＊
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　　　We　performed　percutaneous　balloon　aortic　valvuloplasty（BAV）in　7　patients　with　congenital

aortic　valve　stenosis．　The　single　balloon　technique　or　double　balloon　technique　was　performed　in　5

times　and　3　times，　respectively．　The　patients’　age　ranged　from　2　to　17　years（mean　11．3　years　old）．　peak

systolic　pressure　gradient　between　the　left　ventricle　and　the　aorta　decreased　from　80±24　mmHg　to　33

±19mmHg，　and　BAV　was　effective　in　all　7　cases．　Aortic　regurgitation（AR）appeared　or　developed　in　3

cases，　but　all　the　patients　were　asymptomatic　and　AR　didn’t　develop　any　more　in　the　follow－up．　We

didn’t　have　vascular　trauma　or　any　other　complications．

　　　In　comparison　of　single　and　double　balloon　techniques，we　conclude　that　double　balloon　technique

is　better　than　single　balloon　technique　because　of　the　balloons’fixation　and　low　risk　of　complications．

　　　However，　in　20f　3　cases　with　double　balloon　technique　AR　developed　after　BAV．　So　careful

attension　may　be　paid　for　the　decision　of　these　balloons’diameter　in　the　double　balloon　technique．

　　　We　conclude　that　BAV　may　be　one　of　the　useful　therapeutic　methods　for　congenital　aortic　valve

stenOSIS．

Presented by Medical*Online


	0451
	0452
	0453
	0454
	0455
	0456



