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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　有意な心室中隔欠損（VSD），動脈管開存（PDA）を伴う重症大動脈弁狭窄（critical　AS）の新生児

例に対し経皮的balloon　aortic　valvuloplasty（BAV）を試みた．症例は生下時よりうっ血性心不全を

呈し，心エコー検査にてVSD，　PDAを伴うvalvular　ASと診断した生後2日の女児である．生後11日

目，心不全増悪のため外科的に動脈管（径13mm）切断を行ったが，術直後より低心拍出量症候群となっ

た．術後7日目に緊急で1回目のBAV（balloon－anulus　ratio：BAR　O．83）を施行したが圧較差は改善

せず，2ヵ月後に2回目のBAV（BAR　1．0）を施行した．2回目のBAVで圧較差は67から27mmHg

に減少したがII／IVの大動脈弁逆流（AR）が出現し，結局臨床的改善は得られなかった．その後も肺うっ

血が持続し1ヵ月後にVSD（径5mm）開心閉鎖術を施行して状態の改善をみた．本例のように有意な

VSDを合併するcritical　ASの場合，　BAVによる新たなARの出現は肺うっ血を増悪するため，その適

応と方法にはisolated　critical　ASよりも更に問題が残されている．しかし新生児，乳児期早期から重症

心不全に陥いる本疾患においても，BAVは第1選択の救命的治療法になり得ると考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　重症大動脈弁狭窄（critical　AS）は新生児期より内

科的治療に抵抗性のうっ血性心不全を呈する重篤な先

天性心疾患（CHD）で，外科成績も未だ満足すべきも

のではない．更に弁切開術そのものも根治とは言えず，

将来的に弁置換術が必要となる．近年このようなcriti－

cal　ASに対して侵襲の少ない経皮的balloon　aortic

valvuloplasty（BAV）を行い救命し得た症例が報告さ

れている1）－4｝が，その適応と方法に関してまだ十分な

検討はなされていない．今回我々がBAVを試みた症

例は有意な心室中隔欠損（VSD）と動脈管開存（PDA）

を伴ったcritical　ASの新生児例で，これまでこのよう

な合併心疾患を有する症例にBAVの行われた報告は
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無い．本稿はこのVSDとPDAを合併したcritical

ASの臨床的特徴と，　BAVを行う上での問題点につい

て検討した．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：Y．M．生後2日，女児．

　主訴：多呼吸

　現病歴：1991年5月6日，在胎40週，2，598g，正常

分娩にて出生．生後1日目に多呼吸，心雑音に気付か

れ生後2日目に当院紹介入院となった．

　入院時現症：入院時体重2，448g，体重36．6℃，心拍

数160／分，呼吸数80／分，口唇チアノーゼを認めた．大

腿動脈はbounding　pulseであった．心音は奔馬調律で

II音は元進し，胸骨左縁にLevine　2度の収縮期雑音を

聴取した．呼吸音は清で，肝を2横指触知した．

　入院時胸部X－P所見（図1）：心胸郭比0．63と心拡

大を認め，肺血管陰影の増強を認めた．
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図1　入院時胸部X－Pおよび心電図所見

　入院時心電図所見（図1）：V1のR波増高，　V5，6の

深いS波，V3・5の陰性T波を認めた．

　入院時心エコー所見（図2）：大動脈弁輪径は6mm

であった．大動脈弁はドーム状に開放制限を認め，短

軸像より2尖弁と診断した（図2A，　B）．上行大動脈は

狭窄後拡張を認め（図2A），ドプラエコーによる大動

脈弁上の最大駆出血流速度は2．8m／secで，簡易ベル

ヌイ式より大動脈弁狭窄の圧較差は30mmHgと計測

した．他に径5mmのVSD（II型）と径8mmのPDAが

確認された（図2C，　D）．　VSDでの短絡血流は低流速

の左一右短絡で両室間はほぼ等圧と考えられた．M

モード心エコーでは左室拡張末期径，左室壁厚，Frac－

tional　shortening（FS）ともに正常であった，

　逆行性大動脈造影所見：左右梼骨動脈からの逆行性

大動脈造影では巨大なPDAが確認できたが，大動脈

縮窄は認められなかった．

　以上より大動脈弁狭窄（AS），　VSD，　PDA，肺高血

日小循誌　9（2），1993

圧症（PH）と診断した．

　入院後の経過および治療（図3）：入院後次第に心拡

大，肺うっ血，肝腫大が増強し，生後11日目に肺うっ

血軽減の目的で動脈管の外科的切断を行った（術中所

見：動脈管径13mm）．しかし術直後より低血圧，乏尿

と低心拍出量症候群（LOS）となり，大量のノルアド

レナリンと利尿剤の投与を行い血圧と尿量を維持し

た．このLOSはASによるものと考え術後7日目の生

後18日に緊急で1回目のBAVを施行した．カテーテ

ルの挿入は左大腿動脈を露出し5Fのシースを留置し

て逆行性に行った．BAV前の両心カテーテル検査（表

1）では，左室一梼骨動脈圧較差57mmHgであった．

また右室一肺動脈間で40mmHgの圧較差，左房圧の著

明な上昇を認めた．バルーンカテーテルはシャフト径

5F，バルーン径4と5mmのBoston　Scienti丘c社製

Ultrathin　balloon　catheterを使用し，　balloon－anulus

ratio（BAR）はそれぞれ0．67と0．83で行った．ガイド

ワイヤーはテルモ社製0．032inchラジフォーカス（ア

ングル型）を使用し，これをCordis社製5Fの右冠動脈

用（JR3．5）Judkins　catheterに通して左室へ挿入し

た．なお挿入したガイドワイヤーは断層心エコーに

よって大動脈弁の中央に位置することを確認した．バ

ルーンは8気圧の加圧でinflationし，　waistの消失後

可及的速やかにdeflationした（図4A）．4mmと5mm

のバルーンをそれぞれ2回inflationしたが，毎回カ

ラーエコーでAR出現の有無を確認した．　BAV後左

室と大動脈の圧較差の減少はみられなかった（図4B）

が臨床的には改善を認め，カテコラミンから離脱する

ことができた．しかしその後も肺うっ血は強く抜管困

難な状態で，生後3ヵ月時に2回目のBAVを施行し

た．2回目は右大腿動脈を穿刺して5Fのシースを留置

し，1回目のBAVと同様の手技で施行した．・ミルーン

カテーテルはシャフト径4．5F，バルーン径8mmの東

レ社製Inoue　balloon　catheterを使用し，弁輪径と同

じ直径7mm（BARI．O）でinflationを行った（図5A）．

左室一梼骨動脈圧較差は67から27mmHgに減少した

（図5B）が，新たにII／IVの大動脈弁逆流（AR）が出

現し（図5C），結局臨床的には改善を認めず，1ヵ月後

VSDの開心閉鎖術を施行した．術中所見は直径5mm

のVSD（II型）を認めパッチ閉鎖を行った．同時に観

察した大動脈弁の弁輪径は心エコー所見と同様7mm

で，弁形態はrudimentary　cuspを有するbicuspid

valveかつunicommissural　valveであった．右冠尖

（RCC）と左冠尖（LCC）のfusionは離開しrudimen・
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断層心エコー図

図2　入院時心エコー所見
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断層心エコー所見

A．長軸断層像（収縮期）．大動脈弁輪径6mm，大動脈弁の開放制限を認める．　B．短

軸断層像（収縮期）．大動脈弁のfish　mouth　openingを認める．　C，四腔断層像（収縮

期）．直径5mmのVSD（II型）を認める（矢印）．　D．短軸断層像．直径8mmのPDA

を認める（星印）．

ドプラエコー所見

大動脈弁上の最大駆出血流速度2．8m／sec，

略語　VSD：心室中隔欠損，　PDA：動脈管開存，　LVDd：左室拡張末期径，　LVDs：左

室収縮末期径，IVST：心室中隔壁厚，　LVPWT：左室後壁壁厚，　FS：Fractional

shortenin9

生後 治療 症状

2日（入院）

之

メ禦増悪

11日　　PDA外科的切断

18日 第一回BAV（BAR　O　83）
圧較差減少なし

　．術後LOS
　！tc／

臨床所見改善（＋）

／儒三惜）
ヒ

3ヵ月 第二回BAV（BAR　1．0）

圧較差減少67→27mmHg
AR　II／IV

表1　動脈管切断後の心カテーテル

　検査所見

部位

右房

右室

主肺動脈

左房

左室

擁骨動脈

圧（平均）mmHg

　　　　　（8）

90／6EDP
50／24　　　　　（34）

a16　v30　（18）

115／10EDP
58／42

臨床所見改善（一）

4ヵ月　VSDパッチ閉鎖
　　　抜管

臨床所見改善（＋）

7ヵ月（退院）

　　　　　　図3　症例の経過と治療

略語　PDA：動脈管開存，　LOS：低心拍出量症候群，

BAV：経皮的balloon　aortic　valvuloplasty，　BAR：

バルーン弁輪径比，AR：大動脈弁逆流，　VSD：心室中

隔欠損

tary　cuspは中央で完全に裂開していたためそのまま

放置した（図6）．その後肺うっ血は軽減し術後11日目

に抜管し得た．現在生後1歳6ヵ月で心エコー上圧較

差40mmHgのAS，　II／IVのAR，著明な左室肥大を認

めるが状態は安定している．なおARはrudimentary

cuspの裂開部に一致して認められている．

　　　　　　　　　　　考　　察

　近年新生児や乳児期に発症するcritical　ASに対し
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図4　第1回経皮的balloon　aortic　valvuloplasty

　（BAV）

　A．バルーソカテーテルの拡張．写真左，矢印：

　waist．写真右，8気圧の加圧によりwaist消失，　B，

　第1回BAV前後の圧変化．　BAV前：左室圧115／

　10EDP，梼骨動脈圧58／42（mmHg）．　BAV後：左室

　圧120／10EDP，焼骨動脈圧64／54（mmHg）．　BAV前

　後で各部位の圧に変化はみられなかった．

A．

B・　BAV前

mmHg

BAV後

mmH9

C．

図5　第2回経皮的balloon　aortic　valvuloplasty

　（BAV）

　A．バルーソカテーテルの拡張．写真左，末梢側バ

　ルーソを拡張し大動脈弁に固定．写真右，中枢側バ

　ルーンを拡張．B．第2回BAV前後の圧変化．

　BAV前：左室圧142／15EDP，榛骨動脈圧75／
　50（mmHg）．　BAV後：左室EIOO／17EDP，梼骨動

　脈圧73／30（mmHg）．　BAV前では左室一梼骨動脈圧

　較差67mmHgであったがBAV後27mmHgに減少
　した．C．　BAV後の大動脈造影でSellers分類II／

　IVの大動脈弁逆流を認める，

救命の目的でBAVが行われるようになった1ト4）が，

その適応と方法に関してまだ十分な検討がなされてい

ない．critical　ASに対するBAVの報告はこれまです

べてisolated　ASあるいは左心低形成症候群を伴った

症例であり，本例のように有意なVSDとPDAを伴っ

た症例に対して行われた報告は無い．ASの発生頻度

は出生1，000に対しO．04から0．34人で全CHDの5％

と報告されている5）が，critical　ASにVSDを合併し

た例は極めて稀で，VSD，　PDA合併例は田嶋ら6）の報

告があるのみである．本稿はこのVSD，　PDAを合併し

たcritical　ASの臨床的特徴とBAVの適応について

検討した．

　1）有意なVSD，　PDAを伴うASの重症度判定

　一般にisolated　ASの非侵襲的な重症度診断はドプ

ラエコーによる大動脈弁最大駆出血流速度，断層心エ

コーによる大動脈弁形態と開放制限の程度，上行大動

脈の狭窄後拡張，左室容積や収縮能の状態によって総

A．

RCAこ’

　　　／
rudimentary

NCC
LCA

B

RCAt’　’

第2回BAV

　　／

rudmentary
NCC

巳

第1回BAV

LCA

図6　術中大動脈弁所見と経皮的balloon　aortic

　valvuloplasty（BAV）前の大動脈弁の予想図

　A．術中大動脈弁所見．弁輪径は7mmで，　RCCと

　LCCとのfusionの離開，　rudimentary　NCCの裂開

　が認められた．B．　BAV前の大動脈弁形態予想図．

　1回目のBAVでRCCとLCCのfusionを離開し，
　2回目のBAVでrudimentary　NCCを裂開したと
　推定される．

　略語　RCC：右冠尖，　LCC：左冠尖，　NCC：無冠尖，

　RCA：右冠動脈，　LCA：左冠動脈，　BAV：経皮的

　balloon　aortic　valvuloplasty
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合的に評価する7）．isolated　critical　ASでは左室流出

路障害から左室心筋肥厚と内腔の狭小化，さらに心筋

虚血からEFE様の拡大と収縮能の低下が認められ

る8｝9｝．従って心拍出低下例ではPGE1投与によって動

脈管を開存させ右一左短絡を計ることにより状態が改

善される1°），逆にPDA合併例ではASを過小評価し，

動脈管を切断して状態の悪化を招いた報告もある11）．

更にVSDを合併する例では血行動態がisolated　AS

と全く異なるため注意が必要である．本例は動脈管切

断後LOSとなり，実際にはPDA　dependentであっ

た．有意なVSDを合併するcritical　AS例は，胎児循

環の時期に左室への還流血がVSDを介して左一右短

絡し，ASによる圧負荷もVSDによって軽減されるた

め左室容積，壁厚，および収縮能とも正常に保たれる

ことが予想される．出生直後も体循環はPDAを介す

る右一左短絡血によって維持されるが，その後肺血管

抵抗が低下するに従って末梢肺動脈への血流は著明に

増加する．増加した左室への還流血はやはりVSDを

介して左一右短絡するため圧負荷もかからない．以上

の血行動態のため本例は左室の心筋肥厚を認めず，左

室内腔も十分発育し正常の収縮能を示していたと考え

られる．

　ドプラエコーによって弁狭窄の圧較差を求めるには

簡易ベルヌイ式を用いるが，心拍出量の著明に低下し

たcritical　ASでは最大駆出血流速度から重症度を判

断することができない場合がある．これは左室から大

動脈への1回拍出量が低下することによる圧較差の減

少に加え，低下した体血圧を末梢血管抵抗の上昇に

よって引き上げるために起こり，ドプラエコーやカ

テーテル検査では見かけ上圧較差が低く計測される．

本例は初診時，ドプラエコー上ASの圧較差が30

mmHgと少なく，左室の収縮能と壁厚も正常であった

こと，大動脈縮窄や離断が無かったこと，肺うっ血所

見が強くチアノーゼも軽度であったことより，VSD，

PDAによる大量の左一右短絡を伴うmild　ASと診断

してしまった，retrospectiveに検討すると，本例が入

院時PDA　dependent　CHDであったことを示唆する

所見として，i）断層心エコーで大動脈弁の開放制限

が強いこと，ii）ドプラエコーでは左室一大動脈間に

30mmHgの圧較差があり更に左室と右室がほぼ等圧

で肺動脈狭窄が無かったのであるから，肺動脈一大動

脈間は30mmHgの圧較差を生じて右一左短絡であっ

たことが挙げられる．またドプラエコーを用いてPDA

内の血流方向を評価することで右一左短絡を確認する
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ことができたのではないかと反省している．いずれに

しても新生児期に大きなPDAを合併するCHDで

は，そのPDAの処置に対して十分な注意を払う必要

がある．なおPDA切断後に行った心臓カテーテル検

査の圧測定（表1）では，右室と肺動脈との間に40

mmHgの圧較差があったが，　VSD閉鎖術後の現在ド

プラエコーでは肺動脈血流は層流で圧較差を認めてお

らず，手技上の問題によって生じたものと思われる．

　2）大動脈弁形態とAR

　断層心エコーでは2尖弁と診断したが，術中所見は

rudimentary　cuspを有する2尖弁で，かつ
unicommissural　valveであった（図6）．　BAVによる

AR出現の要因として，　unicommissural　valveの症

例12），BAR1．0を越えたバルーソ拡張12），ガイドワイ

ヤーによる穿孔3）‘）が報告されている．本例での問題点

はunicommisssural　valveであったこと，使用したガ

イドワイヤーが太かったことが挙げられる．

unicommissural　valveを術前に予測することはでき

なかったが，rudimentary　cuspの存在とその裂開は

BAVによるARの原因として注意すべきものと思わ

れた．ガイドワイヤーによるcuspの穿孔も否定でき

ないが，使用したガイドワイヤーは先端の非常に柔ら

かいアングル（J）型を選び，左室へは屈曲，抵抗もな

くスムーズに挿入できたこと，更に断層心エコーでガ

イドワイヤーの位置を確認していることより否定でき

る．

　4）BAVの適応

　心室中隔がintactなcritical　ASは大動脈弁の僅か

な開放によっても臨床症状の改善が得られる．しかし

本例は1回目のBAV後に臨床症状の改善は得られた

もののVSDによる左一右短絡のため肺うっ血が残存

した．2回目のBAVでは更にASの解除ができたが

ARの出現により臨床症状の改善は得られず，最終的

には早期にVSDの開心閉鎖術が必要となった．即ち

VSDを合併するASではARの出現が致命的となり

得る．この様な症例ではARを作らずにASを解除す

る完壁な手技が要求される．VSD，　PDAを合併する

critical　ASに対しBAVの適応を判断する場合，外科

的治療成績との比較が問題となる．外科治療方針とし

て動脈管切断＋AS解除と動脈管切断＋AS解除＋

VSD閉鎖があるが，実際に外科治療を選択する場合は

PDA，　VSD，　ASに対し一期的手術が必要となる．し

かし新生児critical　ASの外科治療成績は
30～64％13｝～】5｝と満足できるものではなく，特に新生児

Presented by Medical*Online



322－（76）

早期の治療成績は不良である15）．retrospectiveにみれ

ぽ，本例は動脈管切断の前にBAVを試みASの解除

を行うことが第一選択であったと考えられる．動脈管

の存在はBAV施行時大動脈を遮断しても左室への還

流血はVSDを介して右室，更に動脈管から右一左短

絡して大動脈へ逃げるため安全弁となる，そしてAS

の解除後状態の安定を計ってから動脈管切断の必要

性，あるいは更にVSD閉鎖の必要性を考慮すべきで

あった．

　5）BAVの手技上の問題点

　今回は2種類の異なるバルーソカテーテルを使用し

てBAVを行ったが，いずれも5Fシースに挿入可能

で，大腿動脈を穿刺して留置することができた．また

手技上の合併症もみられなかった．

　今回我々が経験したcritical　ASは極めて特殊な例

であり，治療方針の決定に苦慮するものであった．本

例に対するBAVはARを作らずに完壁なAS解除が

必要で，弁輪径の小さな新生児ではBARを段階的に

大きくしていくことが困難なため最適なパルーンサイ

ズの決定はできなかった．臨床所見と術中所見を併せ

ると，初回のBAV（BAR　O．83）でRCCとLCCの

fusionを離開せしめ僅かにASが解除され，2回目の

BAV（BAR　1．0）ではASは十分解除されたがrudi・

mentary　cuspを裂開したためARが出現したと推測

できる．

　新生児早期における開心手術の侵襲は大きく，本例

のようにPDA　dependentで有意なVSDを合併した

critical　ASでもisolated　critical　ASと同様にBAV

を第一選択として試みる価値があると考えられた．

　稿を終えるにあたり，御校閲を賜りました京都府立医科

大学小児疾患研究施設内科部門尾内善四郎教授に深謝いた

します．
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An　Infant　Case　of　Critical　Aortic　Stenosis　Associated　with　Significant　Ventricular

　　　　　　　　　　Septal　Defect　and　Patent　Ductus　Arteriosus　Treated　with

　　　　　　　　　　　　　　　　　Percutaneous　Balloon　Aortic　Valvuloplasty

Yasutaka　Kamiya，　Masateru　Onaka1），　Atsushi　Masuda2），　Yoshikazu　Matsuda2），

　　　　　　　　　Hiroshi　Kuroda2｝，　Yoshinori　Ishihara2）and　Kanji　Inoue3｝

　　　　　　　Department　of　Pediatrics　and　i）Surgery，　Fukui　Cardiovascular　Center

　　　　　　　　　　　　　　2）Department　of　Pediatrics，　Fukui　Aiiku　Hospital

　　　　　　　　　　　3）Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Takeda　Hospital

　　　Atwo・dayっld　infant　who　had　aortic　valvular　stenosis（AS）associated　with　significant　ventricular

septal　defect（VSD）and　patent　ductus　arteriosus（PDA）was　admitted　to　our　hospital　with　respiratory

distress．　In　spite　of　surgical　division　of　ductus　arteriosus　at　l　l　days　of　age，　congestive　heart　failure

（CHF）was　became　worse　progressivelly．　Therefore　percutaneous　balloon　aortic　valvuloplasty（BAV）

was　performed　at　18　days　and　3　months　of　age．　The　transvalvular　systolic　pressure　gradient　was

reduced　from　67　to　27　mmHg　by　2nd　BAV，　but　clinical　state　was　not　improved　for　presenting　new

aortic　regurgitation（II／VI）．　One　month　later　from　2nd　BAV，　patch　closure　of　VSD　by　open　heart

surgery　was　performed　and　CHF　was　improved，

　　　We　thought　that　it　should　be　attempted　BAV　prior　to　division　of　ductus　arteriosus　and　then

considered　necessity　of　surgical　repair　of　VSD　and　PDA　in　our　case．　BAV　may　be　an　effective

alternative　to　surgical　valvotomy　in　neonates　with　critical　AS　associated　with　significant　VSD　and

PDA．
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