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PDA接合部に発生するnonconfluent又は中心肺動脈狭窄を伴う

単心室症の肺動脈形態の外科的診断
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　動脈管（PDA）接合部に生じる中心肺動脈狭窄又は中心肺動脈閉鎖を伴う単心室症の肺動脈造影から

PDA接合部の肺動脈の形態と肺動脈形成術における外科的診断の重要性について検討した．対象は自然

発生した中心肺動脈病変のある右室性単心室の4例と両大血管右室起始症と左室低形性を伴うもの，お

よび房室錯位を伴う両大血管右室起始症が各1例である．年齢は1例を除き生後平均1．5ヵ月であった．

中心肺動脈狭窄は2例に見られ，中心肺動脈閉鎖は4例に認めた．このうち2例は第4～第6大動脈鯉

弓の発生異常による両側PDA（BDA）と中心肺動脈の欠損症であった．中心肺動脈病変のある4例は

PDA接合部側の肺動脈に狭窄病変を認め，このうち3例はPDA組織の肺動脈内への増殖陥入が病変発

生の原因であった．中心肺動脈の狭窄はPDA接合部を頂点とする喫型像を示し，狭窄側肺動脈の断面積

は対側肺動脈の平均29．2％と低形成であった．BDAも肺動脈接合部の狭窄と両側肺動脈の低形成を

伴っていた．肺動脈閉鎖症を伴う中心肺動脈の狭窄病変はPDA接合部に最狭窄部があるため，一期的肺

動脈形成術は体外循環が必要である．短絡手術を選択する症例ではPDAが接合する狭窄側肺動脈の血

流減少による低形成やnonconfluent　PAの発生などの病変の進行に注意が必要である．

　　　　　　　　　はじめに

　単心室症に見られる左右非交通性肺動脈
（nonconfluent　PA）又は中心肺動脈狭窄は，不均衡で

低形成な肺動脈の発育を伴うことが多く根治性に重要

な意味を持っている．この疾患群の多くは肺動脈閉鎖

症と共通房室弁などを伴う右室性単心室でありD，根

治手術であるFontan手術を安全に行うためには均等

肺動脈発育と低肺血管抵抗を目指した肺動脈形成術が

必要になる2）．肺動脈形成術には狭窄性病変の部位と

肺血流を維持する動脈管（PDA）との関係や狭窄解除

の必要な肺動脈の形態の把握が必要である．この疾患
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群には短絡手術後の肺動脈の変形，狭窄も同様に扱わ

れるが，病態を明確にするために自然発生した中心肺

動脈の狭窄性病変の肺動脈造影所見と外科治療上の形

態診断の重要性について検討した．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は当科で手術を行った最近3年間の先天性心疾

患の内の6例である，疾患は共通房室弁（CAVV）を

伴う右室性単心室（SRV）が4例と房室錯位を伴う両

大血管右室起始症（DORV）および左室の低形性を伴

うDORVが各1例であった（表1）．初回造影検査時

の年齢は症例2のみが9歳と高年齢であったが，他の

5例は生後4日から3，5ヵ月（平均1．5ヵ月）であった．

肺動脈造影は正面像，側面像およびcranio－caudal像

の延べ25方向で，次の形態的評価を行った．1）
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表1　研究対象と結果

症例 年齢 体重 診　　　　　断 肺動脈狭窄形態 手術法 経過

1 2m 4．000g SRV，　CAVV，　PA NCPA BT→PL 生

2 gy 28kg DORV，　hypoplastic　LV，　PA NCPA PL 生

3 3．5m 5．600g SRV，　CAVV，　PS CPAS PL 生

4 4d 3．300g SRV，　CAVV、　PS CPAS BT→PL 生

5 18d 3．394g SRV，　CAVV，　BDA CPAD，　NCPA PL 死

6 1．5m 2．98⑪9 SRV，　CAVV，　BDA CPAD，　NCPA LA・V，　BLS 死

SRV；single　RV，　CAVV；common　AV　valve，　PA：pulmonary　atresia，　PS：pulmonary　stenosis，　BDA：

bilateral　persistent　ductus　artriosus，　CPAS：central　pulmonary　artery　stenosis，　NCPA：nonconfluent

pulmonary　artery，　CPAD：centra1　pulmonary　artery　defct，　BT：Blalock・Taussig手術，　PA：PA　plasty，

LA－V：left　atrium　vertical　vein　anastomosis，　BLS：bilateral　shunt

nonconfluent　PA又は中心肺動脈狭窄の区別，2）肺動

脈主幹部の有無，および肺動脈弁性狭窄の有無，3）

PDAと肺動脈狭窄の位置関係，4）狭窄部肺動脈の形

態，5）肺動脈サイズ（PA－index：Mm2／m2）3）さらに，

6）外科治療と手術所見などについて検討した．検査時

の臨床像では症例2と3は低酸素血症による呼吸速迫

が認められれ，症例6には肺静脈閉塞による多呼吸が

見られた．症例4にはカテーテル検査の後にPDAの

狭窄による症状の増悪が生じたので緊急Blalock’

Taussig手術を行った．両側PDA（BDA）の2例と中

心肺動脈狭窄のあった症例4はPGE1投与下に造影を

行った．

　　　　　　　　　　　結　　果

　1）造影上4例（症例1，2，5，6）にnonconfiuent

PAを認めこのうち症例5と症例6はBDAを伴う中

心肺動脈欠損であった，他の2例（症例3，4）には

表2　肺動脈サイズおよび主肺動脈の形態など

症例 PaO2 PAI PDA側肺動脈
　　サイズ

主肺動脈 大動脈弓

1 27 291 21％ 痕跡閉鎖 右

2 30 67 40％ 痕跡閉鎖 右

3 34 121 21％ 有：高度狭窄 右

4 27 177 35％ 有：高度狭窄 左

5 35 70 100％ 欠損 右

6 21 90 100％ 欠損 左

Pao2；動脈血酸素飽和度；mmHg

PAI：PA・lndex；mm2／m2

PDA側サイズ：PDA側肺動脈の断面積の対側に対する
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図1a　症例1：生後2ヵ月の大動脈造影で巨大なPDAを介して左右肺動脈が造影される．湾曲し

　たPDAは左から右に向き左肺動脈に接合するが，接合部で狭窄が認められる．

図1b　症例1の短絡後1ヵ月の短絡造影，左右肺動脈は連続性を失っている，PDA接合部を頂点と

　する喫型の狭窄像を示す．
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中心肺動脈狭窄を認めた．2）6例中2例（症例1，2）

に肺動脈閉鎖症を認め，他の2例（症例3，4）は極

めて高度な肺動脈弁狭窄を示した．中心肺動脈欠損の

2例を除く症例1～4のうち肺動脈主幹部の存在を認

めた2例では肺動脈閉鎖に近い高度の肺動脈弁狭窄を

示した．他の2例では肺動脈主幹部の痕跡を認めたが

管状閉鎖を示した（表2，図1）．3）中心肺動脈病変

のある症例1～4の狭窄は全てPDA接合側の肺動脈

に発生した．短期間の進行性のPDA閉鎖傾向は症例

4に見られたが，他はPDAの高度狭窄が2例，中等度

狭窄が1例に見られた．PDAは大動脈弓と同側の肺動

脈に接合しており，この結果3例の狭窄病変が左肺動

脈に，1例は右肺動脈に生じた．4）nonconfluent　PA

を含む中心肺動脈病変はPDA接合部で最も狭小にな

り中心肺動脈はPDA側に引き寄せられた模状の狭窄

表3　PDAと肺動脈の関係

症例 PDA狭窄 狭窄部 PDA
接合部

低形成
肺動脈

cone頂点の接続
する肺動脈側

1 狭小 右肺動脈 ← ← ←

2 狭小 右肺動脈 ← ← ←

3 狭小 右肺動脈 ← ← ←

4 進行閉鎖 左肺動脈 ← ← ←

5 狭窄 両側肺動脈 両側 なし なし

6 狭窄 両側肺動脈 両側 なし なし

←　左に同じ

cone　中心肺動脈の狭窄病変の切れ込む頂点

像として認められた（表3，図L　2）．中心肺動脈の

狭窄像はPDAの湾曲の延長線上に模状の陰影として

認められた（図2a，　b）．　BDAの左右肺動脈間距離は25

および28mmであり中心肺動脈の最狭窄部径は0～2
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図2a　症例2　右肺静脈からの逆行性肺動脈造影，右肺動脈中枢がわずかに造影され

　る，

図2b　同症例のPDA経由の左肺動脈造影，　PDAの接合部を頂点に左肺動脈はつり

　上がった模状の狭窄像を示し，左右肺動脈は非交通性である．

図2c　症例3のPDA経由の右肺動脈造影，カテーテルの湾曲はPDAの湾曲を示す．

　PDAの接合部で右肺動脈に狭窄像を認める．主肺動脈は高度な狭窄を有する．
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図3　症例5の大動脈弓造影による両側肺動脈造影

　像，PDAの接合部に狭窄像を認める，左右肺動脈は

　細いが，肺内肺動脈に狭窄像はない．右PDAは無名

　動脈付近の異常血管から起始，左PDAは大動脈弓

　直下から起始する．

mmであった．症例1～4のPA－indexは90～291
mm2／m2（平均164mm2／m2）で，狭窄病変側肺動脈の

遠位肺動脈の肺動脈断面積は対側肺動脈の21～40％

（平均29．2％）と極めて低形性であった（表2，3，図

1，2）．BDAは大動脈弓同側の無名動脈起始部から

起始するPDAが同側肺動脈に，大動脈弓直下から起

始するPDAが大動脈弓と反対側の肺動脈に接続した

（図3）．2例のBDAのPA－indexは70および90mm2／

m2と低形成であるが左右差はなかった．　BDAの4本

中3本に肺動脈接続部に狭窄を認め，かつ上大静脈に

還流する総肺静脈還流異常を伴っていた．症例6は垂

直静脈の狭窄による肺静脈狭窄症を示した．5）症例1

が短絡手術4ヵ月後にPDA接合部でnonconfiuent

PAを生じたことから（図1）中心肺動脈に病変が強い

場合はPDA接合部を含む肺動脈形成術を第一選択と

した．症例1～5には肺動脈形成術と短絡手術を行っ

た．（一期的肺動脈形成術と短絡手術3例，二期的肺動

脈形成術2例），症例6には肺静脈狭窄を伴う総肺静脈

還流異常の修復を含む両側短絡手術を行った．症例1

と緊急手術で非狭窄側肺動脈に短絡手術を行った症例

4の2例以外の肺血流はPDA依存性であるため，一

期的肺動脈形成術には体外循環補助が必要であった．

先行する短絡吻合部の変形狭窄を生じたものはなかっ

た．手術死亡はBDAの2例であった．1例は肺静脈閉
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図4　症例3の肺動脈内のPDA組織陥入部；肺動脈

　内腔に陥入した組織は（←で示す部分）紡錘状の好

　塩基性cytoplasmaを有するmucoid様組織であ
　る，

塞病変による肺高血圧で他の1例は肺血流の不足によ

り失った．中心肺動脈に病変のある4例中3例の手術

所見からは，主にPDAの外蛮側内腔から肺動脈内へ

侵入する増殖組織の陥入部に狭窄を認め，これは造影

所見と一致した．しかし，他の1例には明らかなPDA

組織の陥入を認めなかった，肺動脈内腔の組織は紡錘

状の好塩基性cytoplasmaを有するmucoid様組織で

あった（図4）．BDA組織も肺動脈に流入する部分で

脆弱な組織となっておりPDAの内膜組織と同様の所

見を示した．現在，生存例は4例でFontan手術を待機

して経過観察中である．

　　　　　　　　　　考　　案

　中心肺動脈狭窄又はnoncon廿uent　PAを伴う先天

性心疾患は肺動脈閉鎖症に多く認められ，
nonconfluent　PAと肺動脈閉鎖症を伴うものは先天性

心疾患の5～11％とされる1）4）5）．この疾患群では不均

衡な肺血流が左右肺動脈の不均等な発育を助長するこ

とがある．特に単心室では多くの場合Fontan手術を

根治手術とするため低年齢の内に十分に発育した低い

肺血管抵抗が不可欠で，姑息的肺動脈形成手術が必要

である2）．自然発生する中心肺動脈の狭窄病変の原因

はPDA組織の肺動脈内陥入とされる．血行動態的に

は肺動脈閉鎖症でも肺動脈主幹部が存在している場合

には順行性の血流が存在していた時期があると推測さ

れておりPDA組織の肺動脈内陥入の発生頻度は低い

と言われてきた6）．nonconfluent　PAの発生も，主肺動

脈の血流が肺動脈心室と順行性の交通を有する場合は

その頻度が低く，このような場合のnonconfiuent　PA

の発生原因の多くは短絡手術に生じる肺動脈の変形で
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ある6）7）．しかし，痕跡程度の主肺動脈は胎生早期から

順行性血流は途絶えていると考えられ8）nonconfluent

PAもPDA内腔に増殖する組織の肺動脈への陥入部

位に発生しやすいと考えられる9）1°）．中心肺動脈の狭

窄変形はいわゆる末梢性の肺動脈狭窄と異なり主肺動

脈と左右肺動脈の間のPDA接合部に生じるが，狭窄

はPDA組織と近接しているだけでなくPDA組織の

陥入のない側の肺動脈には生じないとされている’），

しかし，症例4に見られたようにPDA接合部の肺動

脈狭窄であってもPDA組織の肺動脈内陥入はなく，

閉鎖したPDA組織のconstrictionによるつり上がり

現象が原因と考えられる症例もある11）．いずれにして

も今回の結果では中心肺動脈狭窄は全例PDA接合側

に認められたことが特徴である．Edwardは1948年に

肺動脈にも大動脈縮窄症の発生原因と同様の現象が生

じ得ると推測した12）．PDA接合部における肺動脈狭窄

は急速な血流による線維性組織の発生によるという機

序13｝に加え胎生期の内皮細胞やPDA組織の遺残によ

るconstrictionによることがあると言われる
が1）14）一’16），PDA内の血流速度は湾曲の外側ほど早い可

能性があり，このPDAの湾曲の外側が接する肺動脈

付近にPDA組織の陥入が発生しやすいことも考えら

れる．このような場合，肺動脈閉鎖症を伴えば順行性

血流の欠如がPDA組織の陥入部位のconstrictionを

助長することも考えられる．乳児期早期のPDA接合

部の肺動脈閉塞はPDA組織のconstrictionによる可

能性もあり，この場合の造影所見では狭窄像はPDA

接合部とその対側肺動脈に切れ込みを示す模状陰影を

している16）．肺血流減少性の単心室症には左右肺動脈

のサイズが異なる場合が多いが6）7），この研究でも肺動

脈狭窄の遠位側は明らかに低形成であった．この肺動

脈低形成の原因は肺動脈内の弾性組織がPDA組織に

置き替わることによって生じるとされる17）．肺動脈閉

鎖症の60％にPDA接合部で肺動脈狭窄が認められ，

狭窄部の遠位側肺動脈は対側の20％以上の低形成を伴

うが6）7｝，必ずしも肺動脈形成術を必要とするものでは

ない．

　理論的にサイズの小さい側の肺動脈に短絡手術を行

うことがある．この時，対側肺動脈にPDA接合部の肺

動脈狭窄が存在している場合には短絡側肺動脈のみが

肺血流を受けやすく非短絡側が未発達になる可能性が

あることに注目する必要がある6｝．肺動脈形成手術法

は，短絡手術を先行させて体外循環を用いずに行うこ

とも出来る18）．しかし，一期的肺動脈形成術は体外循環
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下にPDA組織の接合部肺動脈狭窄を十分に拡大，も

しくは切除して形成する必要がある．短絡手術後，肺

動脈閉鎖症などでは比較的早期にPDA接合部で
nonconfluent　PAが生じることもある．狭窄部の残存

組織による再狭窄の発生もあるため新生児，乳児期の

体外循環が比較的安全な現在，我々は，PDA側肺動脈

の十分な狭窄解除と短絡手術の同時手術を選択する方

針である．この点からもnonconfluent　PAまたは中心

肺動脈の位置を正確に診断することは補助手段の必要

性や到達法など外科治療上極めて重要なことである．

年長児の肺動脈形成術または短絡術後の肺動脈発育は

不十分であり，Fontan手術の成果も十分でない19）．こ

のためnonconfluent　PAや中心肺動脈を伴う症例で

は早期の肺動脈形成を伴う姑息手術が必要であると考

えられる．この時肺動脈形成に用いるパッチの変形を

防止するために適正量の短絡が必要であるが，右室性

単心室では過大な短絡量は房室弁の逆流を助長しやす

いので注意が必要になる．BDAを伴うnonconfluent

PAは第6大動脈鯉弓の中枢側発生初期の消退もしく

は無形成で，両側の肺動脈はPDAを形成する第6大

動脈鯉弓の末梢部より起始する極めて稀な例であ

る2°）一一22）．この場合主肺動脈の形成はなく両側肺動脈の

血流は個別にPDA依存性となる．　BDA　e＃　一般に

PGE1の投与下に検査，手術を行うことが多いが，この

疾患でもPDA接合部肺動脈は高度の狭窄が多く，接

合部の組織は極めて脆弱なため健常な肺動脈壁の部位

診断が吻合部位選択に重要である．又，総肺静脈還流

異常を伴うことが多く肺静脈の閉塞性病変の有無の診

断が手術法と時期選択の要点である．近年の心エコー

検査法は肺動脈の形態診断を可能にしつつあるが，現

時点での外科治療のための厳密な形態診断には肺動脈

造影が必要である．多くの場合PDA経由の肺動脈造

影で的確な診断が可能であったが，nonconfluent　PA

では非連続部の正確な診断には経肺静脈性の逆行性肺

動脈造影も効果的である．この疾患群の外科治療の成

績は未だ十分に明らかでないが，可能なかぎり低年齢

で根治手術を行うために，我々は今後手術法と肺動脈

の発育を中心に成績の観察と報告を重ねて行く方針で

ある．
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Assessment　of　Juxta　Ductal　Pulmonary　Arterial　Morphology　in　Patient　with　Univentricular

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Heart　for　Pulmonary　Artery　Reconstruction

Seimei　Nakae，　Satoshi　Hiraishi，　Masaaki　Kawada，　Katsuhiko　Tanaka，　Shingo　Kasahara，

　　　　　　　Atsushi　Shimada，　Atsushi　Kurata，　Munehiro　Hayashi，　Yoshie　Yamashita，

　　　　　　　　　　　　　　　　Hitoshi　Misawa，　Hamao　Hirota　and　Akira　Ishihara

Department　of　Cardiovascular　Surgery　and　Pediatrics，　Kitasato　University　Hospital，　Schoo1　of　Medicine

　　　We　evaluated　the　morphology　of　a　stenotic　or　nonconfluent　central　pulmonary　artery　with

pulmonary　angiographic　findings　for　surgical　reconstruction　suitable　for　Fontan’s　criteria．　Patients　in

this　study　had　four　right　ventricular　types　univentricular　heart，　one　patient　had　a　double　outlet　right

ventricle　with　hypoplastic　left　ventricle　and　another　one　patient　had　a　double　outlet　right　ventricle　and

atrio－ventricular　discordance．　The　average　age　of　the　patients　was　1．5　months　except　for　one　9－year－old

boy．　Two　of　six　patients　had　central　pulmonary　stenosis　and　the　other　four　had　nonconfluent

pulmonary　arteries．　Two　of　the　latter　four　patients　had　bilateral　ductus　arteriosus　with　an　absence　of

central　pulmonary　artery　due　to　a　combination　of　fourth　to　sixth　branchial　arch　anomalies．　Surgical

findings　revealed　that　central　pulmonary　artery　obstruction　or　nonconfluent　pulmonary　artery

occurred　where　ductal　tissue　migration　had　been　observed　in　three　of　the　four　patients．　This　study

revealed　that　there　was　no　stenosis　of　the　pulmonary　artery　contralateral　to　the　ductus　in　this　series，

and　angiographic　findings　in　these　patients　demonstrated　that　a　cone　shaped　juxia　ductal　obstruction

had　developed　at　the　pulmonary　artery　adjacent　to　the　ductus　arteriosus．　Retraction　toward　the　ductus

by　constriction　of　the　ductal　tissue　or　migration　of　parenchymal　cells　at　the　juxta　ductal　pulmonary

artery　might　be　the　cause　of　this　phenomenon．　These　findings　were　observed　both　in　patients　with

truncal　atresia　and　in　patients　with　severe　pulmonary　valve　stenosis．　ln　all　patients　except　those　with

bilateral　ductus　and　absent　central　pulmonary　artery，　we　found　diffuse　hypoplasia　of　the　pulmonary

artery　at　the　side　of　the　juxta　ductal　stenosis　which　reduced　adequate　pulmonary　blood　flow．　The

average　size　of　the　cross　sectional　area　of　the　branch　pulmonary　artery　on　the　juxta　ductal　side　was

only　29．5％compared　to　that　on　the　contralateral　side．　Our　results　also　indicated　that　nonconfluent

pulmonary　artery　often　occurred　in　patients　who　underwent　systemic　to　pulmonary　shunt　with　juxta

ductal　pulmonary　stenosis．　When　central　pulmonary　artery　obstruction　is　suspected　on　an　echocar－

diographic　finding，　pulmonary　angiography　should　be　performed　to　define　the　anatomical　relationship

between　the　stenotic　lesion　and　the　ductus　prior　to　surgery，　in　particularly　when　primary　pulmonary

artery　reconstruction　is　scheduled　under　cardiopulmonary　bypsss．

Presented by Medical*Online


	0551
	0552
	0553
	0554
	0555
	0556
	0557



