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完全大血管転位における冠状動脈の型式診断

一断層心エコー図法と大動脈造影法による検討一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　完全大血管転位（TGA）の解剖学的修正術が新生児～乳児期早期に行われるようになり，手術術式な

らびに時期の検討に際し，冠状動脈の形態に関する精度の高い情報が必要となった．本研究ではTGA　22

例について，冠状動脈の型式診断（Shaher分類）を断層心エコー図法（2－D　Echo）と順行性大動脈造影

法によりそれぞれ独立に試み，これらの検査法の有用性について検討した．

　2－DEchoおよび大動脈造影法による診断と手術時に確定した冠状動脈型式とは，それぞれ64％（14／

22），82％（18／22）に一致がみられ，一致率については大動脈造影法が優っていた．また冠状動脈の観

察・検討範囲を，再吻合に際して最も重要な起始部のみに限ると，2－D　Echoのみによる一致率は82％で，

これに順行性大動脈造影法を組み合わせると95％になった．術前の冠状動脈の形式診断に大動脈造影法

および2－DEchoを応用することは意義あることと考えられる．

　　　　　　　　　緒　　言

　近年，完全大血管転位（Transposition　of　the　Great

Arteries：TGA）の手術術式はMustard法’）などの心

房内血流転換術から大血管スイッチ術のJatene法2）

へ，また手術時期も新生児～乳児期早期へと大きく変

遷した．Jatene法の手術成績を大きく左右するのは左

心機能と冠状動脈の再吻合の成否である2）’“4）．従って

冠状動脈に関する詳細な情報が必要である．

　今回の研究では非侵襲的検査法である断層心エコー

図法（2－DEcho）を冠状動脈の形態診断に応用し，順

行性大動脈造影法による診断成績と比較し，それぞれ

の検査法の問題点と，より正確な術前診断の可能性に

ついて検討した．

別刷請求先：（〒812）福岡市東区馬出3－1－1

　　　　　九州大学医学部小児科学教室

　　　　　　　　　　　　　　　　大嶋　昭雄

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は福岡市立こども病院で大血管スイッチ術また

は心房内血流転換術を施行したTGA　I型19例，　TGA

II型3例の計22例である（表1）．

　全例に2－DEchoによるprospectiveな冠状動脈の

表1　対象

1型

without　PS

with　membranous　LVOTO

with　TAPVC
II型

TGA：Transposition　of　the　great　arteries，　IVS：Intact

ventricular　septum，　PS：Pulmonary　stenosis，　LVOTO；

Left　ventricular　outflow　tract　obstruction，　TAPVC：

Total　anomalous　pulmonary　venous　connection，　VSD：

Ventricular　septal　defect
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型式診断を試みた．方法としては右冠状動脈（RCA），

左冠状動脈（LCA），左回旋枝（LCX）の起始，走行の

解析を基本にした．使用機器は横川一Hewlett　Packrd

社製超音波診断装置Mode　177020－Aで5MHzの探触

子を用いた．

　また術前に全例に順行性大動脈造影を行い，2－D

Echoとは独立して冠状動脈の型式診断を試みた．

　　　　　　　　　　結　　果

　自験例22例のShaher分類（1966）5）（表2）に基づく

冠状動脈型式の最終診断を示した．内訳はShaher分

類1型が14例と最も頻度が高く全体の64％を占めてい

た．

　2－DEchoによる型式診断：術前に22例中16例

（73％）でShaher分類に基づく型式診断が可能と考え

られた．その内訳は1型13例，2型，3型，4型の各

1例である．しかし，最終的には16例中2例が誤診で，

2・DEchoの一致率は64％（14／22例）であった．

　各型別の2・DEcho所見の特徴と診断成績について

は，1型で断層画像としてright　coronary　sinusから

起始したRCAが右前方へ走り，　left　coronary　sinus

から起始したLCAが途中でLCXを分枝して左前方

に走るのが認められた（図1）．しかし2－DEchoで1

表2　大血管転位の冠状動脈型式頻度

冠状動脈型式（Shaher分類）
Shaher
報告（2） 自験例

1型：RCA　froln　posterior　sinus
　　　＆LCA　from　left　sinus

89（60％） 14（64％）

2型：LCX　from　RCA 31（21％） 3（14％）

3型：Single　coronary　artery 8（5％） 1（5％）

4型：RCA　from　LCA．　LCX　from
　　　posterior　sinus

6（4％） 2（9％）

5型：Common　origin　of　RCA　and
　　　LCA

6（4％） 1（5％）

6型：Absent　LCX 3（2％） 0

7型：Single　coronary　artery＆
　　　additional　small　branch

3（2％） 1（5％）

8型：Two　LCXs 2（1％） 0

9型：Origin　of　RCA　from　left
sinus＆LCA　from　poste一 1（0．7％） 0

rior　sinUS

Total 148 22

RCA：Right　coronay　artery，　LCA：

artery，　LCX：Left　circumflex　artery

Left　coronary

型と診断した13例中，手術時に，2型および大血管壁

内走行を示す5型と判明したものが各1例ずつ含まれ

ていた（表3）．2型ではRCA，　LCAについては1型

と同様であるが，LCXがRCAに起始し心臓後面に向
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図1　Shaher分類1型．　TGA　with　intact　IVS
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表3　超音波断層法（2・D），血管造影法（Ao）による冠状動脈型式診断一致率（％）

冠状動脈型式（Shaher分類）
最終診断例数
（手術時診断）

2－D Ao 2・D十Ao

1型：RCA　from　posterior　sinus＆
　　LCA　from　left　sinus

14 11／14（79％） 14／14（100％） 14／14（100％）

2型：LCX　from　RCA 3 1／3（33％） 2／3（67％） 3／3（100％）

3型：Single　coronary　artery 1 1／1（100％） 1／1（100％） 1／1（100％）

4型：RCA　from　LCA．　LCX　from　pos－
　　teriOr　SinuS

2 1／2（50％） 1／2（50％） 2／2（100％）

5型：Co㎜on　origin　of　RCA　and

　　LCA
1 0／1（0％） 0／1（0％） 0／1（0％）

6型：Absent　LCX 0 0 ⑪ 0

7型：Single　coronary　artery＆addi・
　　tional　small　branch

1 0／1（0％） 0／1（0％） 1／1（100％）

8型：Two　LCXs 0 0 0 0

9型：Origin　of　RCA　from　left　sinus＆

　　LCA　from　posterior　sinus
0 0 0 0

Total 22 14／22（64％） 18／22（82％） 21／22（95％）
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㊨一図2　Shaher分類2型．　TGA　with　intact　IVS

かうのがみられた（図2）．最終的に2型と確診した3

例中，2－DEchoで診断し得たのは1例のみであった．

3型は1例のみで，LCAはRCAに始まり，大動脈の

前方を回り左方に向かっていた（図3）．この型では7

型との鑑別が問題となるが，coronary　sinusに起始す

るLCXは認められず3型と診断した．4型の2例中

2－DEchoで診断し得たのはdextrocardia　in　situs

inversusの1例のみで，鏡面像を呈してはいるが，

RCAはLCAより分枝して大動脈の前を通って右室

壁面に達し，LCXは単独にposterior　coronary　sinus

より起始していた（図4）．Shaher分類5型（壁内走

行）の1例は，両大血管間を通る冠状動脈を確定出来

ず1型と誤診した（図5）．この例については術中に

Jatene法からMustard法へと術式の変更を余儀なく
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図3　Shaher分類3型．　TGA　with　VSD
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図4　Shaher分類4型．　TGA　with　small　VSD（dextrocardia　in　situs　inversus）
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図5　shaher分類5型．　TGA　with　intact　IVS．　LCAの壁内走行は明らかではない．

された．7型の1例については，RCA，　LCAは確認で

きたものの，LCXを確認できず診断不能であった．以

上，1型についてはその一致率は79％（11／14）と高かっ

たが，1型を除く8例については術前に正しく診断し

得たのは3例のみで一致率は38％（3／8）と低かった．

　順行性大動脈造影法による型式診断：22例中14例で

起始部ならびに走行の判定が比較的容易だった．左冠

状動脈の造影不良が原因のLCXの確認不能例が1

例，さらに副冠状動脈を持つ7型，壁内走行を示した

5型，dextrocardia　in　situs　inversusを合併した4型

の各1例で起始部を誤認し，最終的には4例に型式診

断を誤り，本法の一致率は82％（18／22）となった．
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図6　　Single　coronary　artery（壁内走行）．左図：

るにもかかわらず，まだLADは造影されていない．右図

動脈洞も十分に造影された後，LAD，　LCX，　RCAが同時に造影されている．　LAD：

左前下降板　LCX：左回旋枝　RCA：右冠状動脈
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左冠状動脈洞が十分造影されてい

　　　　：少し遅れた時相で術冠状
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　2－DEchoと大動脈造影法の診断能の比較：それぞ

れの診断法の相違点がより明瞭となるように，主冠状

動脈の起始（副冠状動脈を含む）と冠状動脈の末梢走

行（LCXの分岐も含む）とに分けて検討した．起始部

位については，2－DEchoで2例，大動脈造影法で3例

の誤診例があった．壁内走行のsingle　coronaryの症

例については起始，末梢走行ともにいずれの検査法で

も診断は困難だった．なお同症例では特殊順行性選択

的冠動脈造影を施行したが，left　coronary　sinusにし

か挿入できず，posterior　coronary　sinusに起始する

single　coronary　arteryを確認できなかった．しかし

根治術後の再度の検討で，最初にleft　coronary　sinus，

次に間をおいてposterior　coronary　sinusが，さらに

やや時相が遅れてRCA，　LCAがほぼ同時に造影され

ており，これはposterior　coronary　sinusに起始する

single　coronary　arteryを示唆するに十分な間接的所

見と考えられた（図6）．

　末梢走行については，大動脈造影法の2例に対して

2’DEchoでは6例が，いずれもLCXの判定困難のた

めの誤診例であった．

　　　　　　　　　　考　　案

　TGAは冠状動脈の起始，走行異常を高率に伴う．

従ってより正確な冠状動脈の型式診断が要求される．

しかし，この時期に逆行性選択的冠状動脈造影を行う

ことは好ましくない．新生児や乳児の大腿動脈は細く，

さらにTGA例では多血症で血液も粘稠であり，穿刺

後に大腿動脈の血栓性閉塞をきたしやすいからであ

る．私たちは順行性大動脈造影法で代用しているが，

その一致率は82％と決して満足すべき結果ではない．

起始部位については止むを得ないともいえるが，走行

の確認さえ不十分な症例も存在した．その原因につい

ては，手技的問題もさることながら冠状動脈の優位性

による劣性冠状動脈の造影不良や，比較的大きい動脈

管を介した右左短絡のため大動脈と肺動脈がほぼ同時

に造影され，コソトラストが著しく低下し冠状動脈末

梢が判読不能となったことなどが考えられた．

　そこで2・DEchoの応用が考えられる．川崎病の冠状

動脈病変の評価に際しての2－D　Echoの有用性は高

い6）．しかし，冠状動脈に亜型の多いTGAを対象とし

た場合，その信頼性に関する評価はまだ定まらず，問

題点も明らかではない．

　今回の結果から半1」断すると，2－DEchoは一致率にお

いて大動脈造影法には及ぽない．その理由としては，

人工呼吸器の影響下での主冠状動脈の描出困難（1

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第4号

例），さらに最も頻度が高いのがLCX確認困難（5例）

であった．この点についてはLuciano8）らは，肺動脈と

僧帽弁との間に血管を見いだせぽそれはRCA起始の

LCXと判断されるとしている．しかし，　posterior　cor－

onary　sinusまたはRCA起始で肺動脈後方を通る

LADの場合も考えられ，左冠状動脈起始部の描出が不

明瞭な場合はsingle　coronaryのShaher分類7型を

2型と誤診する可能性があるといえる．ただしShaher

分類は，元来，冠状動脈の再吻合を念頭において作成

されたものでない．大血管スイッチ術に際しての冠状

動脈再吻合の観点からみた場合，必要になるのは，1）

大動脈・肺動脈間を走行する冠状動脈の有無2）冠状

動脈の起始部位，さらに3）副冠状動脈の有無に関する

情報である4）7）9）1°）．このように，冠状動脈の型式をより

実践的に捉え直すと，主冠状動脈より分枝するLCX

に関する診断比重はかなり減少することになり，2－D

Echoの弱点にかかる負担は大幅に軽減する．

　今回の22例を上記の3点から改めて検討してみる

と，coronary　sinus開口部については2－D　Echoは血管

造影法に匹敵し，一致率は82％（18／22）となる．誤診

断は人工呼吸器使用下での診断不能1例，壁内走行型

1例，両大血管がside－by－sideの関係でLCXがposte・

rior　coronary　sinusに起始する1例，　LADがposte－

rior　coronary　sinusに始まり肺動脈の後方を通る1例

（Shaher分類7型）の計4例であった．すなわち全く

の偽診断と言えるのは3例で，開口部ならびに壁内走

行が判別出来なかったためであった．これら3例の共

通点は冠状動脈が超音波輝度の高い大血管の背部を走

行していることであり，2－DEchoの問題点の一つでも

ある．ゴースト現象により画像分解能が低下したこと

も判別不能の原因として考えられる．また壁内走行の

冠状動脈は外膜が欠如しており，この事実もこの型の

診断を難しくしているものと推論される．

　先に述べたように2・DEchoではLCXの同定が困

難であり，したがってShaher分類1型以外の診断は

容易とは言えない．しかし，冠状動脈起始部や副冠状

動脈の診断に関しては大動脈造影法に優っている．本

研究でも，この二つの検査法を組み合わせるとTGA

の冠状動脈に関する一致率はさらに向上し95％（21／

22）となることが判明した．この事実は2－DEchoが大

動脈造影法を十分に補佐しうることを示すだけでな

く，多様性に富むTGAの冠状動脈末梢走行の確定に

は弱点を有するものの，起始部の検索には有用である

ことを裏付けるものである．

Presented by Medical*Online



平成4年1月1日

　ただし，冠状動脈壁内走行型については両検査法と

も診断的有用は全く認められず，今後の課題である．

さらに壁内走行のsingle　coronary型をShaher分類

1型と誤診断した事実は，1型と疑われるものの起始

部が不明瞭な症例では，正面のシネフィルムカメラの

撮影角度を足下方につけたlaid－back法による大動脈

造影11）や選択的冠状動脈造影を検討するなどの注意を

払う必要性を示唆している．

　　　　　　　　　　結　　語

　1）TGAの冠状動脈型式（Shaher分類）に関する

2－DEchoおよび大動脈造影法の診断能について比較

検討した．

　2）2－DEchoの一致率は64％で，末梢走行，特に左

回旋枝に関する診断能が低く，患者条件で描出画像が

左右されやすかった．

　また，型別では1型が最も診断しやすく，一致率は

79％であった．しかし，他の型については一致率はき

わめて低かった．

　3）大動脈造影法の冠状動脈型式に関する一致率は

82％であった．末梢走行に比して起始部に関する診断

能は低かった．

　4）Jatene術式を念頭においた起始部の型診断から

みると大血管造影法よりも2・DEchoの方が優れてお

り，82％の一致率であった．

　5）2－DEchoおよび大動脈造影法を組み合わせると

95％という高い一致率が得られた．

　6）　冠状動脈壁内走行型例は大動脈造影法や2・D

Echoを組み合わせても診断は困難であり，1型と誤

る例が存在することが判明した．

　7）冠状動脈の形式診断の向上のためには，大動脈造

影に際しての撮影方法の検討や，順行性選択的冠状動

脈造影法の技術開発が望まれる．
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The　Preoperative　Evaluation　of　the　Patterns　of　Coronary　Arteries　in　Patients　with

　　　　　　　Complete　Transposition　of　the　Great　Arteries　by　Two　Dimensional

　　　　　　　　　　　　　　　　Echocardiography　and　Antegrade　Aortography
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sunao　Hondai｝　and　Hisataka　Yasui3｝
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　　　　　　　　　2）Department　of　Pediatrics，　Faculty　of　Medicine，　Kyushu　University

　　　　　　3｝Department　of　Cardiac　Surgery，　Faculty　of　Medicine，　Kyushu　University

　　　The　pattern　of　coronary　arteries　is　one　of　the　major　factors　to　determine　the　proper　time　and

technique　of　surgical　correction　of　complete　transposition　of　the　great　arteries（TGA）．

　　　In　this　study，　we　carried　out　two・dimensional　echocardiography（2－D　echo）and　antegrade

aortography　in　22　patients　with　TGA　before　corrective　surgery．　The　patterns　of　coronary　arteries　were

diagnosed　correctly　in　14（64％）of　these　22　patients　by　2・D　echo　and　18（82％）by　aortography，

respectively．　The　minimum　informations　of　their　origins　and　running　courses　which　are　essential　for

re－anastomosis　were　acquired　correctly　by　2－D　echo　in　18（82％）of　the　22　patients．

　　　The　combination　of　the　respective　findings　of　2－D　echo　and　aortography　led　to　our　correct

diagnosis　on　the　patterns　of　coronary　arteries　in　21cases（95％）except　for　one　case　with　the　intramural

running　of　coronary　artery．　The　use　of　both　2・D　echo　and　aortography　was　shown　to　be　the　most

advisable　mean　to　evaluate　the　patterns　of　coronary　arteries　in　patients　with　TGA．
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