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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　各種の先天性心疾患に伴う肺動脈閉鎖症77例の肺動脈の造影像を分析した．ここでは本来連続性の左

右肺動脈を有するもののみを扱かった．動脈管の選択的造影と短絡手術後の短絡路の選択的造影，及び

肺動脈の模入部からの造影により，中心肺動脈が鮮明に造影され，21例で手術時にその所見が確かめら

れた．肺動脈閉鎖では動脈管は左肺動脈に接続し，その接続部の左右に約70％の高率にP一ト状の狭窄

が生じた．以前に手術をしていない21例についての観察では肺動脈弁閉鎖例では左肺動脈に狭窄ができ

ず，肺動脈幹閉鎖例では89％に左肺動脈に狭窄が生じた．又この狭窄は進行性で5－6歳で半数が右側

で閉鎖し，動脈管からは左肺動脈にのみ血流が流れるようになっていた．左肺動脈の狭窄の成因はjet

lesionの他に動脈管収縮と関係した肺動脈の収縮の関与が推定される．

　　　　　　　　　　緒　　言

　肺動脈閉鎖を伴う先天性心疾患には，ファロー四徴

症，完全大血管転位症，純型肺動脈弁閉鎖，三尖弁閉

鎖，両大血管右室起始症，単心室，修正大血管転位症

等1）2）があり，これらの先天性心疾患にたいして従来の

短絡手術や右室流出路形成術・Brock手術3）4）に加え

て，最近ではRastelli手術5）6），　Fontan手術7）8）その他の

心内修復手術が行われるようになった．これらの心内

修復手術が成功する第一の条件は正常の肺動脈の存在

である．しかし肺動脈閉鎖を伴う先天性心疾患の大部

分には生後数年でその中心肺動脈とくに左肺動脈に狭

窄ないし完全閉鎖が生じ，心内修復手術を行う際の条

件悪化の1主要因子となる9）1°）．この中心肺動脈の末

梢性狭窄ないし完全閉鎖については細部までの臨床診

断が症例によっては困難であったが，私達は1981年以
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後動脈管開存造影用カテーテル（PDAカテーテル）11）12）

を用いて此の種の動脈管とそれに接続する肺動脈の選

択的造影を行い，この場合の中心肺動脈の狭窄部位の

形態を鮮明に造影出来るようになった．この論文では

これら各種の肺動脈閉鎖症の中心肺動脈の狭窄ないし

完全閉鎖について，肺動脈造影所見及び心内修復手術

時の所見をのべ，その成因と自然歴について考察する．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象とした疾患は，昭和56年11月から昭和59年9月

迄の3年間に当研究所で心臓カテーテル造影検査を

行った先天性心疾患中，本来左右連続性の中心肺動脈

を持つ肺動脈閉鎖症77例である．この論文では心室中

隔欠損があり，大動脈が心室中隔に騎乗し，肺動脈が

閉鎖している先天性心疾患をファロー四徴症にふくめ

た．この77例中には各種の先天性心疾患がふくまれ，

その症例数は次に示す通りである．ファロー四徴症35，

完全大血管転位又は両大血管右室起始13，単心室12，

修正大血管転位又は両大血管右室起始7，純型肺動脈
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弁閉鎖6，三尖弁閉鎖3，共通房室管残遺1．肺動脈

の一部が太い側副血管Major　Aorto－Pulmonary　Col－

1ateral　Artery，　MAPCA13）14）に接続して中心肺動脈に

接続しない例（この期間に20例検査した）はここには

含めなかった．また左右の動脈管が不連続の左右の肺

動脈に接続している2症例も含めていない，心房内臓

位置は70例が正常で，逆位2例，無脾症4例，多脾症

1例であり，心房内臓逆位例では右側にある肺動脈を

左肺動脈とした．先天性心疾患の診断は心エコー図・

心臓カテール造影法を含む諸検査で確定し，肺動脈の

形態診断は心臓カテーテル造影法15）16｝により次の如く

行った．1歳以上の小児では原則として経静脈カテー

テルで心室造影を行い，必要におおじて大動脈造影を

行ってのちに，大腿動脈より経皮的に挿入したカテー

テルによる動脈管の選択的造影11）12）を行った．以上の

造影方法で造影されない肺動脈にたいしては，肺静脈

模入部からの造影17）一一19）を行った．1歳以下の乳児では

経静脈カテーテルで心室造影を行い，必要におおじて

大動脈造影を行ったが，動脈管と短絡血管の選択的造

影は行えなかった．この論文では中心肺動脈が鮮明に

造影できた症例のみを集計したが，その結果全検査症

例中1歳以上の97％（70例）と1歳以下の7例（28％）

がここに集計された．なおこの間の新生児先天性心疾

患の大部分は心臓カテーテル検査なしに手術が行われ

たので，ここには含めていない．

日小循誌　1（1），1985

　肺動脈幹（pulmonary　trunk，　PT，主肺動脈main

pulmonary　artery）の造影像で肺動脈弁閉鎖と肺動

脈幹閉鎖を区別した．その区別の基準は肺動脈幹の前

端に肺動脈弁とそのバルサルバ洞が認められる場合を

肺動脈弁閉鎖とし，肺動脈幹が短かく，細く，その前端

がくさび型を呈する場合を肺動脈幹閉鎖とした．この

肺動脈幹の形態は正面の造影では右肺動脈と重なるの

でX線を頭側へ倒して撮影して初めて右肺動脈と分離

して認められ，側面の造影像で常に明瞭に認められた．

全77例中53例では肺動脈幹が明瞭に造影されたが，の

こり24例では右肺動脈近側の造影が不明瞭であった

り，或いは全く造影されず，この区別が出来なかった．

　左肺動脈中枢側に閉鎖のある例について，本来左右

連続性の中心肺動脈が生後に閉鎖した事の診断は，次

の基準によった．短絡手術をしていない例では，動脈

管の造影で動脈管と直角に左後方に走行する左肺動脈

のみが造影される．かつ右肺に入るMAPCA及び右側

動脈管が存在せず，右肺静脈の模入部からの造影で肺

動脈が造影される事による．短絡手術後例えぽ左

Blalock・Taussig手術後（B－T後）の例では，短絡血

管の選択的造影で左肺動脈のみ造影され，動脈管から

の造影で右肺動脈のみ造影される場合に，左肺動脈の

中枢側の閉鎖と診断した．

　肺動脈の造影像での狭窄の診断基準は，血管内径が

最も太い部分の50％以下に減少しているものとした．
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図1　各種の先天性心疾患の肺動脈閉鎖の中心肺動脈．手術をしていない21症例，動

　脈管と左肺動脈狭窄の程度による分類と各型の症例数とその年齢．

Presented by Medical*Online



昭和60年3月1日 21－（21）

右又は左の肺動脈全体が低形成で細い場合はここでは

狭窄とは呼ばない．

　これらの検査例のうち，昭和59年8月までに心内修

復手術を行なった21例について手術所見と造影所見を

比較した．

　ここではこの77例中以前に手術をしていない21例の

分析から，肺動脈閉鎖の自然歴を調べた．手術後の56

例の中心肺動脈の狭窄についての研究は次の論文で行
う．

　ここではすべて肺動脈閉鎖の合併している先天性心

疾患を扱うので，例えぽ肺動脈閉鎖を合併するファ

ロー四徴症を単にファロー四徴症と記載する．この論

文で主に扱う，手術を以前に受けていない21例の内訳

はファロー四徴症11例，純型肺動脈弁閉鎖3例，完全

大血管転位兼心室中隔欠損2例，修正大血管転位兼心

室中隔欠損2例，単心室2例，共通房室管残遣1例で
ある．

　　　　　　　　　　結　　果

　（1）肺動脈造影像

　肺動脈幹の形態は14例で明瞭に造影され，その6例

（43％）で肺動脈弁閉鎖，残る8例は肺動脈幹閉鎖で

あった．純型肺動脈弁閉鎖3例は造影上肺動脈幹が肺

動脈弁迄造影されてすべて肺動脈弁閉鎖であり，この

疾患は手術後の3例でも肺動脈弁閉鎖であった．その

他の先天性心疾患では肺動脈弁閉鎖と肺動脈幹閉鎖の

両方が認められた．これら21例の左肺動脈の狭窄・閉

鎖・動脈管の有無により図1に示す4つの型に分類さ

れた，またこの図には各型の症例数とその年齢を記入

してある．

　肺動脈弁閉鎖の肺動脈幹は側面像で胸骨の方向に向

かい長く伸びる管として認められ，この管は肺動脈弁

にちかずく程少し細くなり，その前端に肺動脈弁部に

一致してバルサルバ洞と弁の形態が認められる（図2，

3）．これとは対照的に，肺動脈幹閉鎖では，右肺動脈

起始部から前方に伸びる短いP一ト状の突起として痕
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図2　動脈管の閉じた肺動脈閉鎖．8歳男児．肺動脈

　幹（PT）は肺動脈弁まで良く形成されている．以前

　に手術を受けていないので，肺静脈模入部（PVW）

　からのみ肺動脈の造影が可能である．
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図3　左BT短縮手術後のファP一四徴症．2歳女子．動脈管（PDA）に挿入した動

　脈管用カテーテルで造影した．肺動脈幹（PT）の形成は比較的良く弁性閉鎖である．

　左BTから左肺動脈に良く流れているため，この造影では左肺動脈へは僅かに流れ

　るのみである，この例では下行大動脈から右上葉枝につながるMAPCAがあり，77

　例中の例外であった．
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図4　肺動脈幹閉鎖の肺動脈閉鎖・心室中隔欠損（ファP一四徴症極型）．Waterston

　手術後の13歳女子，Balloonカテーテルを経静脈性に動脈管に流しいれて造影した．

　動脈管下端の狭窄と，左側動脈管接続部の狭窄，及ひくさび型の肺動脈幹が造影さ

　れている．右肺動脈へはWaterston短絡から良く流れている．　LPA左肺動脈

鰺、

図5　手術をしていない単心室・肺動脈閉鎖・動脈管

　開存・無ひ症の2歳男子．動脈管カテーテルによる

　造影．大動脈弓下側から起始する動脈管，動脈管下

　端の狭窄，動脈管接続部の左右の左肺動脈狭窄が造

　影されている．

跡的肺動脈幹が造影される（図4）．

　左右の肺動脈の接続部は，16例は図2～5に示す如

く連続性で，5例（24％）では図6の如く左肺動脈中

枢側部で閉鎖していた．連続性の16例でも図4，5に

示す如く9例（43％）には左肺動脈に狭窄があった．

従って67％に狭窄乃至閉鎖があり，狭窄も閉鎖も無い

のは33％のみであった．この狭窄は全て動脈管の接続

部にあり，この論文では動脈管近傍部狭窄juxta一

ductal　stenosisと呼ぶ．動脈管の下端は通常細く，動

脈管に接続する左肺動脈が引き上げられる形になり，

その近側（前側，右肺動脈側）と遠位部（後側，左肺

動脈末梢側）の両方にロート状の狭窄が出来ていた（図

4，5）．

　以上の16例で右肺動脈内に狭窄を示した例は無かっ

た．また左右肺動脈の末梢に部分的欠損を示した例も

無かった．

　左肺動脈中枢側部で閉鎖していた5例では，動脈管

からほぼ直角に左後方に走行する左肺動脈のみが造影

された（図6）．ファロー四徴症の1例では，1歳時の

初回造影検査時には左右の肺動脈が連続性で，左肺動

脈の動脈管の接続部の左右特に右側に強い狭窄が存在

したが，10歳の今回の造影検査では左肺動脈中枢側，

即ち動脈管の接続部の右側が閉鎖して，動脈管から左

肺動脈のみに血流が保たれていた．この5例では左肺

動脈は動脈管側でロート状の狭窄をなしていた（図

6）．左肺動脈中枢側で閉鎖していた5例の右肺動脈

は，肺動脈の模入部からの造影で右肺門部より末梢部

が造影された．

　（2）肺動脈幹の形態と左肺動脈狭窄との相関

　肺動脈弁閉鎖の6例と肺動脈幹閉鎖の9例では，左

肺動脈狭窄の頻度に大差があった．すなわち肺動脈弁

閉鎖の6例は全例で左右肺動脈に狭窄がなかった．逆

に肺動脈幹閉鎖の9例では，8例で左肺動脈に狭窄が
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図6　手術をしていない脈動脈閉鎖・心室中隔欠損・

　動脈管開存の7歳男子．Balloonカテーテルを経静

　脈性に動脈管に流しいれて造影すると，左肺動脈は

　動脈管接続部の右で閉鎖し，動脈管からは左肺動脈

　のみが造影された．その左肺動脈は動脈管に近い部

　位でP一ト状の狭窄を示す．

あった．

　しかし次の論文に述べる如く，短絡手術後の例では

肺動脈弁閉鎖でも左肺動脈の動脈管接続部に狭窄を生

じる例があった．従って，以前に手術を受けている例

も含めると，肺動脈閉鎖全体の集計結果は表1に示す

如くとなる．この結果も肺動脈幹閉鎖群と比較して肺

動脈弁閉鎖群で左肺動脈の狭窄および閉鎖が少ないこ

とを示す．

　（3）左肺動脈狭窄造影像と手術所見

　肺動脈造影検査後に心内修復手術を行った21例につ

いて，肺動脈の造影所見と手術時の肺動脈の所見を比

較した．この比較例には，以前に短絡手術，その他の

手術を受けている例も含めた．行われた心内修復手術

は，右室と肺動脈をgraftでつなぐRastelli手術，肺動

脈弁閉鎖の例で右室から肺動脈までpatchをあてて

右室流出路を形成する手術，Fontan手術等である．

　左肺動脈に造影上狭窄のない5例では心内修復手術

の際にも左肺動脈に狭窄を認めず，特に左肺動脈に対

する拡大操作を必要としなかった．

　左肺動脈に造影上狭窄を認めた6例では，心内修復

手術の際にこの部分に対しRyggy’s　pericardiumそ

の他の材料をpatchに用いて拡大する手技を用いた．

そのさい造影像に一致した狭窄が認められた．

　造影上左肺動脈管接続部の右側で閉鎖していた11例

の手術では，9例で各種の心膜を用いて左右の肺動脈

をつなぎ連続性の中心肺動脈を再建する手技が用いら

れ，その際に造影像に一致した左肺動脈の動脈管接続

部での閉鎖が認められた．残り2例では左肺動脈の閉

鎖部を切開せず，より末梢側でgraftを挿入して肺動

脈の再建を行ったので，閉鎖部の所見を得られなかっ

た．この手術例中の2例では，造影で動脈管から左肺

動脈のみ写り，右肺動脈はWaterstonの短絡路から末

梢のみ写り，右肺動脈の中枢部が造影されなかったが，

手術時には右肺動脈中枢部が確認された．

　以上，肺動脈閉鎖の肺動脈造影像は手術所見と正確

に一致していた．

　（4）動脈管の造影像

　肺動脈閉鎖に伴う動脈管が40例で造影された．この

うち36例（90％）は大動脈脈弓の下面から起始する細

長い動脈管で，下行大動脈とは鋭角をなしていた．残

る4例は大動脈弓峡部と下行大動脈の移行部位から起

始する短い動脈管で，下行大動脈とは鈍角をなしてい

た．大動脈弓の下面から起始する細長い動脈管は，大

動脈側でロート状に拡大し，肺動脈に近い程細く，肺

動脈接続部の直上に限局性の狭窄がしぽしば認められ

た．この動脈管に対しては大腿動脈から挿入した通常

のカテーテルをいれるのは困難であったが，動脈管用

カテーテルは容易に挿入出来た．大動脈弓峡部と下行

大動脈の移行部位から起始する短い動脈管は単独奇形

としての動脈管と似た形を呈し，純型肺動脈閉鎖に認

められた．

　動脈管開存の合併率には，性差があり，男子37例中

表1　肺動脈閉鎖における肺動脈幹の形成程度と左肺動脈狭窄との相関

左肺動脈狭窄 肺動脈弁閉鎖群 肺動脈幹閉鎖群
肺動脈幹造影

不能・不明瞭群 合　　計

狭窄無し 16（60％） 6（23％） 1（4％） 23（30％）

狭　　窄 9（33％） 14（54％） 3（13％） 26（34％）

閉　　鎖 2（7％） 6（23％） 20（83％） 28（36％）

合　　計 27（100％） 26（100％） 24（100％） 77（100％）
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16例43％の合併率に対し，女子40例中24例60％に動脈

管開存があった．動脈管開存の合併しない例は一例は

手術前であったが，残りは全て短絡手術後，また

Brock手術後で，肺動脈へは動脈管以外の道から血流

が供給されていた．

　　　　　　　　　　考　　察

　各種の肺動脈閉鎖で左肺動脈に狭窄が生じること2°）

は従来から知られており，この事は心臓外科では手術

適応と手術の手技を決める上で重要視されてきた．一

方私達の経験では，左肺動脈起始部の狭窄形態の手術

前診断は，動脈管の選択的造影により明瞭に，かつ確

実になされるようになった．これらの症例の大部分は

手術により生存するので，剖検材料からこの点の検索

にはおのずと制限があり，この研究で用いた方法は臨

床診断としての意味と，更にこの種の狭窄の自然歴・

手術後歴・その成因の研究としての意味を持つ．また

各症例の経過を追っての検索は造影検査によってのみ

可能である．

　（左肺動脈狭窄の成因）

　一般にこのような血管分岐部には血流の乱れが生じ

てそのずり応力（Shear　force，　shear　effect）により血

管内膜が損傷され，血管壁の肥厚を生じる．この機序

による内膜の肥厚をjet　lesionと呼ぶ．1歳以後にこ

の種の狭窄が進行して，ついには完全に閉鎖してしま

う機序は，恐らくこのjet　lesionによるであろう．左肺

動脈狭窄の成因の第2の機序として考えられるのは，

動脈管収縮の影響である．私達は生後4ヵ月の乳児に

すでに左肺動脈に動脈管接続部の左右にロート状の狭

窄が生じているのを観察したが，この早期の狭窄が4

ヵ月で既に生じていることから，その成因としてJet

lesionだけでなく，動脈管収縮の関与が推定される．即

ちもし動脈管の平滑筋が左肺動脈にまで分布していれ

ぽ，動脈管収縮により左肺動脈の狭窄がP一ト型に動

脈管の接続部に生じる．これと類似の仮説は大動脈縮

窄症の成因として前世紀にSkodaにより提唱され，

Skoda説として知られている21）．ファロー四徴症に伴

う左肺動脈狭窄の成因としてSkoda説が1950年代に

数例の造影例をもとに唱えられた22｝23）が，この説はそ

の後は注目されなかった，この場合に狭窄を生じた左

肺動脈の壁に動脈管の平滑筋が分布している事の組織

学的証明が重要な問題である．この点については最近

Londonの小児病院から出た論文27）の中でわずかであ

るがふれてある．即ちこの論文のcase　2とcase　11の

2例で動脈管組織が肺動脈まで進展して分布している

日本小児循環器学会雑誌　第1巻　第1号

のが組織学的に認められた．特に注目されるのは純型

肺動脈閉鎖のcase　11（3歳，剖検例）で，動脈管接続

部の左肺動脈に狭窄があり，その左肺動脈にまで動脈

管組織が進展していた27），この問題については，肺動脈

閉鎖の動脈管の組織学的研究の中で肺動脈には動脈管

組織が認められなかったと，Gittenberger－De　Groot

が一行述べている25）．然しこの問題についてはこれ以

外にはまだ報告が無い．動脈管の関与についてのこの

仮説の証明が困難であろう事は，大動脈縮窄症の

Skoda説の証明をめぐる最近の論争21）からも推定出

来るが，今後乳児期の本症の動脈管と肺動脈の選択的

造影を行い，乳児期初期の左肺動脈の狭窄の出来方を

更に解明していきたい．

　（左肺動脈狭窄の自然歴）

　1歳以上の症例については，この研究で明らかにさ

れた如く，70％の症例で左肺動脈の動脈管接合部に狭

窄が生じ，この狭窄は右側の狭窄・左側の狭窄ともに

進行性で，狭窄のある例の半数では，5～6歳で右側

の完全閉鎖を生じる，右側の完全閉鎖後は動脈管の血

流は左肺動脈のみに流れ，右肺動脈の血流はほとんど

無くなる．この状態の診断は，聴診E連続性雑音が左

胸部でのみ聞こえ，右胸部で聞こえない事から大体推

定出来るし，isotopeを用いる肺scanでも診断され

る．10歳になると，更にこの狭窄は進行する．短絡手

術なしの自然経過の例で動脈管接合部の右側の狭窄が

左側の狭窄より僅かに強い理由はよくわからない．左

鎖骨下動脈一肺動脈短絡手術後には，反対に動脈接合

部の左側の狭窄が閉鎖して，動脈管からは右肺動脈に

流れるようになる．これらの手術後の肺動脈の狭窄と

閉鎖については，別の論文にまとめる予定である．

　しかし肺動脈閉鎖症の約30％では左肺動脈に狭窄が

無い．左肺動脈に狭窄が生じない例は，肺動脈弁閉鎖

例であり，その診断が造影または断層心エコー図でつ

けぽ，予後判定に役立つと思われる．

　（肺動脈弁閉鎖と肺動脈幹閉鎖の差）

　Van　Mieropらは純型肺動脈閉鎖はほぼ常に肺動脈

幹閉鎖でなく肺動脈弁閉鎖であり，動脈管の大動脈と

の角度もしばしば下行大動脈に向かう方向をとるの

で，恐らくこの疾患の肺動脈弁閉鎖はほかの肺動脈閉

鎖よりも胎生期の遅い時期に生じたと推定した24）．こ

こで対象にしている疾患に於ける動脈管の形態は別に

論じるつもりであるが，ここに集計した例で肺動脈幹

閉鎖の例は全て動脈管が大動脈弓の下側から起始して

おり，その所見も肺動脈幹閉鎖が肺動脈弁閉鎖より胎
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生期のより早い時期に閉鎖したこと，或いは初めから

閉鎖していた事を示している．ここに集計した症例の

うち肺動脈弁閉鎖は肺動脈幹閉鎖より胎生期の遅い時

期に肺動脈の閉鎖を生じ，その差により左肺動脈の狭

窄の程度にも差が生じているとも考えられる．即ち，

胎生期の肺動脈閉鎖が遅けれぽ，それだけ生下時の肺

動脈の発達は良いであろうし，またSkoda説にあては

まるような動脈管組織の左肺動脈内への分布が生じに

くいのであろう．

　（肺動脈閉鎖を合併する先天性心疾患の造影方法）

　この場合は手術適応と手術方法を決める上で，肺動

脈の形態を十分鮮明に造影する必要がある．その為に

は心室造影・大動脈造影だけでは不十分で，動脈管11）12）

とB－Tその他の短絡血管15）16｝を選択的に造影し，さら

にそれでも写らない肺動脈は肺静脈の模入部17）18）から

造影する．自然歴21例中にはこの様な例が6例あり，

その全例に肺静脈模入部から逆行性に肺門部以下の肺

動脈末梢を造影できた．肺動脈閉鎖の際の動脈管は正

常の動脈管，或いは左一右短絡性の動脈管とは大動脈

との角度と位置が異なる16）．即ちこの場合の動脈管は

大動脈弓の下側から起始し，かつ大動脈との角度が下

行大動脈と鋭角になる．この動脈管にカテーテルを挿

入する方法は3通りある．まず経静脈性には造影用の

Ballooonカテーテルを心室から大動脈まで流しこみ，

更に動脈管迄流し入れる方法であり，年長児で動脈管

が太く，その血流量の多い例で成功率が高い．第二の

方法は上肢の動脈から側孔カテーテルを挿入して大動

脈弓から動脈管へいれる方法であり，動脈切開を必要

とするのが欠点であるが，かなり確実に動脈管ヘカ

テーテルを挿入できる．第三の方法は私達の考案した

特殊な形のカテーテル（動脈管カテーテル）11）12）を大腿

動脈から挿入して動脈管へいれる方法であり，このカ

テーテルは経皮的に挿入出来る点と，細い動脈管でも

確実に挿入出来る点が優れている．初め私達は手製の

カテーテルを用いていたが，最近は私達のデザインで

ハナコメジカル社に製作させたカテーテルを用いて良

い成績を得ている．このカテーテルは同社から市販さ

れている．

　撮影方向は正面・側面でまず造影を行い，肺動脈幹

と左右肺動脈が正面像で重なる場合（7～80％で重な

る）には3～40度頭側に倒した角度からのangled

view15）16）の撮影を行うのが良い．

　　　　　　　　　　結　　語

　肺動脈閉鎖を伴う先天性心疾患ではその70％に左肺

25　（25）

動脈内に狭窄を生じる．この狭窄は動脈管の接続部の

左右にロート状に生じる．手術をしない例では，5，6

歳で狭窄の半数が中枢側で閉鎖し，動脈管からは肺動

脈にのみ血流が流れる．この左肺動脈の動脈管近i接部

狭窄の成因としては，初めに動脈管の収縮に伴いロー

ト状の狭窄を生じ，更に血流のjet　lesionにより狭窄

が進行して閉鎖するに至ると推定される．
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　　　　　　Angiographic　and　Surgical　Findings，　Natural　History，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Morphogenesis

Kazuo　Momma，　Atsuyoshi　Takao，　Masahiko　Ando，　Makoto　Nakazawa，　Gengi　Satomi，

　　　　　　　　　Yoshiyuki　Takahashi，　Yasuharu　Imai，　Yoshinori　Takanashi　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hiromi　Kurosawa

　　　　　　　　　　　　　　　The　Heart　lnstitute，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　Recent　advances　in　cardiac　surgery　has　made　it　possible　to　repair　the　cardiac　anomalies　associated

with　pulmonary　atresia　with　Rastell’s　or　Fontan’s　technique．　The　presence　of　normal　pulmonary　arteries

is　important　for　the　success　of　these　operations，　and　peripheral　stenosis　of　the　pulmonary　artery　makes

such　operations　difficult．　In　this　paper，　we　studied　peripheral　stenosis　of　pulmonary　arteries　in　congeni－

tal　heart　diseases　associated　with　pulmonary　atresia．　In　total，77　patients　were　studied　with　selective

angiography　of　the　pulmonary　artery．　In　210f　them，　the　pulmonary　arteries　were　observed　at　surgical

intervention．　A　further　21　patients　were　studied　before　any　surgical　intervention，　and　served　for　a　study

of　natural　history　of　peripheral　stenosis　of　the　pulmonary　arteries，　Selective　angiography　of　the　pulmo－

nary　arteries　was　done　through　patent　ductus　artriosus（PDA），　a　surgically　created　shunt，　or　retrograde

injection　into　the　pulmonary　vein　at　the　wedge　position．

　　　The　natural　history　of　the　pulmonary　arteries　in　these　patients　revealed　a　strong　tendency　for　juxt－

aductal　stenosis　developed　in　the　left　pulmonary　artery．　The　stenosis　was　corn－shaped，　pointing　to　the

junction　to　the　ductus，　and　developed　at　both　right　and　left　of　the　junction．　This　stenosis　was　progres－

sive，　and　at　the　age　of　5　to　6　years，　half　of　the　cases　showed　complete　closure　at　the　right　junction．

Therefore，　PDA　supplied　the　left　pulmonary　artery　only　in　these　patients，　No　case　showed　complete　ob－

struction　at　the　left　junction　in　their　natural　course．　This　was　in　sharp　contrast　with　those　patients　with

previous　left　Blalock－Taussig　anastomosis，　who　tended　to　develop　complete　obstruction　of　the　left　pul－

monary　artery　at　the　left　junction　to　PDA．　Obstruction　in　the　left　pulmonary　artery　developed　in　67〔7・　of

the　natural　course　patients，　and　to　complete　atresia　in　24（70．　Only　33tyo　were　without　stenosis．　No　patients

showed　stenosis　in　the　right　pulmonary　artery．　A　clear　correlation　was　noticed　between　the　stenosis　and

development　of　the　pulmonary　trunk．　Those　patients　without　stenosis　showed　pulmonary　valvular

atresia　except　one　case．　In　contrast，　the　patients　with　stenosis　showed　pulmonary　trunk　atresia．　These

angiographic　findings　were　confirmed　in　surgery　in　al121　patients　who　subsequently　underwent　surgical

intervention．　These　findings　show　that　peripheral　stenosis　in　the　left　pulmonary　artery　tends　to　develop

in　pulmonary　atresia　at　the　juxta－ductal　point．　This　presents　supportive　evidence　for　the　Skodaic　theory

as　the　pathogenesis　of　this　stenosis．
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