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バルーン大動脈弁形成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　新生児期，乳児期早期に発症する重症型の先天性大動脈弁狭窄症の4例に対してバルーン大動脈弁形

成術を行った．4例中2例が死亡し2例が生存した。4例中死亡した2例は術前左室径短縮率において

0．10以下，駆出率において0．20前後にまで左室収縮能が低下しており，生存2例は左室径短縮率0．25前

後，駆出率は0．30以上で，死亡例ではより左室収縮能の低下が著しかった．また死亡例では二次的心内

膜線維弾性症化の程度も強く，心筋自体の収縮性の低下や，低体重児での全身状態の悪いことなどが予

後を不良にしていると考えられた．バルーン弁形成術の施行にあたってはダブルバルーン法が施行中の

血圧低下が少なく有用であったが，術後の合併症では大腿動脈血栓症な大動脈弁閉鎖不全，上行大動脈

内膜剥離などが問題になった．バルーン径／弁輪径比は平均0．89にて施行し，死亡中1例で中等度の大動

脈弁閉鎖不全症を合併した．予後不良である本症の救命には二次的心内膜線維弾性症化を伴うような著

明な左心収縮能低下を来す前に，可能な限り早期に発見し，早期にバルーン弁形成を行うことが肝要で

ある．

　　　　　　　　　緒　　言

　先天性大動脈弁狭窄症（以下単にAS）のなかには新

生児期ないし乳児期早期に発症する重症型の一群（以

下critica1・AS）がある1）．我が国におけるcritical・AS

の頻度は欧米より少ないが，本症は放置すれぽ早期に

心不全を呈して死亡する予後不良な疾患で，外科治療

成績も未だに不良である2）．近年諸外国から盛んに本

症に対する経皮的バルーン大動脈弁形成術（以下

BAV）の報告3）一’8）がなされてきたが，本邦における報

告9）～12）はまだ散見される程度である．我々は本症の4

例に対してBAVを試み，術前の左室収縮性の低下が

著明であった2例は死亡したが，死亡例に比較して左

室収縮性の低下が軽度であった2例を救命し得た．今

後critical・ASに対するBAVは本邦においても普及

すると考えられるので，我々の臨床経験について報告
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する．

　　　　　　　　目的および対象

　4症例の臨床経過，心エコー所見，BAV前後の心機

能，BAVの手技，合併症などについての比較を行い，

BAVによる治療の成否に関る因子の検討，および

BAVのリスクについて検討する．対象は新生児期の

ASの診断を受け，左心不全症状と著しい左心収縮能

の低下を来したcritical・ASの4症例とした．著しい

左心収縮能の低下は心エコーにて左室径短縮率が0．25

以下とした．BAV時の体重は1、626g～5，180gであっ

た．

　　　　　　　　　BAVの方法

　1例（症例1）で経静脈性に卵円孔に通して左室か

ら順行性に，他の3例では大腿動脈から逆行性に

BAVを施行した．逆行性の場合はまず大動脈弁上部

へ4Fないし5Fの直孔バーマンカテーテル，または4F

のPigtailカテーテル（先端角が60°になる様切断した

もの）をすすめ，0．Ol4ないし0．018イソチのガイドワ
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イヤを用いて弁を通過させ診断カテーテルを行った，

次に術前の左室造影を行い，バルーンサイズを決定す

るための弁輪径は正画像，側面像の何れか小さい方を

用いた．バルーンサイズは弁輪径の90％を目標にして

100％を超さない様にした．ダブルバルーン法の計算は

Yeagerらの方法に従った13）．バルーソカテーテルの

挿入は上記の方法で診断用カテーテルを左室へ挿入し

た後，ガイドワイヤのみを留置してガイド下に挿入し

た．ダブルバルーソ法の場合ガイドワイヤ1本を左室

に留置した状態で上記の手法と同様にして2本目のガ

イドワイヤを挿入した．拡張用のバルーンカテーテル

はMeditech社のUltra－thinカテーテル（全長75cm，

バルーン長2cm）を用いた．梼骨動脈より血圧をモニタ

し，ペーシングカテーテルを右室に挿入して緊急時の

ペーシングに備えた．術中の効果判定はwaistの消失

と圧較差の改善を目安に行った．術後の計測は5～10

分後に行った．

　　　　　　　　　　症　　例

　以下簡単に各症例の概要を述べる．

　（症例1）本例は1989年に富田らが報告した症例

で9），在胎34週，1，620gで出生した低体重児である．生

後0日にASの診断を受け当院へ転送され，生後1日

にBAVを施行した．出生直後より全身チァノーゼや

活動性の低下が持続し，入院時の全身状態は不良で

あった．入院時血圧は四肢ともに42mmHgで，著しい

769－（59）

ASより血圧低下を来していると考えられた．そのた

め薬物治療による全身状態の改善は困難と判断し，直

ちにBAVを行った．術後は大動脈弁前後の圧較差は

消失したが血圧低下が続き，BAV施行7時間後に頭

蓋内出血を併発し死亡した．剖検では中等度の心内膜

線維弾性症化を認めた．

　（症例2）在胎40週，2，592gで出生し，1ヵ月健診

時に心雑音を指摘されASが疑われた，某病院で入院

精査を勧められたが，軽い哺乳力低下以外に自覚症状

がなかったため約1ヵ月間精査を受けなかった．その
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図1　症例2の心電図所見．II，　III，　aVF，　V5，　V6に

　おいてストレイソ型のST低下を認め，左室肥大を

　認める．
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図2　症例2における左室短軸像および短軸Mモードの所見．著明に拡大した左室と

　心室中隔の奇異性運動（矢印）が見られ，左室径短縮率は0．06～0．08と著明な収縮

　性の低下を示した．LV：左室，　IVS：心室中隔，　LVPW：左室後壁
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後生後10週から哺乳力がさらに低下し，生後11週で当

科を初診，直ちに入院となった．入院時聴診上III音ギャ

ロップを認め，肝は2．5横指触知した．心電図では強い

ストレイソパターソを伴う左室肥大（図1）を呈して

いた．心エコー図での左室径短縮率は0．08と著明に低

下しており（図2），肥厚した大動脈弁，ドプラ法にて

大動脈弁での加速（推定圧較差45mmHg），中等度の僧

帽弁閉鎖不全を認めた．また心内膜の輝度は上昇して

おり，二次性心内膜線維弾性症が疑われた．以上より

critical－ASと診断し，生後12週でダブルバルーン法に

よるBAVを施行した．心カテーテルによる圧較差は

術前25mmHgから12mmHgまで改善した．BAV翌日

のドプラ推定圧較差は25～30mmHgであった．このド

プラ推定圧較差と心カテーテルによる圧較差との違い

はカテーテル術中の麻酔の影響と考えられた．その後

の経過観察では術後1～2週間で左室径短縮率が0．16

にまで回復し，臨床症状においても哺乳力の回復を認

めたが，術後1ヵ月頃より再び哺乳力の低下がみられ，

心エコー上では左室収縮能の低下（左室径短縮率＝

0．08）がみられた（図3）．再狭窄を疑ったが，ドプラ

エコーでの推定大動脈弁圧較差は術直後と同様25

mmHgであり再狭窄は否定的であった．さらにカラー

ドプラでは中等度すなわち左室乳頭筋レベルまで逆流

信号が見られる程度の大動脈弁閉鎖不全（以下ARと

略す）も合併していたため再度のBAVの適応はない

と判断された．その後ST低下の進行，エコー上の心内

膜輝度上昇などがみられ，これらから左室機能の低下

の原因は二次的心内膜線維弾性症化を含めた心筋自体

の収縮性の低下であると判断した．そのため利尿剤，

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第6号

血管拡張剤，カテコラミソ投与などの抗心不全療法を

行ったが効なく，BAV後4ヵ月にて左心不全で死亡

した（図3）．

　（症例3）在胎40週，3，270gで出生，早期破水で出

生したため観察目的で某病院NICUへ入院し，偶然指

摘された心雑音によりASを疑われ，生後2週で当科

へ紹介となった，入院時全身状態は良好で哺乳力も問

題はなかったが肝は2横指触知した．心電図では軽度

の左室ストレインパターンを認めた．心エコーでは肥

厚した大動脈弁（図4A）と軽度の僧帽弁閉鎖不全を認

めた．心内膜の輝度上昇などの心内膜線維弾性症様変

化は認めなかった．入院時の左室径短縮率は0．37と良

好であったため利尿剤の投与のみで経過観察したとこ

ろ，1週間後に急激な左室収縮能の低下（左室径短縮

率＝0．20）を認めた．このためcritical－ASと診断し，

ただちにダブルバルーン法によりBAVを行った．カ

テーテルでの圧較差は術前40mmHgから18mmHgに

まで改善した，術後大腿動脈（片側）の血栓症のため

血栓除去術が必要であった．術後のカラードプラエ

コーでは逆流が僧帽弁前尖に達する程度の軽度のAR

を認めた．術後2日目には左室径短縮率も0．38に著し

く改善し（図4B），哺乳力や体重増加も改善したため

退院したが，術後1ヵ月で再び哺乳力が低下し再入院

となった．再入院時左室径短縮率は0．18に低下してい

たが（図4B），　ARの進行や心内膜輝度上昇は認めな

かった．また中等度の貧血（Hb　8．8g／dl）の合併を認

めた．本例においてもエコー上の推定圧較差の増大は

認めず，再狭窄は否定的だった．貧血の合併は末梢組

織の心拍出に対する需要増大や心筋自体の酸素代謝に
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図4A　症例3における左室長軸像．矢印にしめす如

　く肥厚した大動脈弁を認めた．LV：左室，　LA：左

　房，Ao：上行大動脈，　RV：右室

不利と考え，輸血を行いつつドブタミソを投与した．

その後左室収縮能は1～2週で改善し（左室径短縮

率＝0．30），順調にカテコラミンからも離脱できた．貧

血の原因はカテーテル時の失血と乳児貧血の双方と考

えられた．生後1歳1ヵ月現在体重7kgとなり利尿剤，

血管拡張剤の投与にて外来フォロー中である（図3）．

　（症例4）在胎39週，2，192gで出生した低体重児で，

出生後の全身状態は良好であったが，日齢3日で心雑

音からASの診断を受けた．日齢12日に本院へ転送さ

れ，入院時には多呼吸，III音を認めた．肝は2横指触

知した．心電図では左側胸部誘導で軽度のストレイソ

パターンを伴う左室肥大を認めた．エコー上は肥厚し

た大動脈弁と軽度の僧帽弁閉鎖不全を認めたが，心内

膜の輝度上昇は認めなかった．大動脈弁前後のドプラ

推定圧較差は52mmHgで左室径短縮率は0．24と低下

しており，臨床症状は比較的軽度であったがcritical・

ASと診断された．本児は生後14日にシングルバルー

ン法でBAVを施行した．本児のBAV時体重が2，500

g台であったことと，2本のガイドワイヤの挿入が困

難であったためにシングルバルーン法を用いた．心カ

テーテルでの圧較差は術前45mmHgから25mmHgま

で改善した．術後上行大動脈内膜剥離を認めたが（図

5）抗凝固剤投与などの保存的治療で経過観察し，2

週間で軽快した．また大腿動脈血栓症も併発したため

血栓除去術も施行せねぽならなかった．術後エコーで

は軽度のARの合併はあったが左室径短縮率は0。35

まで改善し，哺乳力，体重増加も正常化した，本症例

も経過順調で生後5ヵ月現在体重5kgとなり利尿剤，

血管拡張剤の投与にて外来フォロー中である（図3）．

　　　　　　　　　　結　　果

　各症例の比較を以下の表にまとめた．

　表1に診断までの時間，体重，合併奇形など症例概

要についてまとめた．生下時体重，BAV施行時体重を

比較しても，より低体重の症例が死亡するという単純

な傾向はなかったが，症例1は2，000g以下の低体重児

であった点，症例2では診断時からBAV施行まど50

日以上経過していた点が特記すべき点といえる．

　表2には術前の超音波所見をまとめた．このうち死

亡例2例（症例1，2）では左室径短縮率の低下が高
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図4B　興味深い経過を示した症例3における左室短軸Mモード所見．術前1から術

　前2へと急激に左心機能が低下し，BAVによって術後1へと改善した．その後貧血

　の合併で術後2へと再び悪化した．FS：左室径短縮率
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図5　症例4における上行大動脈内膜剥離．可動性の

　剥離内膜（lntimal　flap，矢印）を認める．

度で，ともに中等度の僧帽弁閉鎖不全の合併を認めた．

左室後壁厚や弁の性状には症例問で差は認めなかっ

た．心内膜輝度上昇は症例2で認められたが，症例1

の剖検所見を考慮すると，死亡例2例で二次的心内膜

線維弾性症化が強かったと考えられる．

　表3に心カテーテル所見のBAV前後の推移を示し

た．全例で大動脈弁圧較差の改善が認められている，

症例1，2の術前の圧較差が他の2例に比して小さく，
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より後負荷不釣合（いわゆる“afterload　mismatch”）

が強いと考えられるが，症例2ではドプラ推定圧較差

との差があり，術中の麻酔の影響も無視できない，駆

出率の変化は全身状態不良で術後造影のできなかった

症例1を除いて他の3例で全例術後に改善している．

左室拡張末期容積は86～343％正常値であった．

　表4にはBAVにおけるバルーソ径の比較，合併症

をまとめた．シングルバルーン法，ダブルバルーン法

の差違による合併症，転帰の相違は今回の4症例では

認めなかった．バルーン径／弁輪径比（以下BAR）の

平均は0．89で，4例で差違は認めなかった．合併症と

して全例にARを合併したが，生存2例では軽度で

あった．大腿動脈血栓を2例で，上行大動脈内膜剥離

を1例で併発した．

　　　　　　　　　　考　　察

　先天性大動脈弁狭窄症は欧米では日本に比べて頻度

が高く，先天性心疾患中の3～6％を占めているとい

われている14）．我が国における報告では0．4％と少ない

が15），この中には新生児期から乳児期早期に既に強い

心不全症状を呈する一群が存在する．本症は左室の低

形成を合併する左心低形成症候群との問に一つのスペ

クトラムを形成するが，今回の我々の症例の中には左

表／　各症例の標要，および診断時の状況

症例
生下時体重
　（9）

診断時日齢 発症 BAV施行時日齢 BAV施行時体重
　　（9）

合併奇形

1
　
　
2
　
　
つ
」
　
　
4

／620

2592

3270

2192

0
3
0
0
3

生後0日

生後10週

生後3週

生後2週

1
8
4
2
2
1
4

1626

5180

3372

2544

肋骨欠損，椎体奇形

　　　　一

表2　BAV施行前の心エコー所見．

症例
左室径
短縮率

拡張末期
左室内径

（mm）

左室
後壁厚
（mm）

駆出率＊ 弁の性状
弁輪径
（mm）

ドプラ推定
圧較差
（mmHg）

僧帽弁
閉鎖不全

心内膜輝度
　上昇

1 0．05 19 2．0 0．14
　二尖弁

厚く結節状
3．5 10 中等度

　　無し

倍1」検でEFE）

2 0．08 30 4．0 0．22
　二尖弁

厚く結節状
9．2 45 中等度 有り

二尖弁
3 0．26 23 3．5 0．59

厚く結節状
7．3 58 軽度 無し

三尖弁
4 0．24 17 3．5 0．56

厚く結節状
6．0 52 軽度 無し

ドプラ推定圧較差は簡易ベルヌーイ式を用いて求めた．

駆出率（・）はPombo法（V≒D3）に従った参考値である．
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表3　心カテーテル検査所見

BAV前 BAV後

症例 圧（mmHg）
LVEF

圧（mmHg）
LVEF

後PG／前PG

AAo LV PG LVEDP
　　LVEDV
（％of　Nomal）

弁輪径
（mm）

AAo LV PG LVEDP
ー
　
　
ワ
ム
　
う
0
　
　
4

48

85

70

55

38

110

110

100

10

25

40

45

16

32

20

10

0．19

0．21

0．32

0．39

129

343

158

86

3．0

9．6

8．0

6．9

38

66

71

70

38

78

89

95

　0

12

18

25

16

35

30

13

　＊＊

0．27

0．35

0．53

0
0
．
4
8
0
．
4
5
0
．
5
6

圧はそれぞれ収縮期圧を示す．症例1では全身状態悪化のため術後造影できず，駆出率が得られなかった（・・）．

AAo：上行大動脈，　LV　l左室，　PG：左室一大動脈圧較差，　LVEDP：左室拡張末期圧，　LVEDV：左室拡張末期容積

（％正常値20）で表わした．）

表4　使用バルーンおよび術後合併症，転帰

症例
バルーソ径
　（mm）

バルーン径
／弁輪径比

合併症 転帰

1 2．5 0．83 頭蓋内出血 BAV施行当日死亡

2 5十6＝9．0 0．93 大動脈弁閉鎖不全（中等度） 4ヵ月後

左心不全で死亡

3 4十5＝7．4 0．93 大動脈弁閉鎖不全（軽度） 生存

大腿動脈血栓

4 6．0 0．87 大動脈弁閉鎖不全（軽度） 生存

上行大動脈内膜剥離

大腿動脈血栓

バルーソ径の“X＋X＝XX”は，右辺がダブルバルーン法による実効最大径を表し，

それぞれのバルーソの直径である13）．

左辺の数値が

室低形成を伴う症例は含まれなかった．

　本症の治療として外科的治療（直視下，非直視下弁

交連切開術）と，近年のBAVの報告3）一一8）1°）一一12）とがしば

しぼ対比されるが，いずれの治療法も未だにリスクが

高く，特に最近諸外国で広まりつつあるBAVを本邦

でも普及させるためには，そのリスクファクターの検

討は意義あることと思われる．

　以下我々の4症例の経験から成否に関る因子の検討

をする．

　①発症時期および術前の左心機能

　従来の報告16）一一19）では外科治療BAVのいずれの治

療法においても左室容積の小さい症例，左心収縮能の

著しく低下した症例は予後が悪く，この2点が最も重

要なリスクファクターであることは明らかである．

我々の4例はすべて左室容量が拡大ないしは正常範囲

に近い症例であったので，ここでは術前の左心収縮能

を問題とする．4例中のうち死亡2例は術前左室径短

縮率にして0．10以下，駆出率にして0．20前後にまで低

下しており，生存2例は左室径短縮率0．25前後，駆出

率は0．30台を保っていた．すなわち左心収能の低下が

著しい2例の予後が悪かったことになり，これは従来

の報告と一致する．従って如何に収縮能の低下が決定

的となる以前に治療を開始出来るかがリスクを下げる

ポイントとなる．それは理想的には子宮内治療へと発

展すべきであるが，現状では早期発見のみが対処法と

なろう．症例2については生後2ヵ月の体重が5kgま

で増加していることから心不全の軽い時期もあったと

思われ，早期診断，早期治療を逸したことが悔やまれ

る．

　②二次的心内膜線維弾性症の合併

　critical－ASに二次的心内膜線維弾性症や心内膜下

虚血が合併することはよく知られている2）．この二次

的変化が後負荷の強さを反映するのか罹患の経過時間

を反映するのかは明らかではないが，この変化を来し

た症例では左心収縮能という点で重症度が高いのは明

らかである．本変化を合併すると心筋自体の収縮性の

低下やコンプライアンスの低下が進行して血行動態を

悪化させるため，二次的心内膜線維弾性症の合併の有
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無は予後を推定する因子にはなりうる．しかしながら

これは前項の左心収縮能の重症度という点を異なる面

から表現しているに過ぎない．実際の我々の症例では

死亡した症例2で心エコー上明らかに心内膜の輝度上

昇を認め，症例1ではエコー上ははっきりしなかった

が剖検で心内膜線維弾性症様変化を認めた．これらは

左心収縮能の重症度を評価する上で重要な参考にはな

るが，客観的，定量的評価が困難な面がある．その他

に二次的心内膜線維弾性症化と関連して心内膜下虚血

がしばしば左室乳頭筋に認められ，僧帽弁閉鎖不全の

原因となることを考えると，死亡例の2例がより僧帽

弁閉鎖不全が強かったことは乳頭筋虚血の反映の可能

性もある．したがって僧帽弁閉鎖不全の程度も予後の

推定因子になると思われる．

　③全身状態

　症例1の場合1，600g台という極小未熟児に近い低

体重で，しかも生後1日目にBAVを施行せざるを得

なかったが，術前の全身状態の悪化，低体重はリスク

ファクターと考えられる．

　④効果判定

　後述するARなどの合併症の発生と，　BAV術中の

効果判定とは密接な関連がある．効果判定の基準が暖

昧であると，不必要にBARを大きくしてくり返し拡

張を施行し，ARを助長する可能性があるからである．

一方critical－ASの場合，後負荷不釣合のために大動

脈圧較差が重症例でむしろ小さくなるのはよく知られ

ており16），そのため症例2のように術前において圧較

差の小さい症例では効果判定に苦慮する．実際は圧較

差の％減少率で判断する以外の適切な指標はないと思

われる，Lockらは左室拡張末期圧の低下が効果判定

に有用であると報告したが6），我々の経験では表3に

示す如くBAV後10分程度での左室拡張末期圧は全例

上昇しており，拡張末期圧は造影用の使用量によって

も左右されると思われるので，我々は術直後の客観的

効果判定には圧較差の減少を用いるべきだと考えてい

る．左室駆出率や左室径短縮率は直後から改善してい

るのが普通であるが，術中の効果判定としては左室造

影を用いての駆出率の計算は煩雑過ぎるし，エコーで

の左室径短縮率は変化が僅かなためあまり有用とは言

えない．

　⑤手技的問題に関して

　今回の4症例ではシングルバルーン法とダブルバ

ルーン法では予後に差違を認めなかったが，体重が十

分ならばダブルバルーソ法の方がバルーソ拡張中の血
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圧低下が少なく一般的には望ましい．しかしダブルバ

ルーン法では両下肢にシースを長時間挿入するため，

むしろ症例4のように3，000g以下で大動脈弁の通過

が困難な症例では当初よりシングルバルーソ法にして

全体の操作時間を少なくした方が血栓症などの合併症

が少ないかもしれない．この点は2例においては救命

はできたものの共に大腿動脈血栓を経験した反省点と

いえる．

　⑥術後のARとBARについて
　ARによる急激な容量負荷が，すでに低下した左室

機能に悪影響を与えることは明らかで，症例2のよう

な中等度以上のARは予後を悪化させると考えられ

る．症例3，4でもARの合併を認めたが軽度であり，

その後の予後には大きな影響を与えなかった．一般に

ARの合併はBARと密接に関係していると考えられ

るが，現在我々のBARの基準はLockらに従い0．9と

している．中等度以上のARの合併率はLockらによ

ると38％程度であり6），我々は4例中1例であるので，

BARを0．9とすると一般的にこの程度の率でARを

合併する可能性がある．症例2のような重症例では術

後のARが心不全の助長に決定的影響を及ぼしうる

ので，今後は重症例でBARを小さくして初回BAV

を行い，収縮能の改善を待って段階的BAVを行うと

いう検討も必要になるだろう，

　⑦術後管理

　症例3のように術後に残存する心不全が貧血によっ

て増悪することもありうるので，我々は術後2～3カ

月は少なくとも週単位でのエコーによる左室収縮能の

評価が必要であると考える．その際後負荷不釣合の改

善が得られれぽ，術前よりむしろ圧較差の増大を認め

る可能性もある．したがって左室収縮能の改善ととも

にわずかに圧較差の増大があるならば再狭窄ではな

く，収縮能が不変ないし低下してしかも術前と同程度

までの圧較差の増大を認めたら再狭窄を疑う．また圧

較差が不変で収縮能のみ低下しているようならぽ心筋

自体の収縮性の低下を考える，といった左室収縮能と

圧較差の変化を関連づけて経時的にとらえることが重

要と思われる．

　⑧その他の合併症について

　その他の術後の合併症として我々は大腿動脈血栓症

を4例中2例に認め，いずれもForgartyカテーテル

による血栓除去術を必要とした．3kg前後の新生児に

対する血栓除去術の後は，同側から再度の動脈カテー

テルが困難となる可能性が高く，再狭窄の際にハン
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ディキャップとなる．血栓予防の処置についてぱ新生

児期のBAVについてはヘパリンの増量，ウロキナー

ゼの併用などを別個に検討する必要があると思われ

る．また今回幸運にも保存的治療で軽快した一ヒ行大動

脈内膜剥離については，解離性大動脈瘤へ発展する可

能性も十分にあるので，このようなリスクを考慮に入

れるとBAVは常に外科医の待機のもとに行うべき治

療である．』いずれにせよ欧米からの報告6｝7）に対比し

て，死亡例を含め比較的高頻度の合併症を経験し，本

治療法がいまだ大きな危険を伴う治療であることは明

らかである，本症は日本では稀な疾患であるので，

BAVを行う際には経験豊富な術者によってなされる

べきであろう．

　尚，本論文の要旨は第414回日本小児科学会東京都地方会

講話会（平成4年7月18日）にて発表した．

　　　　　　　　　　　　　　　　文　　献

　　1）全　勇，安藤正彦，門間和夫，中沢誠，高尾篤

　　　　良：乳児期の大動脈弁狭窄症．心臓13：694－702，

　　　　1981．

　　2）Lakier，　J．B．，　Lewis，　A．B．，　Heymann，　M．A．，　Stan・

　　　　ger，　P．，　Hoffman，　J1．E．　and　Rudolph，　A．M．：

　　　　Isolated　aortic　stenosis　in　the　neonate．　Circula・

　　　　tion，50：801－808，1974．

　　3）Rupprath，　G．　and　Neuhaus，　KL．：　Per・

　　　　cutaneotls　balloon　valvuloplasty　for　aortic

　　　　valve　stenosis　in　infancy．　Am．　J．　Cardiol．，55：

　　　　1655－1656，1985．

　　4）Lababidi，　Z．　and　Weinhaus，　L．：Successful

　　　　balloon　valvuloplasty　for　neonatal　critical　aor・

　　　　tic　stenosis．　Am．　Heart．　J．，112：913－916，1986．

　　5）Wren，　C．，　Sullivan，1．，　Bull，　C．　and　Deanfield，　J．：

　　　　Percutaneous　balloon　dilatation　of　aortic　valve

　　　　stenosis　in　neonates　and　infants．　Br．　Heart．　J．，

　　　　58：608－612，1987．

　　6）Zeevi，　B．，　Keane，　JE．，　Castaneda，　A．R．，　Perry，　S．

　　　　B．and　Lock，　JE．：　Neonatal　critical　valvar

　　　　aortic　stenosis　A　comparison　of　surgical　and

　　　　balloon　dilation　therapy．　Circulation，89：831

　　　　－839，1989．

　　7）Kasten・Sportes，　C．H．，　Piechaud，　J．F，　Sidi，　D．

　　　　and　Kachaner，　J．　l　Percutaneous　balloon

　　　　valvuloplasty　in　neonates　with　critical　aortic

　　　　stenosis．　J．　Am．　Coll．　Cardiol．，13：1101－1105，

　　　　1989．

　　8）Vogel，　M．，　Benson，　L．N，，　Burrows，　P．，　Smallhor・

　　　　n，J．F．　and　Freedom，　R．M．：Balloon　dilatation

　　　　of　congenital　aortic　valve　stenosis　in　infants

　　　　and　children：Short　term　and　intermediate

775－（65）

　　　results．　Br．　Heart．　J．，62：148－153，1989．

9）富田　斉，中島裕司，片山博視，青墳裕之，松本康

　　　俊，全　　勇，中沢　誠，安藤正彦，高尾篤良：経

　　　皮的バルーン弁形成術を行った新生児重症大動脈

　　　弁狭窄症の1例．小児科臨床，42：1299－1303，

　　　1989．

10）堀口泰典，平石　聡，藤野宣之，長田　厚，三沢仁

　　　司，八代公夫：Percutaneous　balloon　aortic

　　　valvuloplastyにより救命した先天性大動脈弁狭

　　　窄症の1乳児例．日小循誌，3：268－274，1987．

11）小林　順，小池一行，赤木美智男，磯田貴義，石沢

　　　瞭：経皮的パ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．日小循誌，7：419－425，

　　　1991．

12）矢島茂裕，広瀬敏験，河田　良，山口直弘：Criti－

　　　ca1：ASに対するballoon　vavuloplasty．日小循

　　　；志，　6：263－270．1990．

13）Yeager，　S．B．：　Balloon　selection　for　double

　　　balloon　valvotomy［letter］．J．　Am．　Coll，　Car・

　　　diol，9：467－168，1982

14）Kitchner，　D．J．，　Jackson，　M．，　Walsh，　K．，　Peart，1．

　　　and　Arnold，　R．：Incidence　and　prognosis　of

　　　congenital　aortic　valve　stenosis　in　Liverpool

　　　（1960－1990）．Br．　Heart　J．，69：71－79，1993．

15）中沢　誠，瀬口正史，高尾篤良：わが国における新

　　　生児心疾患の発生状況．日小児会誌，90：2578

　　　－2587，1986，

16）Rhodes，　LA．，　Colan，　S．D．，　Perry，　S．B．，　Jonas，　R．

　　　A．and　Sanders，　S．P．：Predictors　of　survival　in

　　　neonates　with　critical　aortic　stenosis．　Circula－

　　　tion，84：2325－2335，1991．

17）Sink，　J．D．，　Smallhorn，　J．F．，　Macartney，　F．J．，

　　　Taylor，　J．F．N．，　Stark，　J．　and　de　Leval，　M．R．：

　　　Management　of　critical　aortic　stenosis　in

　　　infancy．　J．　Thorac．　Cardiovasc．　Surg．，87：82

　　　－86，1984．

18）Pelech，　A．N．，　Dyck，　JD．，　Trusler，　G．A．，　Wil－

　　　liams，　W．G．，　Olley，　R．M，　Rowe，　R．D．　and　Free－

　　　dom，　RM．：Critical　aortic　stenosis．　J．　Thorac．

　　　Cardiovasc．　Surg．，94：510－517，1987．

19）Leung，　M．P．，　McKay，　R．，　Smith，　A．，　Anderson，

　　　R．H．　and　Arnold，　R．：Critical　aortic　stenosis

　　　in　early　infancy：Anatomic　and　echocardiogra－

　　　phic　substrates　of　successful　open　valvotomy．　J．

　　　Thorac．　Cardiovasc．　Surg．，101：526－535，1991．

20）Graham，　T．P．，　Jamユakani，　J．M．　and　Atwood，　G．

　　　F．：Right　ventricular　volume　determinations

　　　in　children．　Normal　values　and　observations

　　　with　volume　or　pressure　overload．　Circulation，

　　　47：144，1973、

Presented by Medical*Online



776－（66） 日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第6号

Balloon　Aortic　Valvuloplasty　for　Critical　Aortic　Stenosis　in　Early　Infancy

　　　　　Masaaki　Yoshigi，　Toshio　Nakanishi，　Makoto　Nakazawa　and　Kazuo　Momma

Department　of　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　Institute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　performed　balloon　aortic　valvuloplasty（BAV）for　four　consecutive　patients　with　critical

congenital　aortic　stenosis　in　early　infancy．　Case　l　whose　ejection　fraction　of　the　left　ventricle（LVEF）

was　O．19　weighed　1620　g　and　died　after　BAV　due　to　cerebral　hemorrhage．　In　case　2　and　case　3，　we

adopted　double・balloon　technique　for　BAV．　Case　2　with　LVEF　of　O．21　underwent　BAV　at　three　month

of　age　and　died　four　month　after　BAV　due　to　severe　left　heart　failure．　Case　3　and　4　were　diagnosed　as

aortic　stenosis　within　the　first　week　of　life　and　underwent　BAV　within　the　first　month　of　life．　LVEF　of

these　two　patients　were　O．32　and　O．39，　respectively．　They　are　alive　now　and　doing　well　at　l　year　and　5

months　of　age，　respectively．　Poor　prognosis　of　the　first　two　patients（case　1，2）were　relevant　to　the

severely　impaired　left　ventricular　ejection　performance．　Mean　balloon／annulus　ratio　of　O．89　was

employed　and　the　second　case　was　complicated　with　moderate　aortic　regurgitation．　To　avoid　critical

hypotension　during　balloon　inflation，　double－balloon　technique　was　beneficial，　but　two　cases　were

complicated　with　femoral　arterial　occlusion．　According　to　these　experiences，　we　conclude　that　early

diagnosis　and　early　treatment　with　BAV　is　essential　to　improve　prognosis　of　the　patients　with　critical

aOrtlC　StenOSIS．
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