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経皮的バルン形成術により救命しえた重症大動脈弁狭窄の2新生児例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　新生児期重症大動脈弁狭窄（critical　AS）2例に対し，各々日齢14日と7日に経皮的バルン大動脈弁

形成術（BAV）を施行し救命した．症例1は大動脈弁輪径7mmに対し7mmの・ミルンカテーテルを使用

し，症例2は同じく大動脈弁輪径7mmに対しまず4mmの・ミルンカテーテルで拡張後，カラードプラー

エコーで大動脈弁逆流（AR）がないことを確認後，6mmのバルンカテーテルを使用した．術直後の圧

較差は，それぞれ110mmHgから20mmHg，109mmHgから46mmHgに改善し，術直後のARは症例1

がII度，症例2が1度であった．エコーガイドによる手技が有用であった．また2症例の術前後の左室

流入路拡張期ドプラー　flow　patternの計測により，術前には低下していた左室拡張能が術後，改善する

ことが示された．BAVはcritical　ASに対して第一選択として施行しても良い治療法と考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　重症大動脈弁狭窄（以下critical　AS）は新生児期よ

りうっ血性心不全1），僧帽弁逆流2），時には心内膜線維

弾性症3）を伴い内科的治療は奏効せず予後不良な疾患

である．外科的弁切開術の成績は必ずしも満足しうる

ものではない4）．欧米を中心にcritical　ASに対する

Percutaneous　Balloon　Aortic　Valvuloplasty（以下

BAV）が行われ，外科的治療との比較において，その

有効性が確かめられ，本症に対する治療法としての位

置が確立されつつある5）6）．一方，本邦においては，新

生児期critical　ASに対するBAV施行成功例はなく，

外科的治療にとってかわるものとはなっていない．

　今回，我々は本症の新生児2例をBAVにて救命し

えたので，その手技及び症例の経過について述べ，本

症に対するBAVの有用性を報告する．

　　　　　　　　　症　　例1

　症例1は日齢12日の女児で，主訴は多呼吸，哺乳力

低下，心雑音．1989年12月6日，39週5日，2，567g，
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骨盤位分娩にて出生．仮死はなく，生後3時間で心雑

音，多呼吸を指摘され酸素投与を受ける．日齢12日よ

り哺乳力低下，心拡大，肝腫大を指摘され，先天性心

疾患を疑われ当院へ紹介入院となった．

　入院時，身長48．5cm，体重2，806g，心拍数160／分，

呼吸数80／分，軽度の黄疸と口唇，爪床にチアノーゼを

認めた．肝臓を右季肋下に3cm触知した．聴診では2

LSBで，第II音の充進とLevine　III度の収縮期雑音を

認めた．四肢末梢の動脈は触知不良であった．

　胸部レソトゲン写真では，心胸郭比（CTR）65％の

心拡大と著明な肺うっ血像が見られた（図1）．

　心電図は洞性頻脈とV5，　V6のST低下を認めた（図

1）．

　ドプラー心エコーでは大動脈弁は，肥厚を伴う二尖

弁で，卵円孔開存による左右短絡を認めた．動脈管開

存，僧帽弁狭窄等，他の合併心奇形は見られなかった．

左室大動脈圧較差は81mmHg，大動脈弁輪径7．2mm，

左室拡張末期径12．7mm，心室中隔厚7．1mm，左室後

壁厚6．4mmで，左室駆出率（LVEF）は36．8％，左室

内径短縮率（FS）14．2％と著明な収縮能の低下を示し

ていた（図2）．
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図1　症例1の胸部レントゲン写真と心電図
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図2　症例1の心断層エコー（左室長軸像）

　以上よりcritical　ASの診断のもとに，カテコラミン

等使用するも，臨床症状の改善を見ず内科的治療は困

難と考え，前日より呼吸管理を行い，1989年12月20日，

日齢14日で全身麻酔下にBAVを施行した．

　通常の右心カテーテルの後，卵円孔を介して順行性

に左室に入れたカテーテルと逆行性に上行大動脈に入

れたカテーテルによる同時圧測定を行い，圧較差は110

mmHgであった．大動脈弁上造影では，狭いnegative

jetと上行大動脈のpoststenotic　dilatationを認めた．

大動脈弁輪径は7mmであった．まず順行性に左房，左

室経由でカテーテルを大動脈弁に通そうとしたが心室

図3　症例1のBAV時のエコー所見，　exchange
　guidewire（0．025inch）カミ逆行性に大動脈弁口を介

　して左室に挿入されたところ（上）．バルン拡張時

　（下）

性期外収縮が頻発するため断念．順行性に左室に挿入

したカテーテルで左室圧をモニターしながら，エコー

ガイド下に逆行性にO．025inchガイドワイヤーを左室

に挿入（図3上），ガイドワイヤーの挿入のみでも著明

な血圧低下が見られたが，直ちに同径のexchange

guidewireにかえ，バルン径7mmのMeditech社製

Ultrathinバルンカテーテルを挿入，エコーガイド下
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にてバルンが適正な位置にあることを確認後，透視下

にて，用手的に2，3秒間バルソのwaistが消失する

まで拡張を行った（図3下）．術直後は血圧の低下，AV

blockによる徐脈がみられ，心マッサージなど施行し，

術前の状態に回復するまでに5分を要した．術直後の

心カテデータを表1に，大動脈弁上造影所見を図4に

示す．圧較差は20mmHgに改善，　negative　jetの消失

が見られ大動脈弁逆流（AR）はII度であった．その後

の経過は良好で，ドプラー心エコーでは圧較差10

mmHg前後，　ARはII度であり，哺乳力の改善，体重

の増加が見られた．1年後の心臓カテーテル検査（表

1）では，圧較差14mmHg，　ARはII度であり進行は

表1　症例1の術前後及び1年後の心カテデータ

1989年12月20日 1990年12月7日

・AV直前1・AV直後 BAV後1年

Press（mmHg）

RA （5） （3） （4）

RV 45／5
一

35／4

mPA 41／15（21）
一

35／11（19）

LA （6） （5） （11）

LV 175／6 120／10 101／11

AO 65／44（49） 100／63（71） 87／37（63）

DAO 63／44（48） 98／64（70） 87／37（63）
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図4　症例1の術前後の大動脈弁上造影（側面像）．術前はpoststenotic　dilatationと

　negative　jetが見える（左）．術後はnegative　jetの消失を認める（右）．

みられなかった．

　　　　　　　　　症　　例2

　症例2は日齢4日の男児で，主訴は心雑音．1990年

12月28日，36週3日で出生．生下時体重2，760g．正常

産で仮死はなし．生後2日目に心雑音を指摘され先天

性心疾患の疑いにて当院に紹介入院となった．入院時，

身長46．5cm，体重2，478g，心拍数100／分で呼吸数は48／

分と軽度の多呼吸と陥没呼吸を認めた．チアノーゼは

なく，心雑音は2LSBにLevine　II度の収縮期雑音を聴

取した．

　胸部レントゲン写真はCTR　53％，軽度の肺静脈性

うっ血像が見られた．

　心電図では肥大所見及びST－Tの変化は見られな

かった（図5）．

　ドプラー心エコーでは，domingを伴う肥厚した3

弁性の大動脈弁で，圧較差は135mmHgで他の合併心

奇形は見られなかった．大動脈弁輪径は7mm，左室拡

張末期径は，13．8mm，心室中隔厚5．4mm，左室後壁

厚4．8mm，　LVEF　90．6％，　FSは54．8％であった（図

6）．

　以上よりcritical　ASの診断で経過観察していたが，

呼吸数の増加を認めたため，1991年1月4日，日齢7

日でBAVを施行した．術直前より呼吸管理を行い，全

身麻酔下で行った．

　大動脈左室圧較差は109mmHg，大動脈弁上造影に

よる大動脈弁輪径は7mmであった．　BAVの手技は症

例1と同様であるが，ガイドワイヤーは0．018inchを

使用した．エコーガイド下，逆行性にガイドワイヤー

を左室に入れ，まずバルソ径4mmのMeditech社製

Ultrathinバルンカテーテルで1回dilationを施行し

た．左室圧に変化がなくカラードプラーエコーでAR

を認めないため，さらに6mmのパルンカテーテルで再
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図5　症例2の胸部レントゲン写真と心電図
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　　図6　症例2の心断層エコー（左室長軸像）

表2　症例2の術前後の心カテデータ

1991年1月4日

・AV直∋BAV直後
Press（mmHg）

RA （7） （7）

RV 35／7 39／7

mPA 35／15（23）
一

LA （11） （12）

LV 160／12 98／12

AO 51／38（46） 52／37（44）
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図7　症例2のバルン拡張時のエコー（上），及び正面

　透視像（下）．

度施行（図7）．左室圧の低下，カラードプラーエコー

で軽度のARの出現により終了とした．圧較差は109

mmHgから46mmHgへ低下（表2），大動脈弁上造影

では，negative　jetの消失が見られた（図8）．　ARは
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図8　症例2の術前後の大動脈弁上造影（正面像）．術前のnegative　jet（左）は術後

　（右）消失している．
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図9　症例1の左室流入路拡張期ドプラー　flow　pattemの術前後の経過．　E　area／

　Total　areaとAarea／Total　areaは術後1週間で改善傾向を示している（左），実

　際のドプラーflow　patternを経過を追って示す（右）．

1度で心エコー上，術後の経過は良好であり，退院前

のドプラー心エコーでは圧較差15mmHg前後であっ

た．

　左室流入路拡張期ドプラーflow　pattern

　本症2例の術前後の左室流入路拡張期ドプラーflow

patternを経過を追って記録することができた．僧帽

弁を介するflowを，左室拡張によるearly丘llingのE

areaと左房収縮による流入のAareaに分け，　Total

areaとの比で見た（図9）．左室充満において，　early

fillingへの相対的依存度を示すindexとしてEarea／

Total　area，左房の収縮によるlate　fillingへの依存度

を示すindexとしてAarea／Total　areaを求め7），左

室拡張能の経過を見た．術前の状態の悪かった症例1

では，Earea／Total　areaの低値，　A　area／Total　area

の高値で示される左室拡張能低下が術前著明で，術後

も数日間は低下がみられたが，その後急速に回復，正
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図10症例2の左室流入路拡張期ドプラーflow　pat－

　temの術前後の経過．　E　area／Total　areaとA

　area／Total　areaは術直前で軽度悪化し術後改善を

　認める．

常な左室流入路拡張期ドプラー　flow　patternになった

（図9）．

　一方，術前の状態が症例1に比べ比較的良好であっ

た症例2では，術直前，一過性に左室拡張能の低下を

認め，術後はすみやかに改善した（図10）．なお左室収

縮能は，症例1では術前著しい低下を示したが，術後

すみやかに改善，症例2では術前後とも悪化を示さな

かった．

　　　　　　　　　　考　　察

　新生児のcritical　ASに対するBAVの成否を決め

る要因の第一は，心臓の形態である．左心室，大動脈

が低形成でないこと，大動脈弁輪が狭小でなく，大動

脈弁はdysplasticでないこと，大動脈弁逆流が高度で

ないこと，高度の僧帽弁狭窄や逆流を伴わないことな

どが大切である5）6）8）9）．我々の症例は2例共に心断層エ

コーによる左室拡張末期径は12mm以上，僧帽弁疾患

等他の合併心奇形を伴わず，大動脈弁は2弁及び3弁

で，dysplastic　valveではなかった．しかし本邦ではま

だ経験も少なく本症に対するBAVの解剖学的な適応

は，今後症例を積んで検討を行う必要があると思われ

る10）11）．

　術前の患者の状態はBAVの成否を決める第二の要

因である．症例1の如く収縮能が極度に低下するに

至った患者のBAVは，ガイドワイヤーが大動脈弁口

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第3号

を通っただけでも血圧が低下し，バルン拡張後も心

マッサージなどの蘇生術を必要とするなど，多くの危

険を伴う．左室収縮能が低下を示す以前にBAVを行

うことができれぽ，症例2で経験した如く，比較的ス

ムーズかつ安全に施行できる．しかしすべての重症大

動脈弁狭窄を発見しだい，新生児期にBAVを行うこ

とには疑問が残る．稀ではあるが，自然寛解の例も知

られている12）．BAVの時期の決定に我々は多呼吸な

どの臨床症状と共にドプラーエコーによる左室拡張能

の変化がひとつの指標になるのではないかと考えてい

る．今回我々の症例1では，術後左室収縮能が直ちに

改善したのに対し，拡張能の改善には数日を要したこ

と，症例2ではBAV直前，まだ収縮能が正常であるの

に，多呼吸の出現と共に拡張能が低下を示したことは，

左室拡張能が左室収縮能の低下に先立って出現する，

より敏感な左室機能不全の指標であることを示唆して

いると考えられる．もちろん左室流入路拡張期ドプ

ラー　flow　patternの基礎的ならびに臨床的意義にはさ

らに詳細な検討が必要と考えられる．

　最後にBAVの成否を決める最大の要因として，そ

の手技は重要である．症例1ではまず順行性に拡張用

バルンカテーテルの挿入を試みたが不整脈の頻発や手

技が長びくことにより，患児の状態の悪化の原因と

なった．またたとえガイドワイヤーが大動脈弁を越え

てもガイドワイヤーや拡張時のバルンによる僧帽弁や

その腱索に対する損傷を考えると，新生児期の順行性

アプローチによるBAVは困難があると思われた．バ

ルンサイズは欧米の報告にあるように大動脈弁輪径未

満のものを使用すべきである5），症例1では大動脈弁

輪径7mmに対して7mmのバルンを使用したが術後の

大動脈造影でII度のARが見られた．症例2では，大

動脈弁輪径7mmに対し6mmのバルンを使用し十分な

効果を得ているしARは軽度におさえられている．

　我々は2例共にエコーガイド下にガイドワイヤーを

挿入した．新生児期のcritical　ASの患者の小さな大動

脈弁口に，逆行性にガイドワイヤーを通すことは容易

なことではない，不用意なガイドワイヤーの操作は，

しぼしぽ大動脈弁幅の穿通をきたす．最も先端のやわ

らかいガイドワイヤーを使用しても，新生児期の大動

脈弁はほとんど抵抗無く穿通してしまう．大動脈弁幅

を穿通したガイドワイヤーを知らずにそれにそわせ

て，バルンカテーテルを左室に挿入，拡張すれぽ高度

の大動脈弁逆流による患者の死があるのみである．ガ

イドワイヤーを弁口に挿入するときはともかく，ガイ
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ドワイヤーにそわせてバルンカテーテルを挿入する直

前には，必ず心エコーですばやくガイドワイヤーの位

置を確認することが不可欠と思われる．その他，症例

2で行ったような段階的バルン拡張法をとるときには

心エコーによりすばやく大動脈弁逆流の程度を判定す

ることができる．

　以上，我々が経験した新生児期critical　ASの2症例

に対するBAVを報告，その成否を決める要因につき，

考察を行った．
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Two　Neonates　with　Critical　Aortic　Stenosis　Treated　with　Percutaneous

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Balloon　Aortic　Valvuloplasty

Jun　Kobayashi，　Kazuyuki　Koike，　Michio　Akagi，　Takayoshi　Isoda　and　Akira　Ishizawa

　　　　　　　　　　　　　　　Division　of　Cardiology，　National　Children’s　Hospital

　　　Percutaneous　balloon　aortic　valvuloplasty（BAV）was　successfully　performed　in　two　neonates

with　critical　aortic　stenosis（AS），　aged　14　and　7　days，　weighed　2．8　and　2．5　kg，　respectively．

　　　Simultaneous　pressure　study　with　an　antegrade　left　ventricular　catheter　and　a　retrograde　aortic

catheter　revealed　aortic　valve　pressure　gradients　of　110　and　109　mmHg，　respectively．　Aortic　root

angiograms　visualized　doming　valves　and　narrow　jets．　Aortic　annulus　was　7　mm　in　both　patients．

Aortic　valve　orifice　was　cannulated　retrograde　with　guidewire　which　position　was　comfirmed　by

echocardiography．　A　7　and　6　mm　in　diameter　balloon　dilation　catheter　was　used　for　each　patient．

Posteprocedure　aortic　valve　pressure　was　20　and　46　mmHg，　angiographic　aortic　regurgitation　was

grade　2　and　1，respectively．

　　　Left　ventricular　inflow　Doppler　pattern　analysis　was　performed　during　the　perioperative　peirods

in　both　patients　which　showed　improvement　of　left　ventricular　diastolic　dysfunction　after　this

procedure．

　　　we　believe　BAV　is　acceptable　as　the　first　choice　of　treatment　in　critical　AS．
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