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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　心血管造影法より小児大動脈弁輪径の正常値を求め，左室流出路狭窄疾患の弁輪径と比較検討した．

正常群は，冠動脈に異常の認めない川崎病患者54例と，中等症までの肺動脈弁狭窄症患者31例，計85名

である．大動脈弁輪径正常値＝18．0×BSA°・46（BSA：体表面積）の関係を認めた．疾患群では，大動脈

弁上狭窄（SVAS）8例，弁性狭窄（V・AS）33例，弁下狭窄（DSAS）10例，大動脈縮窄（CoA）5例

の計56例で65回の心臓カテーテル検査が施行された．弁輪狭小例（95％信頼区間以下）の頻度は，SVAS

群では0％，V－AS群で12％，　DSAS群で30％，　CoA群で20％であった．9例では，外科的弁切開後の

造影検査が施行されたので，同一症例で弁輪径の発育について検討した．DSASの2症例を除く全例で

弁輪径の正常の発育を認めた．

　心血管造影検査による大動脈弁輪径の評価は，左室

流出路狭窄疾患の診断，治療に際し重要である．その

際正常径との比較が必要となるが，大動脈弁輪径の正

常値に関しては剖検心i）一一3），エコー検査4）5）による正常

値の報告はあるが，心臓血管造影による報告は少な

い6｝7）．また，左室流出路狭窄疾患における弁輪径の発

育についての報告はない，今回我々は，心血管造影法

より小児大動脈弁輪径の正常値を求め，左室流出路狭

窄疾患患児の弁輪径と比較検討した．

　　　　　　　　　対象と方法

　正常群は，心臓カテーテル検査を施行した，冠動脈

異常や大動脈弁閉鎖不全の認められない川崎病患者54

例と，左室一大動脈間に圧差を認めず，かつ右室低形

成や低拍出，左心機能低下を認めない中等症までの（右

室圧が体血圧以下）肺動脈弁狭窄症患者31例，計85名

である．肺動脈弁狭窄症患者を正常群とするには，右

左短絡や側副血行などによる左室容量負荷がないこと

が条件である．そのため肺動脈弁狭窄症では左室容積
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を測定したが，area・length法により求めた左室拡張末

期容積は平均103±14％of　norma1で全例80～125％N

の範囲に入っていた．

　左室流出路狭窄疾患は，1975年から1992年までに心

臓カテーテル検査を施行した大動脈弁上狭窄（SVAS）

8例，大動脈弁性狭窄（V－AS）33例，限局性大動脈弁

下狭窄（DSAS）10例，大動脈縮窄症候群（CoA）5例

の計56例である．9例（V－AS群3例，　V・AS合併の

DSAS群3例，　V－AS合併のCoA群3例）で2回（外

科的弁切開術前後）心臓カテーテル検査を施行したの

で，計65回の心血管造影のデータが得られた．その9

例では弁輪径の発育について計測した．大動脈弁の形

態は，心エコーと大動脈造影にて検討し，2弁性は31

例，1弁性は1例，残り24例は，3弁であった．各群

の年齢を表に示す．

　心血管造影は正側2方向で，撮影は毎秒60コマに

行った．大動脈弁輪径の計測は，左室または大動脈造

影の側面像を用い，収縮早期の弁尖開放時の弁尖付着

部の最大径を計測した．

　統計：数値は平均±標準偏差（SD）で現わした．大

動脈弁輪径の正常値は体表面積との相関を求め，95％
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表　各群の年齢

年齢（平均±標準偏差） n

正常群 13日～20歳（6．1±4．6歳） 85

弁上狭窄群 4歳～15歳（10．0±4．8歳） 8

弁狭窄群 0日～47歳（9．3±9．1歳） 33

弁下狭窄群 4歳～18歳（11．0±5．0歳） 10

大動脈縮窄群 15日～33歳（8．2±12．0歳） 5

信頼区間（±2SD）を正常範囲とした．弁輪径に関し群

間の平均値の比較には分散分析を用いた．弁輪狭小の

頻度の差の検定にはκ2検定を用いた．弁輪径の成長の

検定にはpaired　t検定を用いた．　p＜0．05の時有意差

ありと判定した．

　　　　　　　　　　結　　果

　大動脈弁輪径正常値：大動脈弁輪径正常値を図1に

示す，体表面積と大動脈弁輪径の正常値の関係は以下

の式で表された．

　　Y＝18．0×X°・46（Y＝大動脈弁輪径，X＝BSA）

　各疾患での大動脈弁輪径：各患者ごとに体表面積あ

たりの正常予測値を算出し，正常に対する百分率で示

した（図2）．SVAS群では，平均94±6％，　V－ASで

は平均99±19％，DSASでは平均90±19％，　CoA群は

平均96±13％で，これらの疾患群間で弁輪径の有無差

はなかった．SVAS群では全例弁輪径は正常範囲，

V－ASでは33例中4例（12％）が正常以下，　DSASでは

10例中3例（30％）が正常以下，CoA群は5例中1例

（20％）が正常以下であった．これらの弁輪狭小の頻度

に有意差は無かった．

　弁輪径の変化：V・AS群とV－AS合併のDSAS及

びCoA群9例において外科的弁切開術後経過観察

し，再度心臓カテーテル検査を施行しており，術後の

弁輪径の発育について検討した（図3）．2回の心臓カ

テーテル検査の間隔は平均7±2年（2年～12年）で

あった．弁輪径は，弁切開術術前平均12．7±2．9mmが，

術後16．5±3．4mmと有意に増加していた．弁切開術前

正常範囲に入っていたのが，術後正常以下になった症

例が2例あった．2例ともにDSASの症例で，　DSAS

では結局10例中5例（50％）に弁輪狭小を認めたこと

になる．

　弁輪狭小例における手術：V－AS群4例のうち，1

例は外科的弁切開術を，1例は一期的にKonno手術

を施行した．1例はバルーン拡大術を施行しKonno

手術待機中である．もう1例は乳児期重症例でありバ

ルーンによる弁拡大術を施行したが死亡した．

　DSAS　3例のうち2例は，　Septal　myotomyを施行

し経過観察中である．1例は最初からKonno手術を

施行した．弁切開術後の経過観察中弁輪径が正常以下

になった2症例ではKonno手術を施行し，術後経過

良好である．CoA群の1例はapico－aortic　conduit手

術を施行した．

　　　　　　　　　　考　　察

　今回の我々の研究における大動脈径の正常値は，

Sieversら6｝の報告（弁輪径＝18．7×BSA°・422）とほぼ同

様の結果であったが，岸本ら7）の報告（弁輪径＝16．6×

BSA°・6）より1．5～2mm大きかった．この違いの原因

は不明であるが，今回のデータは本邦の小児の大動脈

弁輪径は欧米の小児とほぼ同じであることを示した．

　成人の左室流出路狭窄疾患で弁輪が正常以下のこと

があることはよく知られているが8ト12），小児期での頻

度は不明であった．弁輪狭小の定義は，成人では20mm
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図1　正常群における大動脈弁輪径
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図2　大動脈弁上狭窄（SVAS），弁狭窄（V－AS），弁

　下狭窄（DSAS），大動脈縮窄（CoA）の各群におけ

　る弁輪径．体表面積から正常値を計算し（図1），そ

　の正常弁輪径に対する％であらわした．図1の95％

　信頼区間以下のものを●で表わした．
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図3　外科的弁切開術前後の弁輪径の変化．疾患は大

　動脈弁狭窄3例，弁狭窄＋弁下狭窄3例，弁狭窄＋

　大動脈縮窄3例であった．2例で経過中，正常以下

　となったが，2例とも弁下狭窄合併例であった．

以下の弁輪を意味することがおおい．21mmの弁が入

らねぽ弁輪拡大の外科的処置を追加せねばならないか

らである．小児では年齢，体表面積から換算した正常

弁輪径でも21mmの人工弁は入らないことがあるの

で，成人での弁輪狭小の定義はそのまま適用できない．

本研究では弁輪狭小例を正常値の95％信頼限界以下の

ものとしたが，この定義を用いれぽ弁輪狭小の頻度は

SVAS群では0％，　V－AS群では12％，　DSAS群では

20～50％，CoA群では10％であることがわかった．小
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児で弁輪狭小の範疇に入れば将来的にも大人の正常弁

輪サイズへの成長は望めない可能性が高い．

　但し，弁輪狭小の頻度は検査時年齢によって大きく

変化する可能性がある．例えぽ幼児期に正常であって

も，その後正常発達しなけれぽ後に弁輪狭小となる．

今回の報告では大部分の症例は1回のみの検査である

ので，その点は本報告の限界である．

　大動脈弁狭窄症で人工弁を入れる場合，弁での圧差

を作らないため21mm以上の弁，より理想的には女性

で23mm，男性で25mm以上の弁をいれることが望ま

しい13）14）．弁輪狭小例ではサイズの大きい弁を入れる

ためNicks法’5）（大動脈のみを拡大），　Konno手術’6）

（心室中隔側から左室流出路を拡大），Manouguian

法17）（左房，僧帽弁前尖に切り込み弁輪拡大）などが用

いられる．我々の施設では小児に対してKonnoを第

一選択としており，ほとんどの小児症例で女性で23

mm，男性で25mmの弁を入れている．

　近年大動脈弁狭窄症に対する外科的弁切開術は次第

に行われなくなり，かわってバルーソ拡大術が行われ

るようになってきた1B）19）．我々も1987年以降には外科

的弁切開術は行っていない．バルーソ拡大術後に弁輪

径が発育するかが問題であるが，バルーン拡大術の治

療の歴史が浅いため弁輪径の発育に関する検討は未だ

なされていない．今回の検討では少なくとも外科的弁

切開の後ではDSASを除いては弁輪径は正常児と同

様に発育しており，バルーン弁切開術の後でも弁輪径

は発育する可能性が高い．従って小児期大動脈弁狭窄

症の治療方針は，まずバルーン拡大術を施行し，弁輪

径の発育を待ち，必要であれば人工弁への置換術を行

うのが望ましい治療法であると考える．その際成人ま

で待って大人のサイズの人工弁が弁輪拡大なしで入れ

ぽそれに越したことはないし，大動脈弁閉鎖不全など

で成人まで待てない例や弁輪狭小を合併する症例では

Konno法などを行うのが良いと考える．

　今回の弁輪径の発育に関するデータで，弁切開術後

の大動脈弁閉鎖不全の発生が弁輪径に影響を及ぼした

可能性があるが，今回の9症例では，閉鎖不全なし3

例，Sellers分類1度3例，2度3例であった．　DSAS

で弁輪発育不良の2例は閉鎖不全2度の症例で，大動

脈弁閉鎖不全が必ずしも弁輪拡大を促すとはいえない

といえる．

　今回の検討ではDSASで弁輪狭小の頻度が比較的

高かった（50％）．経過中正常の発育が得られなかった

例もあり，DSASの患者の管理や外科的治療の際に注
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意を要すると思われた．DSASでは弁にも病変が及ぶ

ことがまれでなく，大動脈弁狭窄や閉鎖不全を合併す

ることが多い．そのような症例で弁輪狭小例にはやは

りKonno手術が第一選択となるであろう．

　　　　　　　　　　　　　　　　結　　語

　1．小児で弁輪狭小の頻度はSVAS群では0％，　V・

AS群では12％，　DSAS群では20～50％，　CoA群では

10％である．

　2．V・ASでは弁切開後も弁輪径は発育する，
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Angiographic　Diameter　of　Aortic　Annulus　in　Normal　Children　and　in　Patients　with

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Left　Ventricular　Outflow　Obstruction

　　　　　　　Tohru　Tsuji，　Toshio　Nakanishi　and　Kazuo　Momma

Pediatric　Cardiology，　Heart　lnstitute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　The　purpose　of　the　present　study　was　to　determine　1）the　normal　value　of　aortic　annulus　in

children，2）the　incidence　of　small　aortic　annulus　in　patients　with　left　ventricular　outflow　obstruction，

and　3）if　the　aortic　annulus　grows　after　valvotomy．　Normative　angiographic　data　of　aortic　annulus　was

determined　in　66　children；35　patients　after　Kawasaki　disease　without　coronary　involvement　and　31

patients　with　mild　to　moderate　pulmonary　stenosis．　Normal　annular　diameter　was　calculated　as；

diameter＝18×BSAo・46，　where　BSA　was　body　surface　area．　Aortic　annular　diameter　less　than　95％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コconfidence　limits　was　considered　to　be　‘‘small”．　The　incidence　of　the　small　aortic　annulus　Svas　OOro　in

supravalvar　aortic　stenosis（n＝8），12％in　aortic　valvar　stenosis（n＝33），30％in　discrete　subaortic

stenosis（n＝10），　and　200ro　in　coarctation　of　aorta（n＝5）．　In　9　patients　with　valvar　aortic　stenosis，　aortic

annulus　was　measured　twice　before　and　after　surgical　valvotomy．　In　all　except　2　patients　with　valvar

stenosis　associated　with　subaortic　stenosis，　annular　diameter　increased　significantly　with　age．　Overall

incidence　of　small　annular　size　in　patients　with　subvalvar　stenosis　became　500ro．
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