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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　大動脈弁閉鎖症は，多くは左室低形成の疾患，いわゆる左心低形成症候群であるが，欧米では，心室

中隔欠損を有し発達した左室をもつ大動脈弁閉鎖症，すなわち，Aortic　atresia　with　normal　left　ventri－

cleも報告されている．　Aortic　atresia　with　normal　left　ventricleの1剖検例を報告する．症例は在胎

39週，体重3，240gで出生した．日齢1に心雑音，チアノーゼのため入院となった．一期的開心術を予定

していたが，大腸菌による敗血症，髄膜炎のため日齢22に死亡した．本邦第3例であった．本邦第2例

は未報告例である．

　　　　　　　　　　はじめに

　大動脈弁閉鎖症のうち，左心低形成症候群は心疾患

において新生児死亡の占める割合が高く，また，心外

奇形の合併率が低いため，術式確立への挑戦が続けら

れてきた．1983年，Norwoodによる最初の成功例以

降，わずか十数年の間に，その根治術であるFontan手

術変法への二期的手術が確立されようとしている1）．

最近では，本邦での成功例も出てきた2）3）．

　Aortic　atresia　with　normal　left　ventricle（以下

AAeNLVと略す．）は欧米では1970年代半ばより報告

されるようになった4）．左右心室が発達しているため，

外科治療の対象として非常に興味深い疾患であ
る5）’－8）．多くは二期的手術が考案されてきたが，成功例

は少なかった9）1°）．1989年，Austinら11）は一期的開心術

により新生児4例中3例の成功を報告している．今回，

我々はAAeNLVの1例を経験したので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：日va　1，女児．

　主訴：心雑音，チアノーゼ．

別刷請求先：（〒728）広島県三次市東酒屋町531

　　　　　公立三次中央病院小児科　　荒新　　修

　現病歴：在胎39週，出生体重3，240g，　Apgarスコァ

9点で出生した．心雑音があるため入院となった．

　入院時現症：呼吸数66／分，脈拍156／分，整，軽度チ

アノーゼを認めた．経皮酸素分圧は54～64mmHgで

あった．聴診上，II音は単一で充進，胸骨左縁第4肋

間に汎収縮期雑音をLevine　3／6聴取した．肝を右季肋

下に2Cm触知した．［唇口蓋裂を認めた．

　胸部X線（日齢1）：心胸郭比65％であり肺血流量

は増加していなかった．

　心電図（日齢6）：洞調律，不定軸であった．

　断層心エコー（図1）：心尖四腔断面では卵円孔に左

右短絡を認めた．左右心室ともほぼ正常な大きさで

あった．左室長軸断面では大動脈の内径は2mm，大動

脈弁は確認されず，大動脈弁閉鎖であった．心室中隔

欠損（以下VSDと略す．）を認めた．大血管短軸断面

では大血管は正常位置関係であった．肺動脈の内径12

mm，大動脈の内径2mm，左右冠動脈は大動脈より起

始していた．大動脈弓断面では内径21nmの血管は

archを形成しており大動脈と再確認された．動脈管は

内径5mmであった．以上よりAAeNLVと診断した．

　経過：入院直後よりプロスタグランジンE10．03

μg／kg／分，ドパミン5μg／kg／分の投与を開始した．口
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　　　　　　　　　　　　　　　　図1　断層心エコー

A．心尖四腔断面：卵円孔に左右短絡を認めた．左右心室ともほぼ正常な大きさであった．ただし，

左室，右室ともに大きさは測定していない．B．左室長軸断面：大動脈の内径は2mm，大動脈弁は

確認されず，大動脈弁閉鎖であった．直径5mmの心室中隔欠損を認めた．　LV：左室，　RV：右室，

LA：左房，　RA：右房，　Ao：大動脈，　IVS：心室中隔，★：膜様部辺縁心室中隔欠損，→：大動脈

弁の位置を示す．

齢6には深呼吸119／分と多呼吸となり，胸部X線上，

肺血流量が増加したため，強心剤，利尿剤，降圧剤の

投与を開始した．日齢10に急性腎不全となった．プロ

スタグラジンE10．1μg／kg／分に増量すると，断層心

エコー上，動脈管は拡大し以後，利尿があり軽快した．

一期的開心術を予定していたが，術直前の日齢19，大

腸菌による敗血症，髄膜炎を発症し，日齢22に死亡と

なった．

　剖検（図2）：胸腹部内臓と心房位は正位，心室ルー

プはDループ，大血管の位置関係は正常である．冠動

脈の走行は正常であり，左冠動脈前下行枝，回旋枝の

分布より左室の大きさが推定される．上下大静脈，両

側肺静脈は正常な還流である．左右心房は正常，心房

中隔欠損を認める．房室弁はともに正常，左右心室は

ともに正常である．心内膜線維弾性症の所見はない．

膜様部辺縁中隔にVSDを認める．上行大動脈は低形

成，上行大動脈に切開を加えたが，大動脈弁は完全閉

鎖している．肺動脈弁は三弁，肺動脈下円錐である．

低形成の左大動脈弓であり，大動脈弓の分枝異常はな

く，大動脈縮窄はない．太い動脈管がある．

　　　　　　　　　　考　　案

　大動脈弁閉鎖症の多くはいわゆる左心低形成症候群

であるが，AACNLVは2～7％の頻度で発生す
る6）8）13）14）（図3）．自然歴では多くは3日以内に死亡す

る7）15）．しかし，本邦初例は4歳6カ月の生存例であ

り，自然経過により10歳頃に死亡したという16）．

　病理学的には，Freedomら6），　Thieneら8）はAAeN－

LVにみられるVSDについて，多くは漏斗部中隔欠損

であり，このうちほとんどはconoventricular

malalignmentによって生じたVSDであったと述べ
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A．大血管を前方より見る．大血管の位置関係は正常

で，L行大動脈（白矢印）の外径2mm，主肺動脈の外

径9mmである．上行大動脈に切開を加えたが，大動脈

弁は完全閉鎖している．大動脈弓は低形成であり左大

動脈弓である．近位部より腕頭動脈，左総頸動脈，左

鎖骨下動脈を分枝する．太い動脈管があり下行大動脈

は正常な大きさである．B．左右両心室の大きさと

VSDを一目で比較，観察する目的で心尖部より心室流

出路へ向けて切開を進めた図．左室の大きさは，流入

路28mm，流出路33mmである．日齢O～6の日本人の

正常左室の大きさは流入路26．8±2．Omm，流出路

27．6±1．Ommである12）．膜様部辺縁中隔に心室中隔欠

損を認める．→：ヒ行大動脈，MPA：主肺動脈
PDA：動脈管，　LV：左室，　RV：右室，　TBA：腕頭動

脈，LCCA：左総頸動脈，　LSA：左鎖骨下動脈，☆：

心室中隔欠損

ている．Mahowaldら14）は大動脈弁閉鎖症109例を検

討し，9例にVSDを認め，　supracristal　VSDの2例

は正常な大きさの左室，infracristal　VSDの7例は左

日本小児循環器学会雑誌　第12巻　第4号

室低形成であり，supracrista1からinfracristal　VSD

のスペクトラムの中でVSDの位置の低いものほど小

さかったと述べている．また，VSDのないAACNLV
も2例のみ報告されている17）18）．

　断層心エコー法が進歩した現在では本症例のように

正常な大きさの左室，VSD，細い上行大動脈と大動脈

弁閉鎖を確認すれば，診断はそれほど困難ではないよ

うに思われた．しかし総動脈幹残遺症との鑑別が必要

となるかもしれない5）．

　外科治療については，多くは二期的手術が考案され

てきたが，従来，成功例はDuffyら9），　Norwoodら’°）

の2例が報告されているに過ぎなかった．しかし，1989

年AUstinら’1〕は一期的開心術により新生児4例中3

例の成功を報告した．この方法は弁なしhomograft

cOnduitを用いて本来の主肺動脈近位部と大動脈を

end　to　sideに吻合し，右室内でVSDから本来の肺動

脈弁までトンネルを作り左室流出路を形成し，弁付き

homograft　conduitを用いて右室と肺動脈分岐部を吻

合し右室流出路を形成する手術であった．二つの

homograft　conduitを成長とともに置換する必要があ

るという欠点があるが，それでもなお合理的な手術で

あろうといわれている（図4）．我々はNorwood手術

の経験より細い上行大動脈，大動脈弓部と主肺動脈近

位部を直接吻合し，右室と肺動脈分岐部を直接吻合な

いしは弁付き導管にて吻合する方法を考えていた．

　本症例は敗血症，髄膜炎により死亡したが，新生児

心疾患の管理の進歩した現在，根治術の可能な疾患と

思われた．

　謝辞　稿を終わるにあたり，自験例の詳細な情報を提供

してくださった明和会中通病院小児科三浦靖徳先生，国保

松戸市立病院小児科原田　務先生，さらに剖検心標本につ

いて検討並びに御教示いただいた東京女子医科大学口本心

臓血圧研究所循環器小児科安藤正彦先生，国立岡山病院臨

床検査部村上元正先生に深く感謝致します．

　（この論文0）主旨は，第8同日本小児循環器学会近畿・中

四国地区研究会（豊中，1994年）および第30回日本小児循環

器学会（横浜，1994年）にて発表した．）
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図3　大動脈弁閉鎖症の分類とその大血管の関係（Roberts13）よ

　り改編）

　A．B．左心低形成症候群，　C．　AAeNLV，　D．大動脈弁閉鎖症

　の大血管の関係．LA：左房，　LV：左室，　MV：僧帽弁，　RA：

　右房，RV：右室，　Ao：大動脈，　LPA：左肺動脈，　RPA：右肺

　動脈，PDA：動脈管，　PT：肺動脈幹
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　　　　　　　　　　　　　　図4　Austinの術式11）

弁なしhomograft　conduitを用いて本来の主肺動脈近位部と大動脈をend　to　sideに

吻合し，一部に心外膜を用いて拡大し（A，B），右室内で心室中隔欠損から本来の肺

動脈弁までトンネルを作り左室流出路を形成する（C）．弁付きhomograft　conduitを

用いて右室と肺動脈分岐部を吻合し右室流出路を形成する手術（A，B）．
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Aortic　Atresia　with　Normal　Left　Ventricle An　Autopsy　Case　Report

Osamu　Arashin1），　Kazuma　Tateishi1），　Eiji　Sugawara2）and　Shunji　Sano2）

　1）Department　of　Pediatrics，　National　Okayama　Hospital，　Okayama，　Japan

　　　　　　2｝Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Faculty　of　Medicine，

　　　　　　　　　　　　　　　Okayama　University，　Okayarna，　Japan

　　　We　report　an　autopsy　case　of　aortic　atresia　with　normally　developed　left　ventricle．　She　was

a1－day－old　girl　with　cyanosis　and　severe　congestive　heart　failure．　Pansystolic　murmur（Levine　3／

6）was　heard　on　left　parasternal　border．　Cardiomegaly　with　CTR＝65％on　chest　X－ray　and

abnormal　finding　of　undertermined　axis　in　electrocardiogram　were　observed．

　　　With　two－dimensional　and　color－doppler　echocardiogram，　she　was　clinically　diagnosed　as

aortic　atresia　with　normally　developed　left　ventricle．　She　also　had　cleft　lip　and　palate，

　　　Single－stage　repair　for　this　rare　type　of　cardiac　malformation　complex　was　designed　and

scheduled，　however　she　suffered　from　acute　renal　failure　on　10－day－old，　sepsis　and　meningitis　of

E．coli　on　19－day－old，　and　died　on　22－day－old．　Autopsy　revealed　membranous　aortic　atresia，1arge

PDA，　normally　developed　left　ventricle　with　perimembranous　VSD（5　mm　in　diameter）．

　　　This　case　was　the　third　case　of　aoritc　atresia　with　normally　developed　left　ventricle　reported

in　Japan．
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