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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　新生児乳児期早期の重症大動脈弁狭窄症に対し右総頚動脈アプローチにより，バルーン弁形成術を施

行し，その有用性にっいて検討した．症例は0生日から4生月，体重2．6～5．1kgの4例であり，全身麻

酔，挿管管理下にカットダウン法により右総頚動脈に5Frのシースを挿入した．大動脈弁バルーン弁形成

術施行時は，シース挿入部と大動脈弁の位置が近く直線的であるため，ガイドワイヤー，カテーテルの

操作性が良くバルーンの大動脈弁部への挿入固定も容易であった．4例全例で弁形成術が施行でき，新

生児の1例を除き3例で有効であり，放射線照射時間も25～35分であった．1例でバルーン大動脈弁形

成術の3カ月後に右総頚動脈造影を施行したが，血管壁に不整はなく狭窄は認めなかった．本法は新生

児乳児早期の左心カテーテルや，インターベンション，特に重症大動脈弁狭窄症にたいするバルーン弁

形成術において，他の部位からのアプローチに比し，より効果的でかつ安全性も高い方法と考えられた．

　　　　　　　　　はじめに

　重症大動脈弁狭窄症は新生児期あるいは乳児期早期

に急速に心不全が増悪し，死亡率も高い疾患であるが，

この治療として外科的な観血的弁形成術とカテーテル

によるバルーン弁形成術の大きく2つの方法が現在行

われている1）．このうちバルーン弁形成術施行時は，大

腿動脈からのアプローチでは大腿動脈穿刺が困難であ

るばかりか，新生児期に相対的に太いカテーテルを挿

入するため，動脈の損傷や術後の動脈閉塞の危険性も

高い2）．さらに，屈曲した大動脈弓を越えてカテーテル

が進むため，大動脈弁を通過させるときの操作が困難

な事が多いu．これに対し，1990年Fischerらは重症大

動脈弁狭窄症のバルーン弁形成術において右総頚動脈

からのアプローチが有効と報告している3）．今回，4例

の重症大動脈弁狭窄症の乳児，新生児に対し本法を用
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いて弁形成術を施行し，その有用性について検討した．

　　　　　　　　　対　　象

　1992年12月から1994年3月の間に右総頚動脈からの

アプローチにてバルーン大動脈弁形成術を施行した4

例を対象とし，年齢は，0生日から4生月の新生児，

乳児であり，体重は2．6から5．4kgであった．

　　　　　　　　　手　　技

　1．右総頚動脈アプローチ

　手技は全例，心臓カテーテル検査室にて静脈麻酔

（thiamylal）および挿管人工呼吸管理下にて施行した．

カテーテル施行時には，顔面を含め，全身が清潔シー

ツに覆われるため，経皮的酸素分圧モニターによるモ

ニタリングを併用した．右総頚動脈の確保は，心臓血

管外科医に依頼しカットダウン法にて直視下に行い，

5Frのシースを挿入し，その後に100単位／kgのヘパリ

ンを静注した．頸部神経の損傷には特に注意を要した．

手技の終了後，シースの抜去後には7．Omono丘1ament

にて血管再建をおこなった．
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　2．弁形成術の方法と手技

　5Frの造影用バーマンカテーテルを通して上行大動

脈に挿入して，まず，大動脈圧を測定し，次いで，大

動脈造影を行い大動脈弁輪径を計測した．カテーテル

を直孔バーマンカテーテルに入れ替え，0．018または

0．025inchのガイドワイヤーを使用し大動脈弁を通過

させ，このガイドワイヤーに沿ってカテーテルを左心

室に進め左室圧を測定した．この後，0．025inchのガイ

ドワイヤーを再度左室内に入れ，このガイドワイヤー

に沿ってバルーンカテーテル（Meditech　Ultrathinま

たはNumed　Tyshak）を大動脈弁部に挿入し，バルー

ンの中心部が弁輪部に来るように固定してwaistが消

失するまで用手的にバルーンを加圧した．バルーンの

径は最初は3または4mmのものを使用し，順次大きい

サイズのものに変えて行き，最終的には大動脈造影に

て計測した弁輪径よりわずかに小さいサイズまで拡大

した．

　　　　　　　　　　結　　果

　バルーン弁形成術を試みた4例全例で容易に施行で

き，新生児の1例を除き3例で有効であった（表／）．

　症例1

　妊娠34週時に胎児エコーにて大動脈弁狭窄症と診断

され，5生日に当院に搬送となった．心エコー検査に

て重症大動脈弁狭窄症および左心室の低形成（左心室

拡張末期径（LVEDD）が17mm）と収縮能の低下
（ejection　fractioI1（EF）が40％）を認めた．最初は，

6生口に大腿動脈からのアプローチにてバルーン弁形

成術を試みたが，本児では大動脈縮窄症を合併しさら

にその大動脈弓が強く屈曲していたため（図1）カテー

テルやガイドワイヤーの大動脈弓の通過が困難で大動

脈弁を通過できなかった．そればかりか，大動脈の縮

窄部をガイドワイヤーで穿孔したためカテーテルを中

止した．このため，8生日に右総頚動脈アプローチを

用いて再度バルーン弁形成術を試みた．本法を用いる

と，ガイドワイヤーは容易に大動脈弁を通過し，短時

難
図1　症例1の大動脈造影であるが，大動脈弓は屈曲

　し細く長い大動脈狭部による大動脈縮窄症を認め

　る．

間にバルーン弁形成術が有効に行われ（図2），収縮期

圧較差は98mmHgから28mmHgに，EFは78％に改善
した．

　症例2

　心不全の急激な増強にて，32生日に挿管管理下に当

院搬送となった．心エコー検査にて重症大動脈弁狭窄

症（ドプラ法にて圧較差78mmHg）と診断，左心室の

動きは低下しEFは24％であった．33生日，右総頚動脈

アプローチにて4mmと6mmのバルーンにて順次弁形

成術を施行．大動脈弁部圧較差は30mmHgに減少し

た．この症例では，このバルーン弁形成術の3カ月後

に再度心カテーテル検査を施行しており，このときの

右総頚動脈造影では血管壁に不整はなく狭窄は認めな

かった（図3）．

　症例3

　妊娠30週時より胎児エコーにて重症大動脈弁狭窄症

と診断され，左心室機能の低下および心内膜線維弾性

表1　重症大動脈弁狭窄症に対する経皮的バルーン弁形成術

左室一大動脈収縮期圧較差

No． 年齢
体重
（kg） 弁形成術前

（mmHg）
弁形成術後
（mmHg）

大動脈弁輪径
　（mm）

バルーン径
　（mm）

放射線照射時間
　　（lnin．）

1
　
　
9
匂
　
3
　
　
4

8days

lmOS
Odays

4mos

2．6

2．8

2．8

5．1

98

78

42

59

28

30

9
8

8
7
4
1
5

6
6
4
1
0

29．2

35．5

28

25
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図2　症例1にて，右総頚動脈より挿入された6mm

　径のバルーンカテーテルが大動脈弁部に固定されて

　おり，バルーンの中心部に大動脈弁によるwaistを

　認める．

勲鞭楓 轟

図3　症例2にて，バルーン大動脈弁形成術の3カ月

　後に右総頚動脈造影を施行したが，血管壁に不整や

　狭窄は認めない．

症を認め胎児水腫が進行してきたため，母体への

digoxin経口投与により経胎盤的治療を行っていた．

37週，帝王切開にて出生．出生直後より挿管管理を行っ

たが心不全が強く，心エコー検査にて大動脈弁は肥厚

し弁口は1mm，　EFは33％と低下していた．出生4時間

後に右総頚動脈アプローチにて大動脈弁バルーン弁形

成術を施行したが，やはりガイドワイヤーは容易に大

動脈弁を通過し，31nmと4mmのバルーンにて順次弁

形成術を施行した．しかし，術後も低心拍出および心

125－（19）

不全は改善せず，1生日に死亡した．

　症例4

　4カ月の女児で，重症の心不全および肺高血圧にて

当院搬入となった．心エコー検査にて重症大動脈弁狭

窄症と中等度心室中隔欠損症および大きな動脈管開存

症を認めた．動脈管開存症を外科的に結紮し，2日後

に右総頚動脈アプローチにて大動脈弁バルーン弁形成

術を施行した．5，8，10mmと順次バルーン径を拡大

し，大動脈弁圧較差は59mmHgから8mmHgに減少し

た．術後，中等度の心室中隔欠損症（Qp／Qs＝1．6）と

肺高血圧（肺動脈圧53／21mrnHg平均31mrnHg）は残

存していたものの心不全症状は速やかに消失した．2

カ月後の心エコー検査にて心室中隔欠損孔の縮小およ

び肺高血圧の改善（ドップラー法による推定収縮期圧

35mmHg）を認めた．

　　　　　　　　　　考　　察

　新生児，乳児期の重症大動脈弁狭窄症に対する治療

としてバルーン弁形成術の有効性の報告が見られる

が1）4）’－7），大腿動脈からのアプローチで施行するとき，

いくつかの問題点も指摘されている．まず，新生児期

の細い大腿動脈に相対的により太いカテーテルを使用

することにより動脈を損傷することがある．Vermi1－

ionらは，左心系の狭窄（大動脈弁狭窄症あるいは大動

脈縮窄症）に対するバルーン拡大術を1歳未満で施行

すると大腿動脈の閉塞の危険性が極めて高いと報告し

ている2）．また，Shollerらも2歳未満ではそれ以上の

症例に比し動脈閉塞の頻度が高いと報告している4）．

一方，手技的な問題点としては，通常，重症大動脈弁

狭窄症には，症例1のように大動脈縮窄症や，動脈管

開存症を合併することが多く，さらに屈曲した大動脈

弓を反転したカテーテルで狭小な大動脈弁孔を通過さ

せるのはガイドワイヤーを駆使しても容易ではない．

　これらの問題点に対して1991年，Beekmanらは贋

動脈からのアプローチにて大腿動脈の損傷を避けられ

ることを報告しているが8），この方法でも大動脈弁を

越える手技的問題点が残る．一方，1990年にFischerら

は，右総頚動脈からのアプローチが有効と報告してお

り3）今回この有用性について検討してみた．まず，手技

的な点では，このアプローチではシース挿入部と大動

脈弁の位置が近く直線的であるため，ガイドワイヤー，

カテーテルの操作性が極めて良好で容易に大動脈弁を

通過させることができた．さらに実際にバルーン弁形

成術施行時にも，カテーテルの大動脈弓部での弛みが

ないため狭い弁孔に太いバルーンカテーテルを真上か
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ら圧をかけて押し込む事ができ，また大動脈弁輪部を

ちょうどバルーンの中心部に固定しバルーンの拡大時

にも位置がずれることなくしっかり保持することがで

きた．4例全例で弁形成術を施行できたうえ，放射線

照射時間も25～35．5分と短時間で可能であった．また，

血管確保を含めカテーテル検査時間全体も短縮できる

ため，通常極めて状態の悪化している重症大動脈弁狭

窄症の症例にたいして，この短時間で可能な手技は重

要な利点と考えられる．

　総頚動脈の使用に際しては，Schumacherらは新生

児のECMO治療後で総頚動脈を結紮された症例にお

いて頭蓋内右側の病変を59例中8例に認めたと報告し

ており9），症例の状態はかなり異なるものの総頚動脈

の閉塞による後遺症発現の可能性も否定できず，血管

の再建は重要と考えられる．症例2では術後の造影に

て充分な血管の再建を確認できたが，他の症例を含め

今後の神経学的な経過観察も必要である．その他，動

脈周囲には神経線維も多く，血管確保時には頚部神経

の直接の損傷の危険性もある．しかしながら，これら

の合併症の可能性は考えうるものの，今回の有効例3

例では特に合併症は認められず厳重なモニタリング下

に慎重な手技を行えば充分安全に利用できる有効なア

プローチと考える．

　　　　　　　　　　結　　語

　右総頚動脈アプローチは新生児乳児早期のインター

ベンション，特に重症大動脈弁狭窄症にたいするバ

ルーン弁形成術において，他の部位からのアプローチ

に比し，より効果的でかつ安全性も高い方法と思われ

る．
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Carotid　Artery　Approach　for　Balloon　aortic　Valvuloplasty　in　Neonates　and

　　　　　　　　　　　　　　Infants　with　Critical　Aortic　Valve　Stenosis

Yasuki　Maeno，　Teiji　Akagi，　Masahiro　Ishii，　Tetsu　Sugimura，　Kanoko　Hashino，

　　　　　　　　　　　Teruhiro　Kawano，　Takeyo　Kazue　and　Hirohisa　Kato

　　　　Department　of　Pediatrics，　Kurume　University　School　of　Medicine，　Kurume

　　　The　carotid　artery　approach　to　catheterization　was　attempted　in　infants　with　critical　aortic

valve　stenosis　who　underwent　balloon　valvuloplasty（n＝4）．　The　patients　ranged　in　age　from　O

days　to　4　months　and　in　weight　from　2．6to　5．4kg．

　　　Under　general　anesthesia，　a　5F　sheath　was　inserted　into　the　right　common　carotid　artery　by

acutdown　procedure．　The　guide　wire　and　catheter　could　be　advanced　straight　forward　to　the

aortic　valve，　and　passed　through　the　valve　into　the　left　ventricul　quite　easily．　The　balloon

catheter　was　correctly　positioned　and　fixed　at　the　aortic　valve，　therefore　balloon　aortic　valvulo－

plasty　could　be　successfully　performed　and　this　approach　could　shorten　the　catheterization　time．

In　one　patient，　aortography　which　was　performed　at　3　month　after　the　balloon　valvuloplasty

revealed　a　smooth　and　non－obstructed　right　carotid　artery．

　　　In　conclusion，　the　right　common　carotid　artery　approach　is　a　useful　technique　for　the　balloon

aortic　valvuloplasty　in　infants　with　critical　aortic　stenosis，　and　may　increase　the　successful　rate

in　this　serious　condition．
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