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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　肺動脈閉鎖を伴う動脈管依存性心疾患新生児あるいは乳児の4例に対し，梼骨動脈から造影剤を注入

し，その肺動脈形態の診断を試みた結果，全例で良好な肺動脈造影像を得ることが容易であった．その

有用性については以下に示す点が考えられた．①短絡手術の適応となる新生児あるいは乳児において明

瞭な肺動脈造影を容易に得られること，②主肺動脈幹の欠損の程度，左右肺動脈の非交通，動脈管部位

などにみられる肺動脈枝の狭窄など肺動脈の形態診断が可能なこと，③更には，鎖骨下動脈の太さや椎

骨動脈までの距離など短絡手術に必要な情報が得られること，④短絡手術後の肺動脈形態の確認にもす

ぐれていること，の4点であった．今回の4例では，この検査法を用いることで，いずれも短絡部位の

選択が容易で，手術後も順調に経過している．明確な肺動脈造影像を得るための手技上の注意点は，左

右いずれの梼骨動脈を用いるかの決定を的確に行なうことで，そのためには検査する患児の動脈管や大

動脈弓は左右どちらなのか，鎖骨下動脈の分枝異常の有無などの情報を検査前に確認することが必要と

考えられた．

　　　　　　　　　はじめに

　プ・スタグラソジンE1の導入により，動脈管依存性

心疾患の手術前管理が容易となって久しい1）2）．肺動脈

閉鎖などの低肺血流心疾患や大動脈縮窄や大動脈弓離

断，更には大動脈閉鎖などの心血管奇形がその適応疾

患といえる．これらのうち，肺動脈閉鎖を伴う低肺血
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流心疾患の多くでは，新生児期や乳児期早期に

Blaclock・Taussig手術3）などの体肺動脈短絡手術が必

要となる．この場合，主肺動脈や左右肺動脈の形態は

重要な術前情報となるが，その診断は心エコー検査法

が定着した今も尚，心血管造影によらなけれぽならな

い場合が多い．この時，心室造影だけでは十分な肺動

脈の形態の評価が出来ない場合が多く，逆行性に行な

う選択的肺動脈造影が必要である．しかしながら，3kg

前後の患児の場合，選択的肺動脈造影法は必ずしも容
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表1　梼骨動脈造影法による肺動脈造影

症例 心血管奇形 年齢／体重
大動脈弓の位置 動脈管の位置 使用した

梼骨動脈
使用した
造影剤 肺動脈造影像 BT

shunt

1 無脾症候群，右心症，単心 1mo／3．2kg 左 左 左 イオパミドール 左肺動脈第一 右
室，共通房室弁口，肺動脈 分枝と動脈管の近接
閉鎖

2 多脾症候群，両大血管右室 3mo／4．6kg 左 左，右 右 イオキサグル酸 主肺動脈欠損 左右
起始，僧帽弁閉鎖，単心房， 両肺動脈の非交通
肺動脈閉鎖，奇静脈結合，
下大静脈欠損

3 心室中隔欠損，肺動脈閉鎖， 19d／3．5kg 左 左 右 アミドトリゾ酸 正常肺動脈分枝 左

右鎖骨下動脈の起始異常

4 三尖弁閉鎖，心室中隔欠損， 1mo／3．Okg 左 左 右＊ イオパミドール 動脈管部位の 右
肺動脈閉鎖 狭窄（可逆的）

’この症例では，左の椀骨動脈の使用が望ましい．

易な検査手技ではない．

　著者らは，従来より大動脈弓離断などの大動脈弓形

態の診断に用いられている梼骨動脈から造影剤を逆行

性に注入する方法（梼骨動脈造影法）4）を用いて，動脈

管依存性心疾患児の肺動脈形態の診断を試み，良好な

造影結果を得ることが出来たので報告する．

　　　　　　　　　　対象と方法

　①患児

　4例の動脈管依存性心疾患児を対象とした．いずれ

もチアノーゼ性心疾患で，プロスタグランジソE1の経

静脈的持続投与を必要とした．それぞれの患児の心血

管奇形の診断は，理学所見，胸部レントゲン所見，心

電図，心エコー検査，心ドップラー検査により総合的

に行ない，その詳細を表1に示す．4例の主奇形はそ

れぞれ，無脾症候群，多脾症候群，心室中隔欠損症，

三尖弁閉鎖症であった．

　②梼骨動脈造影

　Uedaらの方法4）に準じて施行し，その詳細は表1に

示す．カニューレは，22Gまたは24Gのneedleを用い

て，梼骨動脈へ経皮的に穿刺し，三方活栓付き耐圧

チューブに接続した．造影剤は，2倍希釈あるいは原

液のまま，原則として患児の体重当たり2ccの量を機

械的に2秒間で注入した．血管造影の結果は，35mmシ

ネフイルムに撮影し解析した．

　　　　　　　　　　結　　果

　患児①　生後20日目に，突然の呼吸不全とチァノー

ゼの増強を認め緊急受診した．肺動脈閉鎖を伴う無脾

症候群と診断後，プロスタグランジンE1の静脈内投与

を開始し，全身状態の改善を得た．1ヵ月後，左側梼

骨動脈造影を行ない，肺動脈の形態を確認した（図1）．

動脈管と左側肺動脈上葉枝との距離が短く，また左側
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図1　症例1．無脾症候群における左側の梼骨動脈造

　影，6m1の原液イオパミドールを2秒間で注入した．

　選択的肺動脈造影像に近い肺動脈像が得られ，右側

　のB・Tシャントを施行した．

鎖骨下動脈と肺動脈枝との距離が長いため，右側の

Blaclock・Taussig短絡手術を施行しプロスタグラン

ジンE1の離脱を行なった．現在，外来管理下にある．

　患児②　生後45日目に．チアノーゼの増強を認め緊

急受診した．肺動脈閉鎖を伴う多脾症候群と診断後，

プPスタグランジソElの静脈投与を開始した．1ヵ月

後，右側の梼骨動脈造影を行ない，肺動脈の形態を確

認した（図2）．主肺動脈幹は欠損しており，右側肺動

脈枝は右側無名動脈より起始する右側動脈管と，また

左側肺動脈枝は左側動脈管とそれぞれ連絡していた．

両側のmodi丘ed　Blalock－Taussig短絡手術を施行し，

現在外来管理下にある．

　患児③　生後15日にけいれんを主訴に受診した．心
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室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖と診断後，プロスタグラ

ンジンE1の静脈内投与を開始した．4日後，右室造影

を施行したが肺動脈形態や鎖骨下動脈の分枝異常の評

価が不十分なため，右側の梼骨動脈造影を行ない，肺

動脈の形態を確認した．本例では，左側大動脈弓で右

図2　症例2．多脾症候群における右側の梼骨動脈

　造影．本例では，右側動脈管が無名動脈より起始

　し，右肺動脈枝と連絡している．一方，左側動脈

　管（矢印）は，大動脈弓から起始し左肺動脈枝と連

　絡している．これら両側肺動脈枝は非交通であり，

　両側のB－Tシャソトを施行した，

側鎖骨下動脈の起始異常を伴うため，右側鎖骨下動脈

から下行大動脈へ流れた造影剤が拡張期に動脈管を介

して両側肺動脈枝に逆行し，明瞭な肺動脈形態を得る

ことが可能であった．肺動脈枝の発達異常などはなく，

左側のBlalock・Taussig短絡手術を施行しプPスタ

グランジンE1の離脱を行なった．現在，外来管理下に

ある．

　患児④　35w，1，727gの未熟児として出生した．出

生後まもなく，収縮期心雑音の消失とともにチアノー

ゼが増強した．三尖弁閉鎖兼肺動脈閉鎖と診断しプロ

スタグランジンEユの静脈内投与を開始した．同時に，

既に報告した方法5）で，心エコー検査下に膀静脈から

のバルーンカテーテル式心房中隔切開術を施行した．

約1ヵ月後再びチアノーゼの増強を認めたため，短絡

手術を前提とした右側の梼骨動脈造影を行ない肺動脈

の形態を確認した（図3）．その結果，動脈管より末梢

の左側肺動脈枝の造影が殆どみられず，動脈管部位で

の左側肺動脈枝の狭窄あるいは閉塞が示唆された．翌

日，右側のmodified　Blalock－Taussig短絡手術を施行

し，プPtスタグラソジンE，の離脱に成功した．手術直

後の右側の梼骨動脈造影（図4）では，手術前にみら

れた左側肺動脈枝の低血流は改善していた．

　　　　　　　　　　考　　察

　体肺動脈の短絡手術に際しては，手術前に肺動脈の
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図3　症例4，三尖弁閉鎖症における右側の権骨動脈造影，正面像（左）では，動脈

　管部位（矢印）で，左肺動脈枝の途絶がみられ，この部位での狭窄が示唆される．

　側面像（右）では，閉鎖した主肺動脈幹がよく観察される（正面像とは少し時相が

　異なる）．
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図4　症例4は右側のmodified　B・Tシャントを施行

　したが，手術後の右側の梼骨動脈造影像を示す．図

　3でみられた動脈管接合部位における狭窄は消失し

　ている．

形態を正確に把握しておくことが短絡部位の選択など

を決定するうえで重要である．まれに一側の肺動脈枝

の低形成6）7）や，肺動脈幹の欠損，両側肺動脈の非交通，

あるいは動脈管部位などでの狭窄8）などがみられるか

らである．胸部レントゲン写真における肺動脈陰影の

左右差や，心エコー検査などで，これらの異常を予測

しうることもあるが，多くの場合は血管造影検査が必

要となる．肺動脈閉鎖を伴う動脈管依存性心疾患では，

動脈管付近の大動脈造影か選択的動脈管造影9）が必要

となる．これらの検査は，新生児や早期乳児では決し

て容易な手技ではない．

　梼骨動脈造影法4）は大動脈縮窄や大動脈弓離断の大

動脈弓形態，更には大動脈閉鎖や上行大動脈肺動脈起

始症，動脈管開存症の診断に有用であると報告されて

以来，これら新生児期もしくは乳児期早期の心疾患の

診断に必須で，しかも安全性の高い検査法として多く

の施設で定着している．著者らは，この検査法を低肺

血流性の動脈管依存性心疾患児の肺動脈形態の描出に

応用しようと試みた．肺動脈閉鎖を伴う場合，心室か

らの肺動脈へのWashoutがないため，ある程度の肺

動脈造影像を期待出来ると考えたからで，事実予想以

上に明瞭な肺動脈造影像を得ることが可能であった．

この検査の有用性は，肺動脈の形態診断だけでなく，

鎖骨下動脈の太さや椎骨動脈までの距離など短絡手術

に必要な情報を容易に得られることと考えられた．

日本小児循環器学会雑誌　第4巻　第3号

従って，いずれの症例に関しても短絡手術の部位選択

が容易であった．

　明瞭な肺動脈造影を得るためには，左右どちらの梼

骨動脈を用いるかの選択が重要である．動脈管は通常

左側であることが多い1°）．右側動脈管は鏡面型の右側

大動脈弓の時にまれにみられるが，ファロー四徴症な

どの右側大動脈弓の場合は動脈管は左側無名動脈と左

側肺動脈とを連絡することが多い．従って，鏡面型の

右側大動脈弓の症例を除けば，原則として左側動脈管

であり，左側の梼骨動脈の使用が望ましいと考えられ

た．左側大動脈弓で左側動脈管の症例に右側の梼骨動

脈を用いると，頚動脈に造影剤の多くが流れてしまい

下行大動脈まで造影剤が十分届かない不利がある．し

かし，症例3のように左側大動脈弓で右側鎖骨下動脈

の起始異常がある場合は，右側梼骨動脈からの注入で

も良好な造影像を得ることが可能である．症例2のよ

うな左側大動脈弓と右側動脈管の組み合わせは稀であ

るが，この場合は右側無名動脈から動脈管が起始する

のが普通であり11），右側動脈管の描出には右側の梼骨

動脈からのアプローチが望ましいであろう．要は，検

査する患児の動脈管や大動脈弓は左右いずれか，鎖骨

下動脈の分枝異常の有無はどうかなどの情報を，予め

検査前に知っておくことが，左右いずれの梼骨動脈を

用いるかの決定をするうえで大切である．もちろん，

目的とする血管の確保が必ずしもスムーズに行なわれ

るとは限らず，症例4のように動脈管と反対側の梼骨

動脈を用いざるを得ない場合もあるが，その際も用い

る榛骨動脈側の頚動脈を指先で軽く圧迫することによ

り，比較的良好な肺動脈造影像を得ることが可能で

あった．

　　　　　　　　　　結　　語

　肺動脈閉鎖を伴う動脈管依存性心疾患新生児あるい

は乳児の肺動脈形態の描出に従来の梼骨動脈造影法が

極めて有用であることを示した．この検査法を用いる

ことで，患児の肺動脈の形態や肺動脈枝の発達異常や

狭窄，更には鎖骨下動脈の太さ，椎骨動脈までの距離

など短絡手術に必要な情報を手術前に得ることが容易

であった．またこの方法は，短絡手術後の肺動脈形態

の確認にも有用であった．
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　　　We　have　employed　retrograde　injuection　of　contrast　medium　from　the　radial　artery　to　visualize

pulmonary　arterial　trees　in　four　patients　having　ducta1・dependent　decreased　pulmonary　flow

associated　with　pulmonary　atresia．　All　patients　were　treated　with　continuous　intravenous　PGEl

infusion　for　ductus　arteriosus　dilatation．　Developmental　anomalies　of　pulmonary　arterial　trees，　such

as　absent　main　pulmonary　trunk　and　localized　stenosis　at　the　ductus，　were　demonstrated　by　this

method．　These　angiographic　results　could　be　comparable　to　those　obtained　by　sel㏄tive　pulmonary

arteriography．　As　a　result，　the　appropriate　side　of　Blalock－Taussig　shunt　was　easily　determined．　This

method　appeared　to　be　extremely　useful　in　detecting　anatomical　abnormalities　of　pulmonary　arterial

trees　in　neonates　or　infants　with　ductal・dependent　decreased　pulmonary　flow．　This　can　be　also　used

for　anatomical　evaluations　in　those　patients　after　Blalock－Taussig　shunt．
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