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バルーン拡張術を試みたCritical　aortic　stenosisの新生児例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　症例は，大動脈弁輪径5．Ommの重度大動脈弁狭窄を呈した成熟新生児で，心断層エコー（2DE）検査

から血行動態的，心臓形態的に左心低形成症候群に準ずる疾患と考えられた．lipo－
ProstagrandinE1（PGE1）治療の開始後，左室拡張末期径15．7mmと拡張したが，当初正常流速だった

大動脈最大流速が3．Om／sec．と増強し，　critical　Aortic　Stenosisと診断した．左室駆出率は72％と改善

したが，左室後壁の壁運動は不良のため，生後8日，1回目のBalloon　aortic　valvuloplasty（BAV）

を3．5mm径のPTCA用カテーテルを用いて施行した．その後左室機能はさらに改善，左室駆出率が

83％と良好となったが，動脈管の閉鎖に伴い再び心機能が低下し，大動脈縮窄も生じた．45病日に，2

回目のBAVを5．Omm径のバルーンで施行し，さらに66病日に外科的大動脈縮窄解除術を行った．しか

し漸次心不全が進行し，生後10カ月に3回目のBAVを5．5mm径のバルーンカテーテルを用い施行した

が，終了後徐脈となり，蘇生の効なく永眠した．

　BAVを施行せず，　Norwood型手術を早期に施行すべき症例と考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　近年，新生児および乳児期心疾患に対するバルーン

カテーテルによる拡張術の報告は多くみられる．criti－

cal　aortic　stenosis（以下crit．　AS）での施行例も増加

しているが1）～3），弁輪径が5mm以下の弁輪狭小を伴う

同症でのBal］oon　aortic　valvuloplasty（BAV）の有

効例の報告は本邦では文献上見当たらず，学会発表で

1例認められるのみである4｝．今回新生児で大動脈弁

輪径5、Ommのcrit．　ASに計3回のBAVと大動脈縮

窄解除術を行った例につきBAVの有効性と限界及び

その適応について検討した．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：生後1日，男児．

別刷請求先：（〒642）和歌山県海南市日方1272番地の

　　　　　3
　　　　　海南市民病院小児科　　　　笠松　美恵

　主訴：心雑音，チアノーゼ，多呼吸．

　家族歴：同胞2名中第2子，姉が先天性難聴．

　出生歴：在胎39週5日，2，942gで出生．　Apgar

Score　1分9点，5分9点．

　入院までの経過：生直後は特に異常に気付かれず，

生後1日の小児科定期診察で心雑音を聴取され，さら

に多呼吸と足趾爪床チアノーゼが認められた．血液ガ

ス分析で右梼骨動脈のPaO2が32mmHgと低下して

おり，2DE検査で左室腔狭小が認められ，当科紹介，

同日救急入院となった．

　入院時現症：口唇や手指爪床にチアノーゼは軽度認

めたが，足趾爪床には強度チアノーゼを呈していた．

心拍数は1分間130～140回．呼吸数は1分間60～70回．

心音は第4肋間胸骨左縁に1／VI度の収縮期雑音を聴

取した．肝腫大は認めなかった．大腿動脈の拍動は触

知した．経皮酸素飽和度はroom　airで左上肢53％，右
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図1　左：生後2口の胸部X線像；心胸郭比は66％，中央：生後144口の胸部X線像；心胸郭比は

　66％，右：生後283日の胸部X線像；心胸郭比は75％．
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図2　生後21日の心電図

下肢29％と上下肢とも低値であったが，下肢で特に低

値であった．左擁骨動脈血ガス分析値はpH　7．29，

PaO221mmHg，　PCO250mmHg，酸素飽和度は28％

であった．

　入院時胸部X線（図1左）：心胸郭比は66％と心拡

大を認めた．肺血管陰影は特に増減なかった．

　心電図（図2）：右側胸部誘導でR波の増高，左側胸

部誘導でR波の消失がみられ，またVl誘導のT波は

陽性化，左側胸部誘導のT波は陰性化がみられた．V2－

3誘導では軽度ST部の低下も認められた．

　2DE検査（図3左）：著明に拡大した右室に比し，左

側後方に偏平狭小化した左室を認めた．左室拡張末期

径11mm，心室中隔厚3．8mm，左室後壁厚は3．5mmで

エコー輝度の増強を認めた．左室駆出率（LVEF）は

51％と悪く，左室後壁の収縮はほとんど認めず，上行

大動脈は細く大動脈弁輪径も5mmと狭小だったが，同

部に流速1．Om／secの順行性血流を検出した．僧帽弁

輪径は6．5mm，三尖弁は11mmで，三尖弁閉鎖不全の

所見は認めなかった．心室中隔欠損はなく，太い動脈

管を介して主肺動脈から下行大動脈に血流シグナルを

認めた．僧帽弁閉鎖や狭窄は認めなかった．

　入院後経過：血行動態的に左室低形成症候群

（HLHS）に準ずる疾患と考えられたが，大動脈弁部に

順行性血流を認め，また動脈管を介して上行大動脈に

向かう血流がドプラー上検出されなかった．そのため

Balloon　Atrial　Septostomyは見合わせ，　lipo－PGE1（3

ng／kg／min．）とドブタミン（2μg／kg／min．）の治療を

開始したところ，チアノーゼは改善し，生後4日の2DE

検査では左室拡張末期径は15．7mmと拡大し，　LVEF

は72％に改善，大動脈弁最大流速は3．Om／secと圧較

差が明瞭となったため，crit．　ASと診断した．

　生後8日に右大腿動脈から径3．5mmのPTCA用カ

テーテルを用いてBAVを施行した（表）（図4）．大動

脈弁輪径は4．8mm，　Aortic　root径は6．6mmであっ

た．BAV前LVEF　52％，右室収縮期圧48mmHg，左

室圧は測定できず，大動脈収縮期圧56mmHgであっ

た．BAV後はLVEF　50％，右室収縮期圧はやや低下

し40mrnHg，大動脈収縮期圧は70mmHgに改善した．

2DE法でもLVEFは83％と一旦改善した．その後

PGE1投与を続けていたにもかかわらず，生後18日頃

から動脈管が閉鎖した．左心室のみでsystemic　output

がまかなえるか経過をみていたところ，約1カ月後に
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図3　左：生後2日の断層心エコー図；LVEF　51％，　LVEDD　l1．4mm，中央：生後30日（1回目

　のBAV後）の断層心エコー図；LVEF　71％，　LVEDD　24．1mm，右：生後42日の断層心エコー

　図；LVEF　30％，　LVEDD　14．61nm，動脈管の閉鎖に伴い，再び左心機能は低下した．　LV；左室，

　RV；右室，　LVEF；左室駆出率，　LVEDD；左室拡張末期径

表　心臓カテーテル検査所見
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図4　生後8日（第1回の心臓カテーテル検査時）の

　大動脈造影正面像；大動脈弁輪径は4．8mmで，動

　脈管を介し，主肺動脈が造影される像が見られた．

　MPA；主肺動脈

再びLVEFは61％に低下し，左房拡張，さらに肺うっ

血が強くなってきた．

　生後45日に径5mm　I｛opkingtonバルーンカテーテ

ルで2回目のBAVを施行した（表）．　BAV前LVEF

38％，右室収縮期圧90mmHg，左室収縮期圧115

mmHg，大動脈収縮期圧701nmHgで，　BAV直後は左

室収縮期圧110mmHg，大動脈収縮期圧85mmHgで

あった．術後の2DEでは大動脈弁逆流は軽度，　LVEF

も73％に改善した．しかし動脈管閉鎖後も縮窄が生じ

てくることを警戒してPGE1投与を続けていたが，同

部位で，2DEの形態から縮窄を認めたため，生後66日

生後口齢 8 45 288

バルーン拡張術 前 後 前 後

主肺動脈収縮期圧（mmHg） 50 50 85

酸素飽和度（％） 68 66

左室収縮期圧（mmHg） ll5 110 120

拡張末期圧（mmHg） 16 20

拡張末期容積（mL） 3．4 4．3 10．0 1〔〕．2

駆出率（％） 52 55 38 39

ヒ行大動脈収縮期圧（mmHg） 56 95 85 70

酸素飽和度（％） 90 99

に同部位の端々吻合術を施行．その後上行大動脈や大

動脈弁の発育を期待し経過観察していたが，生後5カ

月頃から再度LVEFが低下，左室後壁は2DE上8～9

mmと肥厚を生じ大動脈弁逆流も増強，左室一大動脈

問の圧較差は100mmHgとなった．心電図上はV5－6に

深いQ波を認めた．

　生後9カ月に径5．51nln　Meditech社製バルーンを

用い3回目のBAVを試みたが（表），術中に徐脈とな

り，蘇生の効なく永眠した．

　　　　　　　　　　考　　案

　近年，カテーテルインターベンション治療の進歩は

めざましく，最近では新生児，乳児期の重症大動脈弁

狭窄（crit．　AS）に対するバルーン弁形成術の有効例も

報告され始めている1）～3）．しかしcrit　ASの報告例で

は外科的治療有効例も含め，その重症度は幅広
い5）7）‘’9｝．例えば大動脈弁輪が狭小であったとしても，

左心機能が良く，大動脈弁上部拡大を伴う症例では

BAVは有効である4）．一一方，　crit．　ASでもHLHSに準
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ずる最重症例には，Norwood型手術，または心臓移植

の必要なものもある．

　著者らの症例は，2DE検査で上行大動脈は細く，大

動脈弁輪径は4．8mm，　Aortic　root径は6．6mmと小さ

く，僧帽弁輪径も6．5mmと小さく，心臓形態として左

心低形成症候群に類似していた．Rhodes1°）は65人の

crit．　AS患者で，術前の左室形態を検討し，4っの危

険因子につき分析している．すなわち，1）左室長軸の

心臓長軸に対する比が0．8以下（本例では0．58），2）

Aortic　root径インデックス3．5cm／m2以下（本例では

3．Ocm／m2），3）僧帽弁口面積インデックス4．75cm2／

m2以下（本例では2．11cm2／m2），4）左室心筋重量イン

デックス35g／m2以下で，危険因子が2項目以上では死

亡率は100％，1項目以下であれば死亡率は8％であっ

たとしている．今回の症例はこの4つの危険因子の内，

4）は検討していないが，3項目に該当した．

　新生児26例の外科治療の報告では9），死亡した8例

中6例はいずれも左室腔の狭小，大動脈弁輪の狭小，

僧帽弁輪の狭小といった左心低形成症候群に見られる

ような所見を呈していた．また’91年Parsons’1）はX線

造影から求めたLVEDVIが11±5ml／m2以下であれ

ば，biventricular　repairは困難iと報告している．本例

では1回目にBAVを施行後，中隔の動きはEFとし

てある程度改善し，BAV時（1回目）のX線造影所見

からLVEDVIを求めると，17．lml／m2であったその

ため，厳しいながらもbiventricular　repairの可能性

を期待し，Norwood型手術を施行しなかったのであ

る．crit．　ASにBAVを行った後のNorwood手術の

成績も報告ではかんばしくなく1°），BAV施行後Nor－

wood手術を行った6例内5例が死亡している．一方

本例と類似する症例を含む16例に最初からNorwood

手術を施行した場合，7例が生存している．

　今後critical　ASでのBAVの有効例が増加するに

したがって，その心臓形態的な適応も広がっていき，

本例のように術式選択に難渋する例もでてくるかと思

われるが，左室容量だけでなく，左室形態，大動脈弁

～上行大動脈形態を評価し，場合によってはBAVを

施行せず，Norwood型手術に踏み切ることが必要か

と思われた．

　尚，本論文の要旨は，第31回日本小児循環器学会総会

（1995年7月，宇都宮市）で報告した．

　　　　　　　　　　文　　献

　　1）小林　順，小池一行，赤木美智男，磯田貴義，石沢

日本小児循環器学会雑誌　第12巻　第4号

　瞭：経皮的バルン形成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　1991；7：419

　425
2）吉儀雅章，中西敏雄，中沢　誠，門間和夫：新生

　児・乳児期早期の重症大動脈弁狭窄におけるバル

　ーン弁形成術．日小循誌　1994；9：768776

3）前野泰樹，赤木禎治，石井正浩，杉村　徹，橋野か

　の子，河野輝宏，主計武代，加藤裕久：新生児乳児

　早期の重症大動脈弁狭窄症に対する右総頚動脈ア

　　プローチバルーン大動脈弁形成術．日小循誌

　1995；11：123－127

4）江原英治，田中　薫，杉本久和，村上洋介，須原

　均，中村順一，黒田　修，宮本勝彦：大動脈弁狭窄

　　に対して，乳児期早期に経皮的大動脈弁形成術を

　行った2例．第31回日本小児循環器学会抄録集，

　1995；11：434

5）Gaynor　JW，　Elliott　MJ：Congenital　left

　ventricular　outflow　tract　obstruction．　J　Heart

　Valve　Dis　1993；2：80　93

6）Friedman　WF：Aortic　stenosis．　Heart　Disease

　in　Infants，　Children，　and　Adolescents．5th　ed　by

　Emmanouilides　GC，　Riemenschneider　TA，

　Allen　HD，　Gutgesell　HP　Baltimore：Williams

　＆VVi／kins，1995；1087－1111

7）Balaji　S，　Keeton　BR，　Sutherland　GR，　Shore　DF、

　　Monro　JL：Aortic　valvotomy　for　critical　aor・

　　tic　stenosis　irl　neonates　and　infants　aged　Iess

　than　one　year．　Br　Heart　J　1989；61：358－360

8）Robertson　MA，　Byrne　PJ，　Penkoske　PA：Per－

　　inatal　management　of　critical　aortic　valve

　　stenosis　diagnosed　by　fetal　echocardiography．

　　Br　Heart　J　1989；365－367

9）Karl　TR，　Sano　S，　Brawn　WJ，　Mee　RBB：

　　Critical　aortic　stenosis　in　the　first　rnonth　of　life：

　　Surgical　results　in　26　infants．　Ann　Thorac　Surg

　　1990；50：105　　109

］0）Rhodes　LA，　Colan　SD，　Perry　SB，　Jonas　RA，

　　Sanders　SP：　Predicators　of　survival　in

　　rleonates　with　critical　aortic　stenosis．　Circula－

　　tion　1991；84：2325－2335

11）Parsons　MK，　Moreau　GA，　Graham　TP，　Johns

　　JA，　Boucek　RJ：Echocardiographic　estima－

　　tion　of　critical　left　ventricular　size　in　infants

　　with　isolated　aortic　valve　stenosis．　J　Am　Coll

　　Cardiol　l991；18：1049　　1055

12）Leung　MP，　McKay　R，　Smith　A，　Anderson　RH，

　　Arnord　R：　Critical　aortic　stenosis　in　early

　　infancy．　Anatomical　and　echocardiographic

　　substrates　of　successful　open　valvotomy．　J

　　Thorac　Cardiovasc　Surg　1991；101：526　535

Presented by Medical*Online



平成8年8月1日 551－（63）

Percutaneous　Balloon　Aortic　Valvuloplassty　in　Neonatal　Period　for

　　　　　　　Critical　Aortic　Stenosis　with　Small　Aortic　annulus

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ACase　Report一

　　　　Mie　Kasamatsu，　Shigeru　Uemura，　Kenji　Hirayama，　Hiroyuki　Suzuki，

　　　　　　　　　　Takashi　Takeuchi，　Takashi　Shirai，　Takehiko　Nishioka，

　　　　　　　　　　　Keiichi　Fujiwara，　Yasuaki　Naitoh　and　Michio　Koike

　　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Wakayama　Medical　College

　　　　　　　＊Department　of　Laboratory　Medicine，　Wakayama　Medical　College

　　　　　　　　　　　　　＊＊Department　of　Pediatrics，　Kinan　General　Hospital

＊＊＊ Department　of　Thoracic　and　Cardiovascular　Surgery，　Wakayama　Medical　College

　　　We　reported　a　newborn　infant　with　critical　aortic　valve　stenosis，　who　had　a　small　aortic

annulus（annulus　diameter　5　mm）with　a　small　ascending　aorta，　and　small　size　of　LV．

　　　We　started　on　continuous　infusions　of　lipoPGEI　and　Dobutamine．　On　4　days　of　age，　the

pressure　gradient　across　the　aortic　valve　calculated　by　Doppler　echocardiography　was　36　mmHg．

The　ductus　arteriosus　was　patent　with　right　to　left　shunting．　On　8　days　of　age，　the　patient

underwent　a　balloon　aortic　valvuloplasty（BAV）with　a　3．5mm　balloon　catheter　for　PTCA．　After

BAV，　LV　function　was　improved．　But，　closing　of　the　ductus　arteriosus，　the　patient　developed　left

heart　failure　and　a　coarctation　of　aorta　occured．　On　45　days　of　age，2nd　BAV　was　performed　with

5mm　Hopkington　balloon　catheter．　Subsequently　66　days　age，　surgical　operation　was　performed

for　coarctation　of　aorta　by　end　to　end　anastomosis．　After　dilation　and　surgical　operation，　LV

function　improved　again，　but　poor　weight　gain　continued，　and　congestive　heart　failure　was

became　worse　progressively．　On　10　months　of　age，3rd　BAV　was　performed，　but　the　patient　died

after　the　angioplasty　in　short　time．

Presented by Medical*Online


	0547
	0548
	0549
	0550
	0551



