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動脈瘤を合併したLong　Segmental

Coarctation手術症例の検討

（平成3年2月12日受付）

（平成3年10月7日受理）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　我々は3歳および6歳の動脈瘤を合併した広範囲大動脈縮窄症（Long　Segmental　Coarctation）のま

れな2症例を経験した．

　大動脈造影では2例共に左鎖骨下動脈起始部の遠位側に動脈瘤を形成し，その末梢側より胸部下行大

動脈のほぼ全長に及ぶ大動脈縮窄症を認めた．縮窄部上下の圧較差はそれぞれ65mmHg，54mmHgで

あった．手術は2例共に動脈瘤の切除とグラフトを用いたPatch　Aortoplastyを行い，術後経過は良好

で，縮窄部上下の圧較差は消失した．摘出標本では大動脈瘤壁は菲薄化し，病理組織標本では中膜の菲

薄化が著明であった．

　　　　　　　　　　はじめに

　大動脈縮窄症は一般に限局性であるが，最近我々は

動脈瘤を合併したLong　Segmental　Coarctationの興

味ある2症例の手術治験を得たので報告する．

　　　　　　　　　症　例　1

　症例：3歳，男児

　主訴：心雑音，下肢の易疲労性

　家族歴，既往歴：特記すべきことなし

　現病歴：昭和61年7月，2歳の時感冒にて近医受診

時心雑音を指摘された．昭和63年3月，某医にて動

脈管開存症と診断され，精査目的にて当科受診した．

母親は以前より歩くとすぐ疲れて休むことに気づいて

いた．

　入院時現症：身長96cm，体重18．Okg，栄養良好．胸

骨左縁第2肋間に最強点を持ち，左鎖骨上部に放散す

るII／VI度の収縮期雑音を聴取し，脈拍数は100／分，血

圧は右上肢120／78mmHg，左上肢130／80mmHg，両下
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肢65mmHgと上下肢に55～65mmHgの収縮期圧較差

を認めた．腹部には異常を認めず，血管雑音を聴取し

なかったが，両下肢の動脈拍動は減弱していた．

　入院時検査所見：血液検査，生化学検査等で特に異

常を認めなかった．

　心電図：洞調律で，左室肥大は認めなかった．

　胸部X線写真：左第1弓の突出を認め，CTRは
51．4％であった．

　心臓カテーテル検査および大動脈造影所見：動脈管

開存症を含め心内奇形は認めなかったが，左鎖骨下動

脈起始部の遠位側に動脈瘤を形成し，その末梢側より

胸部下行大動脈のほぼ全長に及ぶLong　Segmental

Coarctationを認めた（図1）．また上行大動脈圧120／

60（88）mmHg，下行大動脈圧55／45（50）mmHgと縮窄

部で65mmHgの圧較差を認めた．

　以上より，動脈瘤を伴ったLong　Segmental　Coar－

ctationと診断し，手術を施行した．

　手術所見：手術は全身麻酔下，右側臥位にて行った．

左第4肋間にて開胸すると，大動脈は左鎖骨下動脈遠

位側に20×17mmの多房性の動脈瘤を形成し，その末
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図1　症例1　術前大動脈造影．左鎖骨下動脈起始部の遠位側に動脈瘤を形成し，そ

　の末梢側より胸部下行大動脈のほぼ全長に及ぶLong　Segmental　Coarctationを認

　めた．
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図2　症例1　術中写真．左鎖骨下動脈起始部の遠位

　側に20×17mmの多房性の動脈瘤を形成し，その末

　梢側より胸部下行大動脈のほぼ全長にわたり著明に

　狭小化していた．（↑：動脈瘤，↑：大動脈縮窄部）

梢側より胸部下行大動脈のほぼ全長にわたり著明に狭

小化し，その全長は85mm，外径は4mm（横隔膜直上

部8．5mm）であった（図2）．肺動脈脱血，左大腿動脈

送血による部分体外循環下に大動脈遮断を行い，まず

動脈瘤を切除した．次にその末梢側縮窄部全長に縦切

開を加え，中枢側後壁と端端吻合して大動脈後壁を形

成し，Double　Velour　Graftを用いてパッチ拡大術を

行った．

　切除標本：肉眼所見上動脈瘤壁は菲薄化し，組織学

的にも大動脈壁には炎症所見は認められず，中膜の菲

薄化が著明で，一部に中膜を欠く部分も見られた．

　術後経過：術後経過は良好で，術後30日目に退院し

たが，術後大動脈造影では図3に示すように，縮窄部

は良好に拡大され，上行大動脈圧110／67（88）mmHg，

横隔膜部胸部下行大動脈圧102／64（83）mmHgと，圧較

差はほとんど消失していた．

　　　　　　　　　症　例　2

　症例二6歳，男児

　主訴：心雑音

　家族歴，既往歴：特記すべきことなし．

　現病歴：3ヵ月健診にて心雑音を指摘されるも放

置．昭和60年7月，感冒にて某医受診し，再び心雑音

指摘され，心室中隔欠損症の診断にて以後経過観察さ

れていた．平成元年5月，学校検診にて胸部異常陰影

を指摘され，精査目的にて某医入院．大動脈造影にて

動脈瘤を伴った大動脈縮窄症の診断を受け，当科を受

診した．

　入院時現症：身長119cm，体重20．5kg，栄養良好．

胸骨左縁第2肋間に最強点を持ち，左頚部へ放散する

III／VI度の収縮期雑音を聴取し，脈拍は75／分，血圧は

右上肢128／88mmHg，左上肢120／78mmHg，両下肢78／

50mmHgと，上下肢に42～50mmHgの圧較差を認め
た．

　入院時検査所見：血液検査，生化学検査等で特に異

常を認めなかった．

　心電図：洞調律で，左室肥大は認めなかった．
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図3　症例1　術後大動脈造影．縮窄部は良好に拡大されている．

　胸部X線写真：左第1弓の著明な突出を認め，

CTRは47．9％であった．

　心臓カテーテル検査および大動脈造影所見：心内奇

形は認めず，左鎖骨下動脈起始部の遠位側に動脈瘤を

形成し，その末梢側より始まるLong　Segmental　Coar・

ctationを認めた．上行大動脈圧160／93（123）mmHg，

下行大動脈圧116／87（104）mmHgと縮窄部に54
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図4　症例2　術中写真．左鎖骨下動脈起始部の遠位

　側に21×15mmの嚢状動脈瘤を形成し，その末梢側

　より胸部下行大動脈は狭小化していた．（↑：動脈

　瘤，↑：大動脈縮窄部）

mmHgの収縮期圧較差を認めた．

　以上より，動脈瘤を伴ったLong　Segmental　Coar－

ctationと診断し，手術を施行した．

　手術所見：左第4肋間にて開胸すると，大動脈は左

鎖骨下動脈起始部の遠位側に21×15mmの嚢状動脈瘤

を形成し，その末梢側より胸部下行大動脈は狭小化し，

その全長は85mm，外径は9mm（横隔膜直上部16mm）

であった（図4）．肺動脈脱血，左大腿動脈送血による

部分体外循環下に大動脈遮断を行い，動脈瘤を切除す

ると共に，末梢側縮窄部全長を縦切開し，Intervas－

cular　Graftを用いてパッチ拡大術を行った．

　切除標本：肉眼所見上動脈瘤壁は菲薄化し，組織学

図5　症例2　病理組織標本．（Elastica　Van　Gieson

　染色，×10）大動脈壁は組織学的には3層構造は保た

　れているものの，中膜の菲薄化が著明であった．
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的にも大動脈壁は3層構造は保たれているものの，中

膜の菲薄化が著明であった（図5），

　術後経過：術後経過は良好で，術後大動脈造影では

縮窄部は良好に拡大され，上行大動脈と下行大動脈間

に圧較差は認めなかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　大動脈縮窄症は欧米においては先天性心疾患の約

7％1）にみられるといわれ，大多数は縮窄部が狭部付

近にある定型例であり，狭部以外の部位に縮窄をもつ

異型縮窄症の多くは大動脈炎症候群に伴うものである

とされている2）．異型大動脈縮窄症のうち先天性のも

のも散見され3）’“’7），我々の2症例もその中に含まれる

が，このように胸部下行大動脈のほぼ全長におよぶも

のは文献上見られなかった．

　また偽性大動脈縮窄症においても動脈瘤を合併する

ことがあり，三井ら8）はその頻度は7％と報告してお

り，八百ら9）によると，本邦でもこれまでに16例の動脈

瘤を合併した偽性大動脈縮窄症の手術症例が報告され

ている．我々の症例は大動脈造影上一見それに似てい

るが，1969年にGayら1°）が報告した偽性大動脈縮窄症

の診断基準は，1）左上縦隔の異常陰影，2）上下肢間

の圧較差はないかあっても25mmHg以下，3）側副血

行路の発達がないこと，4）大動脈造影における動脈管

前後の屈曲蛇行の所見であり，我々の2症例における

上下肢間の圧較差は症例1で65mmHg，症例2で54

mmHgであり，その圧較差は屈曲等によって生じたも

のではなく，動脈瘤を合併した偽性大動脈縮窄症とは

明らかに異なるものである．

　大動脈縮窄症と大動脈瘤の合併はSkandalakis

ら11）によれば，5．0％とされ，位置については縮窄部の

中枢側32％，末梢側51％，大動脈以外17％に見られる

としているが，本邦では十数例の症例報告をみるのみ

である3）～6）12）一一21）．

　大動脈縮窄症における大動脈瘤の発生機序とし

て21）22），長期の高血圧による壁の脆弱化，心内膜炎，大

動脈炎等の感染による壁の脆弱化，先天的な動脈壁の

脆弱性などが挙げられている．我々の2症例では縮窄

部中枢側に動脈瘤を形成し，病理組織所見では中膜の

菲薄化が著明であったが，炎症所見は見られておらず，

また血液検査でも血沈，CRPは正常であり，本症例に

おける動脈瘤の発生原因は先天的な動脈壁の脆弱性に

縮窄部中枢側の軽度高血圧が加わったものと考えられ

る．

　異型大動脈縮窄症では縮窄の範囲が比較的長いもの

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第4号

が多いため，バイパスグラフトが多く用いられている

ようだが23），小児例では成長に伴う問題があり，グラフ

トの口径および長さ，術後のグラフトの屈曲蛇行の危

険性を考慮しなければならない．以上より我々はやや

大きめのグラフトを用いてPatch　Aorto－plastyを行

い，術後造影でもその拡大は良好であった．数井ら24）は

パッチグラフトを行った大動脈炎症候群の2例共に遠

隔期吻合部狭窄がみられたと報告している．我々の2

症例は大動脈炎症候群ではなく，術後31ヵ月及び17カ

月の現在経過は良好で，狭窄症状等は見られていない

が，今後も注意深い経過観察が必要だと考えている．

　　　　　　　　　　結　　語

　3歳および6歳男児の動脈瘤を合併したLong　Seg・

mental　Coarctationのまれな2症例に対する手術治

験を得たので報告した．

　本論文の要旨は第26回日本小児循環器学会（奈良）におい

て報告した．
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Surgical　Treatment　of　Long　Segmental　Coarctation　with　Aortic　Aneurysm

Kiyoshi　Iha，　Kageharu　Koja，　Yukio　Kuniyoshi，　Mitsuru　Akasaki，　Kazufumi　Miyagi，

　　　　Eiichi　Shinya，　Akira　Kusaba，　Noboru　Shiroma＊and　Yoshinobu　Goya＊

Second　Department　of　Surgery　and　Pediatrics＊，　Faculty　of　Medicine，　University　of　the　Ryukyus

　　We　operated　on　two　cases　of　long　segmental　coarctation　with　aortic　aneurysm．　Patients’age　were

three　and　six　years　old．　The　aortogram　showed　aortic　aneurysm　at　just　distal　of　the　left　subclavian

artery　with　long　segmental　coarctation　of　descending　thoracic　aorta　from　the　aneurysm　to　the

diaphragm．　The　pressure　gradient　of　the　coarctation　were　65　mmHg　and　54　mmHg　respectively．

Resection　of　the　aortic　aneurysm　and　patch　aortoplasty　were　done　on　two　patients．　Postoperative

aortogram　and　pressure　study　were　satisfactory．　Microscopic　finding　of　the　aneurysm　revealed

extremely　thin　medial　layer．
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