
日本小児循環器学会雑誌　9巻6号　794～799頁（1994年）

血管輪の7例　臨床像と血管再建術

（平成4年3月23日受付）

（平成6年3月7日受理）

九州厚生年金病院小児科1），同　心臓血管外科2），同　病理3）

上田　義治1）　東條　武彦1）　城尾　邦隆1）

瀬瀬　　顯2）　岩田　　康3）

key　words：血管輪，重複大動脈弓，右大動脈弓，左鎖骨下動脈起始異常，大動脈憩室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　過去10年間に7例の血管輪を経験した．6例は右大動脈弓と左鎖骨下動脈起始異常で左動脈管（索）

により完全な血管輪を形成していた．1例は重複大動脈弓であった．2例に完全型心内膜床欠損，1例

にファロー四徴症を合併していた．重複大動脈弓の症例は新生児から喘鳴があり，他の3例は胸部X線

写真での右大動脈弓，摂食困難，運動時の呼吸困難より診断した．

　5例に手術をおこなった．重複大動脈弓の症例は下行大動脈から左大動脈弓と動脈管を切離した．他

の2例は動脈管索を切離して血管輪を解除したが，1例は左鎖骨下動脈を左総頸動脈に吻合し，最近経

験した1例は左鎖骨下動脈を上行大動脈に吻合した．いずれも経過は良好である．異型鎖骨下動脈の動

脈硬化による圧迫症状の増強と，異型鎖骨下動脈切離術でのSubclavian　steal　syndromeの発生予防の

ためにも血管再建術は有効と考えられる．

　　　　　　　　　　はじめに

　大動脈には様々の発生異常が知られている．特に左

右大動脈弓またはそれから分岐した動脈が完全な輪を

形成し，気管と食道を取り巻き圧迫している病型では

様々の症状を呈する場合が多く“血管輪”と総称され

ている．私たちは過去10年間に7例の血管輪を経験し，

うち5例に外科的治療をおこなったので報告する．

　　　　　　　　　1．症　　例

　症例は生後1ヵ月から12歳までの7例（男4例，女

3例）である（表）．4例は問診と理学所見から血管輪

を疑い精査をおこなった．他の3例は心内奇形（完全

型心内膜症欠損2例，ファP一四徴症1例）に合併し

たもので，いずれも心臓カテーテル検査時に偶然発見

された．

　5例に手術をおこなった．1例は経過観察中であり，

1例は手術待機中に突然死した．

　〔症例1．K．H．男〕12歳時に駅伝やソフトボール練
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習時の呼吸困難を訴えて来院した．胸部X線写真上右

大動脈弓を認めたため血管輪を疑い，食道造影をおこ

ない，左上方に向かう後方からの圧迫像を確認し，血

管造影にて右大動脈弓，左鎖骨下動脈起始異常と確定

診断した（図1）．左鎖骨下動脈起始部には大きな憩室

を認めた，起始部に狭窄はみられなかった．憩室から

出ている動脈管索を切断した後に大動脈憩室の一部を

含んだ左鎖骨下動脈を大動脈弓から切離し上行大動脈

に吻合した（図2）．縫縮した憩室を含む下行大動脈は

食道の右後方に移動した．術後の血管造影では憩室は

縮小し，新たな左鎖骨下動脈再建部に狭窄はなかった

（図1）．食道造影では軽度の圧迫像は残っていたもの

の，自覚症状は改善した．

　〔症例2．OA．女〕生直後から喘鳴があり先天性喘

鳴として経過観察されていた．生後2ヵ月時に上気道

炎を契機に全身状態は悪化し，チアノーゼも出現した．

哺乳時には呼吸障害は増悪し，後弓反張位をとると喘

鳴は軽減していた．胸部X線写真で気管支の偏位を認

めず，大動脈弓は左右いずれとも判断しえなかった．

食道造影の正面像では右上と左下に，側面像では後方
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表1　症例

症例 初診年齢 性 初発症状 病型，心 内奇形，その他 手術，予後

1 12歳1ヵ月 男 運動時呼吸困難 右大動脈弓

左鎖骨下動脈起始異常

（一） 左鎖骨下動脈を上行大

動脈に吻合

動脈管索切離

2 日齢1 女 喘鳴

チアノーゼ

重複大動脈弓 （一） 左大動脈弓切離

左動脈管切離

3 1ヵ月 女 心雑音 右大動脈弓

左鎖骨下動脈起始異常

心内膜床欠損

下大静脈欠損

多脾症

死亡（7ヵ月）

4 日齢0 男 心雑音 右大動脈弓

左鎖骨下動脈起始異常

ファロー四徴症 動脈管切離

ファロー四徴症根治術

5 9歳6ヵ月 男 固形物摂取困難

易疲労

右大動脈弓

左鎖骨下動脈起始異常

（一） 左鎖骨下動脈を左総顕

動脈に吻合

動脈管索切離

6 日齢10 女 心雑音 右大動脈弓

左鎖骨下動脈起始異常

心内膜床欠損

肺動脈狭窄

動脈管開存，Down症

動脈管切離

7 2歳6ヵ月 男 心雑音 右大動脈弓

左鎖骨下動脈起始異常

（一） 経過観察

図1　1－1：症例1．術前大動脈造影：右大動脈弓と憩室を伴う左鎖骨下動脈起始異常

　を認める．1－2：症例1．術後大動脈造影：左鎖骨下動脈は上行大動脈から起始して

　いる．

からの特有の圧迫像を認め重複大動脈弓による血管輪

と診断した（図3），血管造影所見では右大動脈弓が優

位で，下行大動脈弓は左側であった．生後3ヵ月時に，

左大動脈弓と動脈管の下行大動脈からの切離手術をお

こない，呼吸障害は徐々に改善した．

　〔症例3，T．R．女〕生後1ヵ月時に心雑音を指摘さ

れ経過観察中であったが軽度の呼吸障害，体重増加不

良などを認め，生後7ヵ月時に心臓カテーテル検査を

おこない完全型心内膜床欠損，下大静脈欠損，奇静脈

結合，右大動脈弓，左鎖骨下動脈起始異常と診断した．

3週後，手術待機中，喘鳴，哺乳力低下を訴え来院途

上突然心停止を来し死亡した．剖検で上記心血管系の
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図2　症例1， 手術模式図：起始異常した左鎖骨下動脈を上行大動脈に吻合した，
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図3　症例2．術前大動脈造影：右大動脈弓が優位で

　下降大動脈弓は左側に認めた．

上行

、

異常（動脈管は左鎖骨下動脈から起始）および両側二

葉肺，多脾症を確認した（図4）．

　〔症例4．S．R．男〕出生時から心雑音と多呼吸を認

め，日齢18に当科へ入院しファロー四徴症と診断した．

その後も哺乳力不良，体重増加不良が持続し，離乳食

を嘔吐し，さらに側臥位後弓反張位をとることが多

かった，無酸素発作はなかった．生後6ヵ月時の心臓

図4　症例3．剖検写真：大動脈弓，起始異常の左鎖

　骨下動脈，動脈管索で作られた血管輪に気管と食道

　は囲まれ圧迫されている．

カテーテル検査でファロー四徴症，右大動脈弓，左鎖

骨下動脈起始異常と診断した．食道造影でも左上方に
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図5　症例5．手術模式図：起始異常した左鎖骨下動脈を左総頸動脈に吻合した．

向かう圧迫像を認めた．生後10ヵ月時に開心術（右室

流出路の異常筋肉の切除と心室中隔欠損のパッチ閉

鎖）をおこない，同時に左鎖骨下動脈から起始した動

脈管を結紮，切離して血管輪を解除した，術後には哺

乳，嚥下障害は完全に消失した．

　〔症例5．FT．男〕乳児期から喘鳴があり，5歳ま

でに肺炎で4回の入院歴がある，9歳8ヵ月に易疲労

感に加え，カレーの肉塊などの固形物が飲み込みにく

いという訴えで当科受診した．胸部X線写真で右大動

脈弓を，また食道造影で後方からの圧迫像を認めた．

血管造影所見から右大動脈弓，左鎖骨下動脈起始異常

と診断した．10歳0ヵ月に大動脈弓から大動脈憩室の

一部を含んだ左鎖骨下動脈を切離し左総頸動脈に吻合

した（図5）．憩室から起始した動脈管策の切離でそれ

まで食道を圧迫していた左鎖骨下動脈が後方にずれ圧

迫が軽減された．術後に諸症状は消失した．

　　　　　　　　　II．考　　察

　心臓大血管の発生初期には6対の大動脈弓がある．

正常では左4弓が大動脈弓となり，左6弓末梢側が動

脈管となる．左右4弓が残ると重複大動脈弓となる．

各種の血管輪はこの重複大動脈弓の一部分が消えたも

のと考えられている．

　本邦における血管輪の頻度は不明であるが，トロン

ト小児病院の統計では先天性心疾患の1％を占めてい

る1）．当科では心血管造影を施行した先天性心疾患児

1，400人中7名（0．5％）にこれを認めている．

　血管輪の手術例の各病型別の頻度について，欧米で

はいずれも重複大動脈弓例が最も多いが2）一一4），私たち

の症例では血管輪が主病変で手術した3例中1例のみ

が重複大動脈弓であった．

　重複大動脈弓は単独で存在することが多い．私たち

の症例も他の心内奇形の合併はなかった．また右大動

脈弓が優位で左側動脈管であった．血管輪の中でも重

複大動脈弓は臨床症状が最も強く，患児は反弓位を

とって気管への圧迫を和らげようとしていた．

　他の6例はいずれも右大動脈弓，下行大動脈弓また

は大動脈憩室から起始した左鎖骨下動脈起始異常で

あった．心内奇形を合併していた3例は乳児期に診断

し得たが，いずれも心内奇形の精査時に見いだしたも

のであった．一般に右大動脈弓，左鎖骨下動脈起始異

常は気管，食道への圧迫が軽度で，年長児になってか

ら発見されることが多い5）6〕．私たちの症例も運動時の

呼吸困難と易疲労感，嚥下困難を主訴に9歳および12

歳時に受診している．

　血管輪の診断には詳細な病歴聴取が最も重要であ

る．慢性の咳か喘鳴，呼吸困難，チアノーゼ，嚥下困

難，嘔吐などを訴えたら鑑別診断の一つに血管輪を考

えることである，呼吸困難は哺乳中に強くなり，後弓

反張位で軽快する．嚥下困難は離乳食開始後に明らか

になる．固形食ばかりではなく離乳食（流動食）の摂
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取状態，嘔吐の有無に関しての問診が重要である．以

上の症状に加えて胸部X線写真で右大動脈弓を認め

れぽ血管輪の疑いは濃厚である．まず食道造影をおこ

ない食道上部後方よりの圧迫像を確認する．乳児の場

合はシングルチューブを使用せず薄いバリウムを自乳

させ側臥位で観察することが重要である．確定診断は

血管造影所見により，同時に血管輪解除部位を含めた

手術情報についても検討する，断層エコーによる診断

法についても述べられているが7）8）S複大動脈弓を除

いては現時点での診断精度は低い．私たちも断層エ

コーで確診できた症例はなかった．

　異型鎖骨下動脈が食道を後方から圧迫し嚥下障害を

来しているとの考えから，血管輪の手術は1946年の

Gross9）の報告以来，異型鎖骨下動脈を結紮，切離する

ことが勧められてきた，しかし鎖骨下動脈の切離は側

副血行路が発達しているとはいえ上腕の血流の低下を

招き阻血症状を訴えることもあり，またSubclavian

steal　syndromeを来す危険性が残る．ゆえに私たちは

鎖骨下動脈の切離はしない方針である．また赤尾らは

喘鳴や嚥下困難は異型鎖骨下動脈が直接関与している

のではなく，主要心疾患の影響や上気道炎，誤嚥が関

与することもあり，頸動脈の起始形式によって嚥下困

難をきたすことも考えられるとしている，そして原則

として異型鎖骨下動脈の切離をせず，それよりも動脈

管の切離，食道狭窄部周囲組織の剥離および主要心疾

患の手術が大切であると述べている1°｝．

　7例のうち5例に手術をおこなった．いずれの症例

も動脈管，動脈管索を結紮，離断した．重複大動脈弓

例には左大動脈弓の切離をおこなった．心内奇形を伴

い乳児期に開心術を要した2例では動脈管の切離のみ

をおこなった．正中胸骨切開下の心内修復手術に際し

て左鎖骨下動脈を外科的に処置することは乳児期の開

心術では特に術式を煩雑にするため，動脈管の切離に

よる血管輪の解除のみをおこなった，

　左鎖骨下動脈の起始異常部分には憩室（Kommerel1’

sdiverticulum）を合併することがあり，食道への圧迫

が強いことがある11）12）．また後にaneurysmを形成す

るため，憩室の残存は高血圧発症時の破裂の危険性を

残す．したがって可能なら切除することが望まし

い12）】3）．また加齢とともに動脈硬化による血管の硬化，

拡大，屈曲により圧迫がさらに強くなる可能性がある．

そのため憩室の切除と併せて左鎖骨下動脈の再建を試

みた．1例は左総頸動脈へ吻合し，他の1例はサイド

クランプを用い血行を遮断せずに上行大動脈に吻合し
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た．左総頸動脈への吻合は血行の遮断を要し，また吻

合後の狭窄の可能性も残る．それらの危険性のない上

行大動脈への吻合は有用と考えられる．私たちの症例

ではいずれも術後の血管造影では吻合部狭窄はみられ

なかったが今後の経過観察は必要と考える．

　術後の食道造影で圧迫像が残っていることがある．

しかしこのような症例においても嚥下困難は改善して

いる14）．症例1でも左鎖骨下動脈の血管再建術後に圧

迫像が残っていたが，程度は軽度になっていた．食道

造影では圧迫の程度を厳密に評価することが困難なこ

ともある．今後はMRIの応用や術中の内視鏡の併用

によって長期間の圧迫による気管の変形や軟骨の形成

異常の評価をすることも重要と考える．

　他の合併心疾患がなく，再建術が可能な大きさの血

管の年長児であり，憩室の切除が望ましい症例では，

加齢による嚥下障害などの症状の悪化を予防する点か

らも私たちは血管再建術をおこなうようにしている．

　　　　　　　　　III．結　　語

　1．過去10年間に7例の血管輪を経験した．

　2．6例は右大動脈弓と左鎖骨下動脈起始異常，1例

は重複大動脈弓であった．

　3．重複大動脈弓は乳児期に喘鳴やチアノーゼなど

の症状が発現し重篤であった．

　4．心内奇形に合併する例は乳児期の血管造影施行

時に診断した、

　5．右大動脈弓と左鎖骨下動脈起始異常の2例はい

ずれもは年長児になってから症状が出現した．

　6．血管輪の診断には詳細な問診と胸写所見の検討

が最も重要である．

　7，5例に手術をおこなった．心内奇形に合併した乳

児例には動脈管の切離のみ，心内奇形をともなわない

年長児には左鎖骨下動脈を左総頸動脈または上行大動

脈に吻合した．
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Vascular　Ring：Analysis　of　Severe　Cases　Clinical　Features　and　Operative　Procedure
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　　　　Seven　patients　with　vascular　ring　are　reported　concerning　clinical　features　and　surgical

treatment．　Six　patients　had　right　aortic　arch　with　retroesophageal　left　subclavian　artery　and　left

ligamentum　arteriosum　or　patent　ductus　arteriosus．　One　had　double　aortic　arch．　Additional　cardiac

malformations　were　present　in　3　patients；in　two，　atrioventricular　septal　defect　and　in　one，　Tetralogy

of　Fallot．　Five　patients　were　treated　surgically，　In　the　patient　with　double　aortic　arch，　the　ring　was

released　by　division　of　left　ligamentum　arteriosum　and　the　left　arch　at　its　distal　end．　In　the　remaining

two　patients，　the　ring　was　released　by　severing　the　ligamentum　arteriosum　or　patent　ductus

arteriosus．　Hemodynamic　reconstruction　was　performed　in　two　cases；the　left　subclavian　artery　was

anastomosed　to　the　left　carotid　artery　and　in　the　other　case，　to　the　ascending　aorta．　The　latter　two

cases　have　been　doing　well　postoperatively．　Reconstruction　and　preservation　of　the　subclavian　flow

was　recommended　for　those　patients　with　aberrant　left　subclavian　artery　to　prevent　from　developing

so－called　subclavian　steal　syndrome．
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