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重複大動脈弓を合併したファロー四徴症の2例

（昭和62年11月20日受付）

（昭和63年7月6日受理）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　重複大動脈弓を合併したファロー四徴症の稀な2例を経験した．

　症例1は，生後1ヵ月より喘鳴が出現し，心臓カテーテル検査にて確診後経過観察していたが，8カ

月頃より喘鳴・嚥下障害などの呼吸・消化器症状の増悪を認めたことから，生後10ヵ月時に右大動脈弓

離断術，1歳4ヵ月時にファロー四徴症の根治術を施行した．大動脈弓離断術後も喘鳴・嚥下障害は持

続したが，2歳6ヵ月頃から喘鳴の改善を認めている．症例2は，生後5ヵ月頃よりチアノーゼ，1歳

3ヵ月頃から無酸素発作の出現を認めたが，喘息・嚥下障害などの呼吸・消化器症状はなく，1歳11カ

月時にファロー四徴症の根治術を施行した．重複大動脈弓に関しては経過観察中である．

　ファロー四徴症に重複大動脈弓が合併した場合，それぞれの主要症状が複雑に関与し臨床症状は多彩

であることから，主病因を明らかにすることに難渋することが多く，手術の適応決定や手術時期・手術

方法の選択にも苦慮する．従って，正確な血行動態の把握に加えて，食道造影等による食道・気管の圧

迫の程度を充分に評価し，個々の症例に応じた治療方針の決定が必要と考えられた．

　　　　　　　　　緒　　言

　重複大動脈弓（Double　aortic　arch，以下DAA）は，

大動脈弓の発生異常により形成される先天性疾患であ

り，比較的稀なものである．またDAAは，食道・気管

を圧迫することから喘鳴や嚥下障害などの呼吸・消化

器症状を早期から認めることが多く，この場合外科的

処置の対象となる．一方，本症に心内奇形が合併した

場合，症状や経過は複雑となり，その診断や治療方針

の決定に苦慮することが多い．

　最近，著者らは重複大動脈弓を合併したファロー四

徴症（Tetralogy　of　Fallot，以下TOF）を2例経験し

た．DAAとTOFの合併では，喘鳴・嚥下障害などの

呼吸・消化器症状とチアノーゼ・無酸素発作などの

別刷請求先：（〒553）大阪市福島区福島1－1－50

　　　　　大阪大学医学部小児科　　　松下　　享

TOFの症状が相互に影響し合い，その臨床像は複雑な

様相を呈する．自験例2例も，呼吸・消化器症状が主

症状であった1例と無酸素発作のコントロールに難渋

した1例であり，その治療方針の決定に苦慮した．そ

こで，それぞれの症例における手術時期や術式の選

択・術後経過について検討したので文献的考察を加え

て報告する．

　　　　　　　　　症　　例

　症例1　i）：T．M．7ヵ月，男児．主訴：心雑音，喘鳴

　家族歴：母親はTOFで，6歳時当院にて根治術を

施行された．

　妊娠・出産歴：異常なし，

　現病歴：在胎40週，3800gにて出生．生直後より収縮

期雑音を聴取し，生後4日目超音波断層検査（以下

UCG）にてTOFと診断した．胸部レントゲン写真上，

肺血管陰影は増加傾向を示し，明らかなチアノーゼは

Presented by Medical*Online



日小循誌　4（2），1988

嚢
ー
肇

鞠奪幕
　　㌔　i

　　い／鴻、

　　　　パ’
　　づ1ぶ
　　　｛
　　　　蓼
＋　惑

騨

i｜箋

懸

図1　入院時胸部レントゲン写真（上；症例1，下；

　症例2）

認めなかった．生後1ヵ月頃より哺乳時や哺泣時に喘

鳴が出現したが，無呼吸発作は認めなかった．その後

離乳食の開始とともに喘鳴が増強してきたことから，

心臓カテーテル・心血管造影検査（以下，心カテ・ア

ンジオ）による血行動態の評価を目的として当科入院

となった．

　現症：身長71．4cm（mean），体重9180g（＋0．5S．D．）．

顔貌は正常で外表奇形は認めなかった．呼吸は胸腹式

で軽度陥没呼吸を認め，呼吸数は40回／分であった．心

音は純で，第3肋間胸骨左縁に最強点を有する

Levine4／6の収縮期雑音を聴取した．腹部では肝腫大

はなく，また口唇・爪床チアノーゼも認めなかった．

　検査所見：胸部レントゲン写真では（図1）

CTR58．0％で肺血管陰影はむしろ増加していた．　ECG

では両室肥大を呈し，UCGで膜様部心室中隔欠損，大

動脈騎乗，肺動脈漏斗部・弁性狭窄を認めた．末梢血

液検査では，RBC．471×104／mm3　WBC．7000／mm3

Hb．12．1g／dl　Ht．35．0％と異常なく，その他肝機能

277－（77）

表1　心臓カテーテル検査所見（症例1，2）

症 例　1 症 例　2

Pressure 02saturation Pressure 02saturation
（mmHg） （％） （mmHg） （％）

PA 58／15（27） 77．1

RV 77／～3 80．7 88／～7 42．4

RA （0） 62．0 （3） 36．8

VCS 63．8 48．9

VC1 61．8 53．8

LA （2） 95．7 （1） 94．5

LV 79／～3 97．0 86／～2 77．9

Ao 72／40（54） 93．1

（　）：mean　pressure

をはじめ血液生化学，検尿一般検査にも異常を認めな

かった．心臓カテーテル検査の圧測定結果では両心室

の収縮期圧は等圧で，肺動脈平均圧は27mmHgと軽度

の肺高血圧を呈していた．また動脈血の酸素飽和度は

93．1％で，肺体血流比（Qp／Qs）は1．47であった（表

1）．左室造影（図2）では中等度の大動脈騎乗を認め，

心室中隔欠損（VSD）を通して右室・肺動脈が造影さ

れた．右室造影では，右室流出路の狭窄を認めたが肺

動脈の低形成はなかった．また冠動脈の走行異常の有

無を検索するために行った大動脈造影（図3）にて重

複大動脈弓を認めた．

　以上の検査結果から，本症例を重複大動脈弓を伴う

high　pulmonary　flow　typeのファロー四徴症と診断

し，患児の呼吸・消化器症状はDAAによるものと評価

した．

　臨床経過：心カテ・アンジオ後に施行した食道造影

では，DAAによる右前方と左後方からの食道圧迫像

を認めた（図4）．患児はその後，喘鳴の増強に加えて

嚥下障害も出現したことから，生後10ヵ月時に右大動

脈弓離断術を施行した．しかしながら，術後の喘鳴・

嚥下障害の改善は充分ではなく，1歳4ヵ月時にTOF

に対する根治術を施行した．患児は，現在2歳6ヵ月

（右大動脈弓離断後1年8ヵ月）であるが，嚥下障害は

消失し，喘鳴も軽快傾向にある．また同時期の食道造

影では，大動脈弓離断術前後に比較して，右前方から

の食道圧迫は軽快している（図4）．

症例2：S．H，1歳8ヵ月，男児．

主訴：心雑音，チアノーゼ，無酸素発作

家族歴：特記すべき事なし．

妊娠・出産歴：異常なし
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図2　右室，左室造影像（症例1’正面像）
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図3　大動脈造影像（症例1）重複大動脈弓を認める．右大動脈弓の方が左大動脈弓

　より細い．

　現病歴：生後4ヵ月頃，感冒にて近医受診した際心

雑音を指摘された．UCGにてTOFと診断されたが，

チアノーゼは認めなかった．生後5ヵ月頃より，哺泣

時にチアノーゼが出現し，次第に増強してきたことか

らプロプラノロールの投与が開始された．しかし，1

歳3ヵ月頃からは無酸素発作が頻回となり，プロプラ

ノロール増量やカルテナPt一ルの投与にても無酸素発

作のコントロールが困難なことから，生後1年8ヵ月

時精査を行った．

　現症：身長80．8cm（mean），体重11．6kg（mean）．

顔貌は異常なく，顔色不良で口唇・爪床にチアノーゼ

を認めた．呼吸は正常．心音は純で第3肋間胸骨左縁

に最強点を有するLevine4／6の収縮期雑音を聴取し

た．腹部では肝を2横指触知した．

　検査所見：胸部レントゲン写真（図1）では

CTR52．3％で肺血管陰影は減少していた．　ECGは右

室肥大を示し，UCGにてTOFと診断した．末梢血液

検査にて，RBC．549×IO4／mm3，　Hb．15．9g／dl，　Ht．

49．0％と血液濃縮を認めたが，血液生化学検査や検尿

一般検査には異常を認めなかった．心カテの結果では，
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図4　右大動脈弓離断術前後の食道造影像（症例1；正面像と第2斜位像）術前術後

　を通じて，左大動脈弓による圧迫（太い矢印）の程度は変わっていない．右大動脈

　弓による圧迫（細い矢印）は，術前と術後15日目では変化なく，食道の拡がりを妨
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図5　右室，左室造影像（症例2；正面像）

両心室収縮期圧は等圧でLVの酸素飽和度は77．9％で

あり，Qp／Qsは0．64であった．左室造影（図5）では，

心室中隔欠損と大動脈の右室側への騎乗を認め，同時

にDAAが描出された．また右室流出路は狭く，肺動脈

は細く低形成を示していた．食道造影検査では，症例

1と同様に左後方からの圧迫像を認めた（図6）．

　臨床経過：無酸素発作が頻発するため，1歳11ヵ月

時TOFの根治術を行った．一方，喘鳴・嚥下困難など

の症状は認めないことから，DAAに対する外科的処

置は行わなかった．現在患児は，チアノーゼは消失し，

DAAによる症状もなく外来での経過観察を続けてい
る．

　　　　　　　　　　考　　察

　重複大動脈弓は，血管輪を形成する先天性疾患の1

つで，大動脈弓の発生過程の異常によりおこり2），気管

や食道を圧迫し種々の呼吸・消化器症状を呈する，血

Presented by Medical*Online



280－（80） 日本小児循環器学会雑誌　第4巻　第2号

鑑㌔〉

濠鱗．

唾灘襲

〔総
　　熟璽

　㌻
　　　　ヂ㌶磁魂
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右；側面像）左大動脈弓による左後方から

管輪を形成する疾患の中でも，DAAは比較的頻度が

高く，また新生児期から症状を呈することも多いこと

から3），早期診断・治療が必要とされる．

　DAAにおける心内奇形の合併頻度に関し，　Keith

ら4）はDAA50例中10例に心内奇形の合併をみている．

同様に，Arciniegasら5）は36例中1例，　Binetら6）は62

例中4例，そして東舘ら7）は6例中4例に心内奇形の

合併をみている．また合併する心内奇形の種類では，

心室中隔欠損症や，TOFの頻度が高く，Keithらの10

例では，心室中隔欠損症6例，TOF　3例，完全大血管

転位症1例となっている4｝．そしてDAAと心内奇形の

合併例では，DAAによる気管と食道の圧迫からおこ

る喘鳴や嚥下障害などの呼吸・消化器症状と，心内奇

形による症状が重複するため，より複雑な臨床像を呈

することになる．

　DAAの診断は，まず臨床症状を的確に把握するこ

とが重要である．また，食道造影は従来より有用とさ

れているが，最近ではUCGやdigital　subtraction

angiography（DSA）による診断例も報告されてい

る8）9）．このため，血管造影検査は侵襲的検査であるこ

とから避ける方がよいとする意見もある5）6）．しかしな

がら，症例1のように主要症状の主因子の確定診断さ

らには手術時の離断側の決定には，血管造影検査によ

る詳細な形態診断が必要であると思われる．

　一般に重複大動脈弓に対しては，症状があれぽ新生

児期にでも大動脈弓離断術が必要とされている1°），

Keithら4）は61例のDAAのうち41例が2歳までに，ま

たArciniegasら5）は36例のDAAのうち35例は生後3

ヵ月までに，それぞれ症状が重篤なことから手術を行

なっている，また，乳児期以後に症状が出現する症例

においても，DAAによる症状が明らかであれぽ，でき

るだけ早期に外科的治療を行うのが原則と思われる．

　大動脈弓離断術を行なう場合，離断部位は基本的に

は主たる大動脈弓を残すとされている．ほとんどの症

例では，左大動脈弓による気管・食道の圧迫がみられ，

かつ左大動脈弓の方が細いことから，左開胸による左

大動脈弓離断術が行なわれる11）．しかしながら時に右

大動脈弓の方が細く，右開胸による右大動脈弓の離断

を必要とした症例も報告されていることから12），術前

の造影検査により，大動脈の走行・左右大動脈弓の太

さなどを充分に検討しておくことが必要である．著者

らの症例1では，右大動脈弓の方が左大動脈弓に比較

して細く，術後残存する心内奇形への圧負荷の発生も

考慮して，より太い左大動脈弓を温存すべく右大動脈

弓の離断を行なった．しかし術後早期には，呼吸・消

化器症状の充分な改善は得られなかった．岸本13）や草

川ら14｝も，術後症状の改善しない症例を報告している

が，このような症例における術後呼吸・消化器症状残

Presented by Medical*Online



昭和63年10月1日

存の原因としては，圧迫解除の不充分さに加えて，肺

や気管の圧迫による2次的な組織変化が圧迫解除後も

残存することなどが考えられる15）16）．症例1では図4

に示した如く，食道造影上食道を圧迫しているのは右

大動脈弓より左大動脈弓が主であり，その程度は右大

動脈弓離断術により充分改善していないことから，本

症例の残存症状の主たる原因は左大動脈弓による気

管・食道の直接圧迫によると思われる．従って，本症

における大動脈弓離断側の決定においては，左右大動

脈弓の太さだけでなく，食道・気管の圧迫の原因を慎

重に評価した上で，離断すべき大動脈弓を決めなけれ

ばならない．

　DAAに心内奇形を合併した症例に対して，最近で

は手術操作の繁雑さはあるが一期的手術が充分可能で

あるとする報告がみられる7）．しかしBinet6）やIdbeis

ら17）は，まずDAAの手術により呼吸器症状の改善を

みてから心内奇形の手術を行なう方が，安全かつ確実

として二期的手術をすすめている．著者らも症例1で

示したように，DAAの症状が早期から出現していた

ことから，DAAから先に手術を行い，二期的手術とし

た．

　一方，症例2ではチアノーゼ・無酸素発作は頻回に

認めたが，DAAが原因と思われる症状は全くみられ

ず，またDAAは必ず症状を呈するものでないことか

ら18）19）心内奇形修復術のみを行い，DAAについては経

過観察中である．

　　　　　　　　　　結　　語

　重複大動脈弓を合併したファロー四徴症の2症例を

呈示し，その診断・治療方針について検討した．この

ような症例は比較的稀なものであるが，複雑な症状を

呈することからその診断には充分注意を要する．

　また，重複大動脈弓を合併した心内奇形に対する手

術時期や手術方法の選択については臨床症状と血行動

態の把握を充分に行い，症例に応じた手術時期や術式

を決定することが重要であると考えられる．

　　　　　　　　　　文　　献
　1）Kadoba，　K．，　Kawashima，　Y．，　Matsuda，　H．，　Sa－

　　　kakibara，　T．，　Hirose，　H．，　Sano，　T．　and　Ogawa，

　　　M．：Arare　case　of　double　aortic　arch：Right

　　　thoracotomy　and　residual　retroesophageal　aor－

　　　tic　arch．　Pediatr．　CardioL，8：143，1987．

　2）Barry，　A．：The　aortic　arch　delivatives　in　the

　　　human　adult．　Anat．　Rec．，111：221，1951．

　3）井上　正：大動脈縮窄，血管輪ならびに類縁疾患，

　　　大動脈弓離断．新小児科学大系，33巻，小児心臓外

281－（81）

　　科学，165，東京，1981，中山書店．

4）Keith，　J．D．，　Rowe，　R．D．　and　Vlad，　D．：　Heart

　　Disease　in　Infancy　and　Childhood．3rd　ed．

　　Macmillan　Co．　New　York，1978．

5）Arciniegas，　E，　Hakimi，　M．，　Hertzler，　J．H．，　Far－

　　ooki，　Z．Q．　and　Green，　E．W．：Surgical　manage・

　　ment　of　congenital　vascular　rings．　J．　Thorac．

　　Cardiovasc．　Surg．，77：721，1979．

6）Binet，　J．P．　and　Langlois，　J．：Aortic　arch　anom－

　　alies　in　childrerl　and　infants．　J．　Thorac．　Car・

　　diovasc．　Surg．，73：248，1977．

7）東舘雅文，高梨吉則，本多正和，今井康晴，高尾篤

　　良：重複大動脈弓の外科治療．日胸外会誌，33：1，

　　1985．

8）David，　J．S．，　Lilliam，　M．V．，　Theron，　W．0．，　Ger－

　　ald，　P．，　Robert，　M．，　Stanley，　J．G．，　Hugh，　D．A．

　　and　Jack，　GC．：Two　dimensional　echocardio－

　　graphy　and　intravenous　digital　video　subtrac・

　　tion　angiography　for　diagnosis　and　evaluation

　　of　double　aortic　arch．　Am．　J．　Cardiol．，50：342，

　　1982．

9）Marlene，　AE．，　Norman，　H．S．，　Paul，　S．　and

　　Michael，　A．H．：Usefulness　of　suprasternal

　　notch　echocardiography　for　diagnosis　of　double

　　aortic　arch．　Am．　J．　Cardiol．，57：359，1986．

10）Roesler，　M．，　Leval，　M．，　Chrispin，　A．　and　Stark，

　　J．：Surgical　management　of　vascular　ring．

　　Ann．　Surg．，197：139，1983．

ll）Hawker，　RE．，　Celermajer，　J．M．，　Cartmill，　TB．

　　and　Bowdler，　J．D．：　Double　aortic　arch　and

　　complex　cardiac　malformation．　Brit．　Heart　J．，

　　34：1311，1972．

12）McFaul，　R，　Millard，　P．　and　Nowicki，　E．：

　　Vascular　rings　necessitating　right　thoracotomy．

　　J．Thorac．　Cardiovasc．　Surg．，82：306，1981，

13）岸本英文，中田　健，松木英世，三田紀行，小林芳

　　夫：乳児重複大動脈弓の1手術例．日胸外会誌，

　　27：144，1979．

14）草川　實，山崎順彦，秦　　鉱，庄村赤裸，坂井

　　隆生駒静生，中村正人，久保克行：気管形成不全

　　を伴った重複大動脈弓の1手術治験例．胸部外科，

　　29：436，1976．

15）Zdebska，　E．，　Smolska，1．，　Markowa，　M．　and

　　Miezynski，　W．：Early　diagnosis　and　surgical

　　treatment　of　children　with　congenital　vascular

　　rings　and　accompanying　heart　lesions．　J．

　　Pediatr．　Surg．，12：121，1977、

16）大橋秀隆，堀越一彦，鳥山　皓，山口真弘，鄭　源

　　紀，三戸　寿：重複大動脈弓の1手術治験例．胸部

　　外科，33：808，1980．

17）Idbeis，　B．，　Levinsky，　L．，　Srinivasan，　V．　and

　　Subramanian，　S．：Vascular　rings：Manage一

Presented by Medical*Online



282－（82） 日本小児循環器学会雑誌　第4巻　第2号

　　　ment　and　a　proposed　nomenclature．　Ann．　Thor・

　　　ac．　Surg．，31：255，1981．

18）池田晃治，阿部博幸，宇野弘昌，馬原文彦，渋谷雄

　　　也，和田寿郎：重複大動脈弓5例の治験．胸部外科

　　　25：29，1972．

19）保浦賢三，西谷　泰，副島健市，飯田良直．無症状

　　　の血管輪．日胸外会誌，27：211，1979．

Two　Cases　of　Tetralogy　of　Fallot　Associated　with　Double　Aortic　Arch

　　　　Tohru　Matsushita，　Minoru　Ogawa，　Tetsuya　Sano，　Toru　Nakajima，　Futoshi　Kayatani，

　　　　　　　　　　Keishi　Kadoba＊＊，　Hikaru　Matsuda＊＊，　Hajime　Hirose＊＊，Jun　Arisawa＊，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshihiro　Tsujino＊＊＊，　Yasunaru　Kawashima＊＊and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hyakuji　Yabuuchi

Department　of　Pediatrics，　Radiology＊and　First　Department　of　Surgery＊＊，　Osaka　University　Medical　School

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Depatment　of　Pediatrics，　Ohtemae　Hospital＊＊＊

　　　Two　cases　of　Tetralogy　of　Fallot（TOF）associated　with　double　aortic　arch（DAA）are　described．

　　　Case　1：The　patient，　a　male，　exhibited　heart　murmur，　and　a　tentative　diagnosis　of　TOF　was

made　based　on　echocardiography．　At　about　l　month　of　age　he　symptomatically　manifested　wheezing

and　stridor．　These　symptoms　worsening，　he　underwent　cardiac　catheterization　and　angiocardiography

at　7　months．　At　this　point，　a　final　diagnosis　of　TOF　with　associated　DAA　was　made．　At　8　months，　he

developed　dysphagia，　which　prompted　surgical　treatment　at　10　months　for　the　alleviation　of　DAA

（right　non－dominant　aortic　arch　dissectin）．　However，　even　after　the　right　arch　dissectin，　symptoms

such　as　stridor　and　dysphagia　remained．　At　l　year　and　4　months，　he　finally　underwent　radical　surgery

for　TOF．　From　2　years　and　6　months，　stridor　and　wheezing　showed　continued　amelioration．

　　　Case　2：At　4　months，the　patient，　a　male，　exhibited　heart　murmur　whose　cause　was　diagnosed　as

TOF　by　echocardiography．　From　5　months，　he　exhibited　cyanosis　and　suffered　from　anoxic　spells　by

the　time　he　was　l　year　and　three　months　old．　Following　the　diagnosis　of　TOF　with　associated　DAA，　he

underwent　cardiac　catheterization　and　angiocardiography　at　l　year　and　8　months．　He　subsequently

underwent　radical　surgery　for　TOF　at　l　year　and　l　l　months．　However，　surgical　treatment　for　DAA

was　not　administered　because　of　the　absence　of　any　symptoms　apparently　related　to　DAA．

　　　In　cases　of　TOF　with　associated　DAA，　the　symptoms　derived　from　each　malformation　are　so

variously　mixed　that　it　is　difficult　to　clarify　the　main　cuase　of　the　symptom　in　question．

　　　These　2　cases　indicate　the　importance　of　assessing　the　exact　hemodynamic　state　in　patients

suffering　from　TOF　with　associated　DAA．　Another　factor　to　be　determined　is　the　degree　of　oppression

of　the　esophagus　or　trachea　by　esophagogram．　Finally，　the　proper　management　for　each　case　must　be

decided　based　on　the　results　of　testing　and　examination．
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