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多数の主要大動脈肺動脈側副血行路を伴った

ファロー四徴兼肺動脈弁欠損の1例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　ファロー四徴兼肺動脈弁欠損に多数の主要大動脈肺動脈側副血行路を伴った稀な1例を経験した．症

例は日齢4初診の男児で生後3カ月で上記最終診断がなされた．児は乳児期より左右短絡による心不全

を呈し内科的・外科的治療に難渋した．ファロー四徴兼肺動脈弁欠損に主要大動脈肺動脈側副血行路を

伴った例は内外を通して報告がないと思われ，ここに報告する．

　　　　　　　　　　はじめに

　ファロー四徴兼肺動脈弁欠損はファロー四徴の約1

～ 4％に認められる比較的稀な合併奇形である．拡大

した肺動脈に気管気管支が圧迫されて生じる呼吸障害

が特徴的で，生後早期からこの症状が出現する例は予

後不良とされている1）2）．一方，主要大動脈肺動脈側副

血行路（以下MAPCA）はファロー四徴及びファロー

四徴兼肺動脈閉鎖に合併することがあり，その走行に

関していくつかの報告がなされている3）～6）．しかし

ファロー四徴兼肺動脈弁欠損にMAPCAが合併した

例は我々が調べ得た範囲内では内外ともに報告が見ら

れない1ト14）．今回，この稀な合併奇形を持つ症例を経

験したので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：日歳4，男児

　家族歴：母はタイ人．父は日本人．第一子．先天性

心疾患の家族歴は認めない．

　妊娠・分娩歴：妊娠中特記すべきことなし．40週6

日．3，050gで正常分娩にて出生．

　現病歴二生後まもなく心雑音を認め，近医新生児科

入院．ファロー四徴兼肺動脈弁欠損と診断された．ジ
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ギタリス，利尿剤投与にて管理され，日齢4にて当科

転院となった．

　入院時現症：体重2，990g．身長48．5cm．心拍数120／

分．呼吸数50～60／分．円錐動脈幹異常顔貌ではなかっ

た．軽度の努力呼吸を認めたが吸気呼気での差は認め

なかった．軽度のチアノーゼを認め，パルスオキシメー

ターによる末梢血酸素飽和度は90％であった．脈圧は

良好であったがbounding　pulseは認めず，血圧は

70／一（触診法）で上下肢差を認めなかった．心音は第

1音，第2音ともに充進し，第3音を聴取した．また，

胸骨左縁第3肋間中心にto－and－fro　murmurを聴取

した．呼吸音は清明であった．肝臓を右季肋下乳頭線

上lcm触知した．

　入院時検査所見二胸部X線；心胸郭比67％と心拡

大を呈し，左第2，3弓の拡大を認めた．肺血流増多

を認めた（図1）．心電図；洞調律．右軸偏位，右室肥

大，右側胸部誘導での高いP波を認めた（図2）．心エ

コー検査；両心室では等圧で大動脈の両心室への騎乗

を認めた．膜様部近傍から右室流出路へ伸展した心室

中隔欠損を認めた．漏斗部狭窄が認められた．肺動脈

弁輪部に相当する部位は径6mmとさらに狭窄してお

り両側から小突起の張り出しがありこの部に可動性を

認めなかった．カラードップラーにてこの部を両方向

性に通過する血流を認め，順行性血流は最大3．2m／s
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図1　日齢4人院時の胸部X線正面像
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図2　入院時心電図
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であった．その先に続く中心肺動脈及び左右主肺動脈

は著明な拡大を認めた．右側大動脈弓であり，大動脈

弓狭部から肺動脈へ蛇行する血管を認めた．下行大動

脈の拡張期逆流を明瞭に認めた．軽度の心房間交通を

認めた．染色体検査；22番染色体長腕11の欠失は認め

なかった．

　以上より入院時はファロー四徴兼肺動脈弁欠損兼動

脈管開存と診断した．

　入院後経過：呼吸障害の進行は緩徐であったが生後

2週以降，呼吸数が70～80／分と増加傾向が認められ

た．日齢25にて心臓カテーテル検査を施行した．

　（第1回心臓カテーテル検査）：表1に測定結果を示

す．右室造影で肺動脈弁輪に相当する部分は狭窄して

おり直径6mmで両側から小突起の形成が認められ交

通部の直径は2mmであった．この部に可動性は認めな

日小循誌　11（5），1995

表1　第一回心臓カテーテル検査

部　位 圧（mmHg） 酸素飽和度（％）

ヒ大静脈 （2） 55

右房 a＝7，v二5（2） 88

下大静脈 （3） 69

右室 75だ，EDP4 89

肺動脈 ＊ ＊

左房 a＝5，v＝7（3） 99

肺静脈 （4） 99

左室 75／一，EDP3 ］00

大動脈 86／33（58） 92

左室拡張末期容積 13．8ml（正常比197％）

右室駆出率 59％

右室拡張末期容積 10．5ml（正常比144％）

PA　index 496

＊カテ入らず未測定

かった．その先に連続して中心肺動脈を認め，それか

らの左右分岐も正常だった．左右共に最大径14mmと

著明な拡大を認め，気管支を圧迫していた（図3）．こ

の肺動脈は胎生期の第VI弓と考えられた．肺動脈には

カテーテルが挿入困難で，肺動脈圧は測定できなかっ

た．順行性大動脈造影にて，左鎖骨下動脈から肺動脈

へ走行する血管を認め，左動脈管と考えた．以上より

診断は，ファロー四徴兼肺動脈弁欠損兼動脈管開存兼

心房中隔欠損兼右側大動脈弓とした．

　生後2カ月時に心内修復術を予定した．

　（第1回手術）：人工心肺に移行する際に，体静脈還

流が動脈拍出量の10％に低下し，肺静脈・肺動脈から

多量の血液逆流を認めた．このため，中心肺動脈から

左肺動脈にかけ切開して肺動脈内から体肺シャントを

探したが認められなかった．十分な体循環が保てない

ため心内修復術は中止し，主肺動脈から左右肺動脈に

かけて縫縮術のみを行った．

　術後も心不全が持続し，生後3カ月時に，再び心臓

カテーテル検査を行った．

　（第2回心臓カテーテル検査）：逆行性大動脈造影を

行った．動脈管が通常起始する位置より下部の胸部下

行大動脈から左右肺上葉へ2本ずつ，横隔膜レベルの

下行大動脈から左肺下葉へ3本，腹部大動脈から右肺

中下葉，左肺下葉へ数本ずつの血管が認められた（図

4）．それぞれの血管は下行大動脈から直接起始し，左

右肺内で左右主肺動脈の末梢血管と合流していた．ま
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　　　　　　図3　日齢25，第1回心臓カテーテル検査での右室造影

A：右室流入路造影・正面像，B：右室流入路造影・側面像，　C：右室流出路造影・正

面像，D：右室流出路造影・側面像，白矢印：肺動脈弁輪相当部を示す，黒矢印：肺動

脈の気管支圧迫を示す．

灘

図4　生後3カ月，第2回心臓カテーテル検査での逆行「生大動脈造影（いずれも正面像）

　A：左鎖骨下動脈造影，B：胸部大動脈造影，　C：胸部大動脈造影（Bより腹側で），

　D：腹部大動脈造影
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たそれぞれ正常の肺葉分画と一致した領域を環流して

いた．従ってこれらの血管をMAPCAと診断した．

従って最終診断は，ファロー四徴兼肺動脈弁欠損兼主

要大動脈肺動脈但幅U血行路兼心房中隔欠損兼右側大動

脈弓とした．カテーテルを選択的に挿入できた血管は

1本のみにとどまり，コイルによる塞栓術は断念した．

　肺血流のコントロールは内科的治療では難しく，

MAPCAの結紮とBlalock－Taussig　shuntの設置を

生後4カ月時に予定した．

　（第2回手術）：左開胸にて認められたMAPCA　11

本の結紮とBlalock－Taussig　shunt（4mm　EPTFE

Graft）の設置を行った．　MAPCAは，内胸動脈から起

始し左肺上葉に達する血管が2本，胸部下行大動脈か

ら起始し左肺下葉へ達する血管が3本，腹腔から横隔

膜を貫いて左肺下葉へ達する血管が8本であった．

　術後，左肺血流は著明に減少したが，右肺血流増多

が進行し，生後5カ月でRSウイルス感染を契機に呼

吸不全となり人工呼吸管理を必要とした．生後6カ月

の現在も人工呼吸管理中である．

　　　　　　　　　　考　　察

　ファロー四徴兼肺動脈弁欠損の合併奇形について

我々が調べ得た範囲では，右側大動脈弓，心房中隔欠

損，左主肺動脈欠損，左右主肺動脈の大動脈からの起

始，両側上大静脈，複数の心室中隔欠損が報告されて

いる1）2）7｝”v9）．また動脈管の欠如が頻繁に認められると

されている1°）11）．しかし，我々が調べ得た限りでは

MAPCAの合併は報告されていない．

　一方，ファロー四徴兼MAPCAあるいはファロー四

徴兼肺動脈閉鎖兼MAPCAの報告を見ても肺動脈弁
欠損については記載されていない1）“－5）1’）．

　本症例の診断について．心血管造影及び心エコー所

見はファロー四徴を満たすものであった．肺動脈弁輪

部はhypoplastic　pulmonary　valve　annulusであり，

肺動脈弁はrudimentary　tissueあるいはmere
myxomatous　nubbinsと記載されている12）13）．また肺

動脈弁輪部でのto－and－froにより低圧系である中心

～左右主肺動脈部の拡大が生じるとされている2）’°）．

本症例でも弁輪部狭窄を認め，弁輪部に付着する組織

を認めた．右室造影及び心エコーでこの組織は可動性

がなく，心エコーでこの部で両方向性の血流を認め，

弁としての機能は全く失われていた．カテーテルは肺

動脈に挿入できなかったため肺動脈圧を測定できな

かったが，心エコーで肺動脈弁輪部の順行性血流速度

から計算すると圧較差は40mmHgあり肺動脈は低圧

日本小児循環器学会雑誌　第11巻　第5号

だったと考えられる．以上より，ファロー四徴兼肺動

脈弁欠損と診断した．一方，MAPCAの多くは胸部下

行大動脈から起始するがまれに腹部大動脈からも起始

するものがあるとされている14）．また肺内で肺動脈に

合流するが肺動脈分岐形態は肺葉に沿って正常である

点で肺分画症と鑑別できる．従って本症例の異常血管

をMAPCAと診断した．

　本症例の血行動態について．ファロー四徴兼肺動脈

弁欠損では拡大した肺動脈に気管枝が圧迫されて閉塞

性呼吸障害が生じるとされている．本症例では呼吸障

害の程度は軽度であった．門間らは実験的に作り出し

たファロー四徴兼肺動脈弁欠損の胎生期のratの心内

構造を検討し，肺動脈弁輪狭窄と肺動脈拡大とは逆相

関するとしている11）．本症例は心血管造影・心エコー結

果より，すでに報告されている症例の中では，肺動脈

拡大は高度でなかった．肺動脈狭窄が比較的強く，そ

のために肺動脈拡大が抑えられ，呼吸障害が前面にで

なかったと思われる。一方，カテーテル時に肺動脈に

カテーテルが挿入できなかったため肺体血流比は計算

できなかったが，左室容積は通常のファロー四徴に比

し著しく大きく多量の左右シャントを反映していると

考えられる．これらの点から，右室からの順行性血流

の増加よりも多量のMAPCAの合併によって，肺血流

増多を引き起こし心不全となったと考えられる．

　以上，MAPCAの合併により多量の左右短絡で心不

全となり早期の外科治療を必要としたファロー四徴兼

肺動脈弁欠損の1例を報告した．

　稿を終えるにあたり，患者さんを紹介していただいた旭

中央病院新生児科，藤森　健先生に深謝いたします．
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　　　　　　　　　　　　Kozo　Matsuo＊，　Tadashi　Fujiwara＊and　Hiroo　Niimi＊＊

Division　of　Pediatric　Cardiology　and　Cardiovascular　Surgery＊、　Chiba　ChidrelTs　Hospital

　　　　　　　　　Departlnent　of　Pediatrics，　School　of　Medicine，　Chiba　University’＊

　　　　In　an　infant　with　tetraloy　of　Fallot　with　absent　pulmonary　valve，　angiograms　showed　many

major　aortopulmonary　collateral　arteries　originating　from　the　thoracic　and　abdominal　descend－

ing　aorta．　This　unusual　anatomical　arrangement　complicates　medical　and　surgical　treatment．
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