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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　新生児期に，急激な心不全・腎不全の出現を認め，外科的治療を施行後救命し得た大動脈弓離断症2

例を経験した．診断には，断層心エコー図および梼骨動脈造影が有用であった．大動脈弓離断症と診断

後，強心剤・利尿剤の使用に加え，prostaglandin　E1とdobutamineの併用を試み，臨床症状の改善を認

めた．1例に分割的手術を，他1例に一期的根治術を試み経過良好である．大動脈弓離断症に対して，

断層心エコー図および梼骨動脈造影により，敏速かつ正確な診断の後に，prostaglandin　E1のような内科

的治療により一般状態を改善させ手術に臨むことが，手術成績を向上させる要因と思われた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　大動脈弓離断症の大多数は，新生児から乳児早期に

かけ，重篤かつ急激な心不全のみならず腎不全の出現

を認め，予後の極めて不良な先天性心臓病の1つであ

る1）．そのため本疾患は，新生児期に外科治療を必要と

する疾患でもある．最近，断層心エコー図2）～ηおよび梼

骨動脈造影8）で，より早期に確定診断が可能となり，さ

らに心不全・腎不全に対してprostaglandin　E1の投与

により一般状態を改善させた後，より良い状態で外科

治療を行うことが出来るようになった9）‘’16）．しかし本

疾患に対する根治手術の成績は，現在まだ十分に満足

できるものとは言えない15）～17）．私達は，20生日と23生

日に急激な心不全および腎不全を来し，断層心エコー

図ならびに梼骨動脈造影で本疾患と診断し，直ちに

prostaglandin　E、ならびにdobutamineを用い，一般

状態を改善させたのち，1例に分割的手術18）19）を，他1
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例に一期的根治術を施行し救命し得た2例を経験した

ので，診断および治療上の問題点につき検討を加え報

告する．

　　　　　　　　　　症例報告

　症例1：S．0．女児．

　家族歴：特記すべきことなし．

　現病歴：妊娠時，特に問題なし．在胎41週正常自然

分娩で出生．生下時体重は，3，325gで特に異常は指摘

されなかった．早期新生児期，特に問題なし．17生日，

一 回の少量の口区吐を認めたが一般状態は悪くなかっ

た．20生日に頻回の日区吐，下顎呼吸，全身チアノーゼ

を認めたため某病院に緊急入院となる．22生日，心雑

音は認められなかったが心不全・腎不全および呼吸不

全のため先天性心臓病を疑い当病院へ転院となる．

　現症：入院時体重は3，364g，全身の硬性浮腫を認め

た．differential　cyanosisは不明瞭であった．上肢の脈

拍は良く触知するが，下肢の脈拍は微弱であった，聴

診上，胸骨左縁第2肋間でLevine　II／VIのejection

systolic　murmurを聴取した．肝臓は，中鎖骨線上4cm

に硬く触知した．右半身のtonic　convulsionを散発的
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に認めた．大泉門は陥凹し落陽現象を認め，乏尿の状

態で，便は緑色粘液便であった．

　経過：前病院入院時検査所見を表1に示す．高度の

代謝性アシドーシスを示すと同時に，GOT・GPT・

LDH・CPKの著明な上昇が見られた．　BUNは軽度高

値を「i［し，クレアチニンは，3．Omg／dlと高値を呈して

いた．血清カリウムは，5．4mEq／Lであった．胸写で

は，CTR　68％と心拡大を認めると同時に肺うっ血が著

明であった．急性心不全・腎不全に伴う代謝性アシドー

シスと考え，炭酸水素ナトリウムによるアシドーシス

Case　1

表1　2症例のLabo　data
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　　　　　　　　　図1

PGEI　prostaglandin　E1

症例1の当病院入院後24時間の経過
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の補止をしながら，furosemideとdigoxinの投与を開

始した．それでも乏尿が続いたためdobutamine（10γ／

kg／min）の投与を開始した．その後，尿量の増加を認

め当病院搬入時には，dobutamine　2．5γ／kg／minと減

量されていた．当病院入院後の経過は図1に示す．入

院後直ちに，胸写・心電図（図2）を施行した．胸写

では，CTR　60％と心拡人を認め，同時に肺うっ血も認

めた．心電図では，左軸偏位，low　voltageを認めた．

断層心エコー一図は，図3に示すごとくsuprasternal

approachで大動脈弓部の描出を試みたが，　ii行・下行

大動脈が同一断面に描出できず，さらに上行大動脈が

archを作らず直線的に総頚動脈へと移行する像が得

られたため大動脈弓離断症を疑った．parasternal

approachで，　subaortic　obstructionの存在しないこ

とを確認した．心室中隔欠損は，Kirklin　III型と診断し

た．生後20生日で，急激な心不全の悪化が見られたこ

とと断層心エコー図所見より動脈管が閉鎖してきた大

動脈弓離i断症と考えて，prostaglandin　E1の投与を試

図2

Case　1

CTR　60％

ト酬端料
　　I　　II　　III　、VR　aVL　aVF

酬酬悩
　　　　1”　1⑪
　　VlV2　V3V斗V・J　V6
症例1の当病院入院時の胸写（上）と心電図（下）
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　　　　図3　症例1の断層心エコー図

上段はsuprasternal　approachによる上行大動脈を

描出している．下段はparasternal　four－chamber

viewによる心室中隔欠損を描出している．

BCA：brachiocepharic　artery，　LA：left　atrium，

CA：carotid　artery，　RA：right　atrium，　SA：sub－

clavian　artery，　LV：left　ventricle，　AA：ascend－

ing　aorta，　RV：right　ventricle，　PA：pulmonary

artery

みた．ところが四肢にmarblingを認めたためpros－

taglandin　Elの投与を断念した．しかし本症では，

dobutamineで，心不全・腎不全の改善を認め，血清化

学的検査所見も改善してきた．29生日，入院後8日目

に心カテーテル検査を行い著明な右室・肺動脈・左房

圧の上昇を認めた（表2）．肺動脈造影で大動脈弓離断

症と診断した．その後右梼骨動脈造影を行い，Celoria・

PattonのA型と診断した（図4）．入院10日目（31生

日）に手術を行い，Gore－Tex（径6mm×長さ45mm）

の人工血管を上行および下行大動脈に吻合する大動脈

弓再建術，動脈管二重結紮術，および肺動脈拒絞術を

施行した（図5）．しかし術後人工呼吸管理から離脱で

きず，術後10日目（41生日）に心室中隔欠損（Kirklin

III型φ1．2cm）をパッチ閉鎖した．同時に肺動脈拒絞解

除も行った（図5）．その後も術後管理は難行し，術後

15日目（46生日）に無気肺と肺気腫治療目的で肺動脈

吊り上げ術を施行した．根治術後27日目（68生日）に

して人工呼吸器より離脱でき，130生日で軽快退院し，
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表2　2症例の心カテーテル所見

Case 1 Case　2

preoperative
16／10／1982

　　　　　　　　　●postoperatlve
26／10／1983

preoperative
12／1⑪／1983

02sat P「essure 02sat P「essu「e 02sat P「essure

RA 73 a：12v：8（7） 71 a：10v：7（7）

RV 92 60／14

PA 93 54／19（33）

LA 97 a：17v：32（14） 96 a：27v：44（22）

D－AO 93 71／21（39） 92 91／50（70）

A・AO 96 51／29（39） 130／62（93） 110／49（66）

LV 92 130／12 91／15

02sat：02　saturation　RA：right　atrium　RV：right　ventricle

PA：pulmonary　artery　LA．left　atrium　D・AO　descending　aorta

A－AO：ascending　aorta　LV　left　ventricle

Preoperative

Postoperative

Case　1

媛

現在術後23ヵ月を経過し良好である．

　症例2：T．S．男児．

　家族歴：特記すべきことなし．

　現病歴：妊娠時，特に問題なし．在胎37週正常分娩

で出生．生下時体重3，200gで特に異常は指摘されず早

期新生児期を過ごす．母乳栄養で哺乳力良好であった．

23生日の昼，授乳中急に哺泣し全身チアノーゼと皮膚

の黄染，多呼吸が出現し，某病院へ緊急入院となる．

24生日に心雑音は聴取されないが，下肢脈拍が上肢脈

拍に比べ非常に弱いことから大動脈縮窄症が疑われ当

病院へ転院となる．

　現症：入院時体重は3，364g．全身硬性浮腫を認め，

人工呼吸管理下，100％酸素投与中であったが下肢の爪

床にチアノーゼを有し，differential　cyanosisを認め

た．血圧は右上肢収縮期圧58mmHg，左上肢収縮圧110

mmHgと明らかな差を認めた．両下肢の脈拍は触知で

きなかった．聴診上，胸骨左縁第3肋間で，Levine　III／

VIのejection　systolic　murmurが聴取できた．　II音は

単一で充進していた．肝は中鎖骨線上4cmに硬く腫大

して触れた．気管内チューブからは淡血性分泌物が吸

引できた．大泉門は陥凹し，無尿を呈し，便は緑色粘

　　　　図4　症例1の心血管造影所見
最上段は右梼骨動脈造影，左：正面1象右：側面像．

中段は主肺動脈造影．動脈管の右左短絡による下行

大動脈が造影されている．下段は術後の左心室造影．

心室中隔欠損は閉鎖され大動脈弓再建術により下肢

への良好な血流が得られている．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Case　1

　　　　　　　　　　　　　　図5　症例1の手術所見

左側は，31生日の手術所見である．Gore－Tex（6mm×45mm）人工血管（A）によ

る大動脈弓再建術，動脈管二重結紮術，肺動脈拒絞術（banding　ratio　33％）を施

行した．右側は，41生日の手術所見である．心室中隔欠損（type　III，φ1．2cm）閉

鎖術，肺動脈掘絞解除術を施行した．また腕頭動脈に径6mmのGore－Tex人工血管

（B）を先端4mmに作製したのち吻合し送血ラインとした．

BCA：brachiocepharic　artery，　CA：carotid　artery，　SA：subclavian　artery，　AA：

ascending　aorta，　PA：pulmonary　artery，　LPA：left　pulmonary　artery，　DA：

descending　aorta，　PDA：patent　ductus　arteriosus

Case　2
9　　11　　13

　　　口Admission
Fio2　麟　　　　鶴

PH　　　7．55　　7．52

P◎2　　33．1　　55、5

PCO2　33．5　　35．O
BE　　　　7．5　　　5．6

BP　《c）　《c）

（mmHg）

　　120

　　100
Urine　80

　（ml）60

40　　40

30　　20

20　　0
10

0

LBAlto
RBA　58

7．647．71

31．621．7
2aO　20．2
10．1　8．7
｛c）　《c）

7．687．51

37、837．0
21．634．5
7．9　4．8

（c）《c》

一LBA　98
　RBA　58

7．58

77．8

30．7

7、4
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●LBA　gO
　RBA72
　　A90

RBA

o．1　　　　　0．1　0．075　PGEi（ug／Kg！min）
0．05

Dobutamine　s　ug／Kg／min）
●　●　　　合　　合

（3）（5）　⑥　（6）Furosemide（mg）

　　　　　　　　　　図6　症例2の当院入院後24時間の経過

（c）：capillary，（a）：artery，　LBA：left　brachial　artery，　RBA

artery，　FA：femoral　artery，　PGE1：prostagrandin　E1

right　brachial
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液便であった．

　経過：前病院入院時検査所見は表1に示す．高度な

混合性アシドーシスを示すと同時に，GOT・GPT・

LDH・CPKは著明な高値を示し，血清カリウムも6．5

mEq／Lと著名な高値を呈していた．胸写では，　CTR

64％の心拡大と肺うっ血を認めた．前症例と同様に，

人工呼吸管理と炭酸水素ナトリウムによるアシドーシ

スの補正を試みながら，furosemide・digoxin・

dobutamineを併用した．しかし心不全・腎不全の改善

が悪く，下肢大腿の脈拍が上肢脈拍に比べ非常に弱く

触れるため先天性心臓病が疑われ当院へ転院となる．

当院入院後直ちに，胸写・心電図（図7）を施行した．

胸写ではCTR　59％と心拡大と肺うっ血を認めた．心

電図ではlow　voltageを示していた．断層心エコー図

所見は，suprasternal　approachで上行大動脈は描出

できたが，下行大動脈・大動脈弓部の描出ができず大

動脈弓離断症を疑った，parasternal　approachで心室

中隔欠損（II型又はIII型）を診断するとともに，　subaor－

tic　obstructionの存在しないことを確認した．23生日

に急激な心不全の増悪を認めたためprostaglandin　E1

の使用を開始した．図6に示すごとくprostaglandin

E，使用後，右上肢の血圧は上昇を示した．入院後fur・

osemideを多量に使用したが排尿を認めず，　pros－

taglandin　E、に加えdobutamineを併用したところ排

尿が得られた．以後furosemideの投与は行っていな

Case　2

∫

CTR　59％

鼎
M

謬璽
畔
抽

上
山
H

‘
山
ヰ
ー

幽㌧一絆
－

叫粘惜端
　　　VI　V2　　V3　V4　　Vs　V6
図7　症例2の当病院入院時の胸写（上）と心電図（下）

Case　2

図8　症例2の術前における右及び左梼骨動脈造影正面像である．
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い．また，prostaglandin　Eユとdobutamineの併用時

に，右上肢の血圧は上昇していたが，左上肢の血圧は

僅かであるが下降していた．入院直後，下肢の血圧測

定は不能であったが，入院24時間後には，90mmHgの

値を示した．その後順調に臨床症状の改善を認め入院

10日目（33生日）に心カテーテル検査を施行した（表

2）．卵円孔が開存しており，左房圧は平均圧で22

mmHgと著明な高値を示した左室拡張末期圧も15

mmHgと高値であった．右室内にカテーテルを挿入す

ると心室性期外収縮が多発し，右室から肺動脈へとカ

テーテルを挿入することができなかった．そこで，右

梼骨動脈造影を施行したところ図8に示すごとく右鎖

骨下動脈から右下行大動脈が造影され大動脈弓離断症

と診断し得た．また左澆骨動脈造影を施行し，右側大

動脈弓を伴うCeloria・Patton　B型の大動脈弓離断症

と診断した．当院入院16日目（39生日）に，Gore・Tex

（径6mm×長さ80mm）の人工血管を右上大静脈の背側

を通し，上行・下行大動脈に吻合して大動脈弓再建を

行った．右室切開により心室中隔欠損（Kirklin　II＋III

吃㌘B

Case　2＼⌒（G輌魎｛h
　　　　　　　合9田置《Go「e－Tex）for　alte「ial　inflow

　　　　　図9　症例2の手術所見
39生日に，Gore・Tex（6mm×80mm）人工血管（A）

による大動脈弓再建術，心室中隔欠損（type　II＋III

φ1．Ocm）閉鎖術，動脈管二重結紮術を施行した．右

総頚動脈に径6mmのGore－Tex人工血管（B）を先

端4mmに作製したのち吻合し送血ラインとした．

RS：right　subclavian　artery，　SVC：superior　vena

cava，　RC：right　common　carotid　artery，　LC：left

common　carotid　artery，　LS：left　subclavian

artery，　DA：descending　aorta，　RPA：right　pul・

monary　artery，　AA：ascending　aorta，　PA：pul－

monary　artery，　PDA：patent　ductus　arteriosus
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型φ1．Ocm）をパッチ閉鎖し，その後に動脈管を二重結

紮し手術を終了した（図9）．術中胸腺は認めなかった．

術後にも頑固な低カルシウム血症が続いた．術後9時

間後に，再建した大動脈弓（Gore－Tex）の中枢側吻合

部より出血したため再開胸を必要とした．その後2日

目に胸骨の再固定を施行した．術後17日目に抜管した

が，翌日呼吸状態が悪化したため再挿管し，その後も

呼吸状態は改善・増悪を繰り返した．術後22日目（45

生日）に，acinetobacterによる化膿性髄膜炎を併発し

たが抗生剤投与により治癒し術後32日目に抜管でき

た．131生日に退院し，現在術後11ヵ月を経過し良好で

ある．

　　　　　　　　　　考　　察

　大動脈弓離断症は，新生児や乳児期に死亡率の高い，

重篤な先天性心臓病の1つであるD．絶対的な外科治

療の適応にありながら外科的成績は，まだ十分に満足

のいくものとは言えないユ5）”v17）．その原因の1つとし

て，緊急を要する疾患でありながら早期発見が必ずし

も容易でないことがあげられると思う．私達の経験し

た2症例とも，ショックによる急性心不全・腎不全が

出現し一般状態が悪化した時点で心疾患が疑われてい

る．特に，本疾患の診断に関しては，上・下肢の脈拍

触知の重要性を再認識した．症例2は，十分な免疫学

的検査を行っていないが，術前・術後に頑固な低カル

シウム血症を認め，術中に胸腺を認め得ず，DiGeorge

症候群を疑わしめた．よって，低カルシウム血症と胸

部X線で胸腺陰影の欠除がある場合，DiGeorge症候

群を考えて大血管系の異常を伴った先天性心臓病を

疑ってみることが必要と思われた．新生児・乳児早期

で急激に悪化する心不全・腎不全の患者を診たならば，

体血流が動脈管に依存した先天性心臓病の可能性を考

え，アシドーシスを補正し，断層心エコー図など非観

血的方法で診断を行い，prostagrandin　E1の使用を考

慮すべきである10）12）13）．さらに，断層心エコー図によ

り，右室流出路狭窄・大動脈弁下狭窄・心筋炎・心筋

症の存在の有無を確認したうえで，強心剤やcate－

cholamine製剤の使用を検討すべきと考える．本疾患

の診断に，断層心エコー図ならびに椀骨動脈造影の占

める比重は大きい．まず非侵襲的断層心エコー図にお

いて，suprasternal　approach2）～4）あるいはparaster・

nal　approach5）で，上行・下行大動脈の非連続性を確認

することにより本疾患と診断し得る．さらに断層心エ

コー 図によるCeloria－Pattonの分類報告例7）もある

が，本疾患はOppenheimer・Dekker20）一’24｝らの分類や
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Pierpont28）らの報告からして血管のvariationが多

い．よって断層心エコー図のみを頼りに大動脈弓再建

術を試みるのは危険性が高いと思われる，そこで梼骨

動脈造影が必要となってくる．しかし断層心＝コー図

で診断しなければならないことは，subaortic
obstruction25｝の有無である．　subaortic　obstructionが

存在する場合は，Braunlinらが報告しているように肺

動脈拒絞術は施行できず手術は一期的にすべきであ

る26）27）．梼骨動脈造影は，術前に大動脈の詳細な形態を

知るうえで，本疾患に関して必要な検査と考える．手

技的には比較的容易であるが，本症例のような重症例

においては，使用する造影剤が少量とは言え本検査を

施行する時期が問題と思われる．腎機能低下がある症

例では，内科的に腎機能を改善させたうえで，手術を

前提に本検査に望むべきと考えている．手術法に関し

ては，症例1において図5に示すように，鎖骨下動脈

は径4mmと細く，また鎖骨下動脈・下行大動脈間隙が

10mmもありBlalock・Park29｝手術は不可能と判断し

た．よって人工血管による大動脈弓再建を試みた．人

工血管の選択は術後創部出血を少なくする目的で

Gore・Texを選んだ．内径は，できるだけ大き目を使用

し大動脈弓再建を考慮したが，径6mm以上は空間的，

手技的に不可能であった．しかしGore－Tex人工血管

6mmを，中枢側吻合口を10mm，末梢側吻合口を8mm

とし斜吻合を行い大動脈弓を再建した．動脈管結紮と

肺動脈拒絞術（banding　ratio　33％）を施行し，肺の温

存と腎機能改善に務めた．10日後に，手術視野を広く

とる目的と安定した送血流量を保持する目的で，送血

ラインを図5の右側に示すごとく作製してから心室中

隔欠損閉鎖術を試みた，症例2において，大動脈弓再

建と送血ライソは症例1と同様の考えのもとに施行し

た．またright　descending　aortaの報告例は少なく，

Oppenheimer’Dekker28）らは，術後右気管支の圧迫に

よる死亡例を報告しており肺動脈拒絞が不充分な場

合，肺動脈による右気管支の圧迫が生じ無気肺・肺炎

の併発を恐れ一期的に踏み切った．

　　　　　　　　　　おわりに

　新生児期に，急激な心不全，腎不全の出現を認め，

外科的治療を施行後救命し得た大動脈弓離断症2例を

経験した．本疾患の早期診断は必ずしも容易でない．

しかし大腿の脈拍触知などより本疾患を疑ったなら断

層心エコー図ならびに梼骨動脈造影により，敏速かつ

正確な診断を下す必要がある．またprostagrandin　E1

投与などの内科的治療により一般状態を改善させたの

日本小児循環器学会雑誌　第1巻　第1号

ちに，手術に臨むことが手術成績を向上させる要因で

あると思われた．
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Successfu1 Surgical　Treatment　in　Two　Infants　with　the

　　　　of　the　Aortic　Arch　in　early　Infancy

Interruption

Kazushige　Suzuki，　Munetaka　Kumada，　Hiroshi　Hara，　Eisei　Yamamoto，　Hiromi　Takagi，

　　　　　　　　　　　　　　Kazuoki　Yokochi，　Fumio　Yoshioka　and　Hirohisa　Kato

　　　　Departments　of　Pediatric　Cardiology　and　Cardiac　Surgery，　Kitakyushu　Medical　Center

　　　We　have　experienced　two　infants　with　the　interruption　of　the　aortic　arch　in　whom　the　corrective　sur－

gery　was　performed　successfully，　Suddenly　appeared　heart　failure　and　renal　failure　in　the　neonatal

period　were　the　predominate　symptoms　in　both　cases．　Accurate　diagnosis　was　made　by　the　combinations

of　2－D　echocardiography　and　radial　arterial　angiography，　which　allowed　us　the　appropriate　medical

management　consisted　of　digitalis　and　diuretics　administrations，　and　prostaglandin　El　and　dobutamine

infusions．　After　dramatic　improvement　of　general　conditions　by　medical　treatment，　patients　were　sent

for　the　corrective　surgery　which　was　two　step　repair　in　case　1，and　one　step　repair　in　case　2，　and　both

were　survived．

　　　In　conclusion　we　can　stress　that　the　rapid　and　correct　evaluation　by　2－D　echocardiography　and　radial

arterial　angiography　and　the　appropriate　medical　treatment　such　as　prostaglandin　EI　infusion　for　this

disease　play　a　key　role　to　improve　the　survival　rates　of　the　surgery　in　this　lesion．
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