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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　単冠動脈と冠動静脈痩の合併例は，比較的まれである．我々は，この心奇形を持つ4歳男児例を経験

したので報告する．我々の調べ得た範囲では，報告例はこれまでに7例で，本邦ではなかった．

　患児は無症状で心音は正常であり，第3肋間胸骨左縁にLevine　2度の連続性雑音を聴取した．胸部X

線写真と心電図は正常であった．断層心エコー図では，左冠状動脈洞より拡張した左冠動脈が起始して

いたが，瘤状に拡張した右冠動脈が大動脈から起始しているかどうかは明確でなかった．逆行性大動脈

造影と選択的冠動脈造影にて左単冠動脈右室痩と診断した．

　患児は現在アスピリン経口投与にて，外来経過観察中である．

　　　　　　　　　　症　　例

　単冠動脈（以下Single　coronary　artery）と冠動静

脈痩（以下coronary　A－V　fistula）は各々，比較的少

ない奇形で，この2つの奇形の合併例はまれである．

我々は，本論文で，冠動脈右室痩を伴う左単冠動脈の

幼児例について報告すると共に，文献的考察を加えた．

　患児は，4歳の男児で，家族歴は，11歳の兄がmixed

connective　tissue　diseaseで治療中であるが他に心疾

患や突然死等は認めなかった．現病歴は，在胎40週，

生下時体重は3，150gで生来健康であり，発育発達共に

正常であった．2歳時，心雑音を指摘されたことがあ

るが放置していた．4歳時，急性気管支炎で近医を受

診し心雑音を指摘され，精査のため入院となった．患

児は川崎病に罹患したことはない．

　入院時現症は，身長100cm，体重15．8kgであり全身

状態は良好であった．脈拍は整で心拍数は毎分110回

で，bounding　pulseは認めなかった．血圧は102／50

mmHgであった．心音は，1音，　II音は正常でLevine

II度の連続性雑音を第3肋間胸骨左縁に聴取した．肝

脾は触知しなかった．血液，尿検査にて異常を認めな

かった．胸部X線写真は心胸郭比は49％，肺血管陰影

の増強なく，主肺動脈の突出もなかった（図1）．心電

図は洞調律で心拍数は毎分100回，前額面平均電気軸は

90度，PQ時間は0．12秒，心室の肥大所見は認めなかっ

た（図2）．心断層エコー図は，両側の冠動脈の拡大所
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図1　胸部X線写真
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見を認めたが，右冠動脈が大動脈から直接，起始して

いるかについては不明であった（図3）．

　coronary　A－V丘stulaを疑い心臓カテーテル検査を

施行した．心臓カテーテル検査にては，肺動脈平均圧

は18mmHg，右房，右室，肺動脈にて有意な酸素飽和度

の上昇を認めなかった（表1）．逆行性大動脈造影にて

著しく拡大した左冠動脈が認められ，右冠動脈の大動

脈起始部は造影されなかった．選択的冠動脈造影にて

左冠動脈は，拡大した主幹部からほぼ正常な回旋枝と

前下行枝を分岐後，拡張，蛇行して肺動脈円錐の前を

通り右冠動脈領域にて右室に開口する所見が造影さ

れ，左単冠動脈右室痩と診断した（図4）．肺動脈造影

にて肺動脈からの異常起始する血管は認めなかった．

　患児は現在アスピリン服用にて外来経過観察中であ

る．
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　　　　　　　　　　考　　察

　single　coronary　arteryの定義についてSmithl）は

動脈幹より起始する1本の動脈により心筋全体が血液

の供給を受け，冠動脈の分布様式は問わないとしてい

る．彼は，これを3つのtypeに分けtype　Iは，　single

coronary　arteryが正常心の左，又は右の冠動脈の走

行と同様の走行をとるもの，type　IIはsingle　coronar－

yarteryがすぐに2分し，双方が冠動脈と同様の走行

をとるもの，type　IIIはsingle　coronary　arteryの走

行が非定型的で正常心における左右の冠動脈のいずれ

表1　心臓カテーテル検査

Positlon Pressure（mmllg） 02Saturatlo11（％）

SVC 〔4） 77

IVC r2） 82

RA 12） 76

RVIr1 31／～4 76

RVout 26／＼5 77

mPA 28〃9　　U8） 77

lPA 22／13　〔16） 76

　
　
　
A
o
l

91，／65　｛72｝

SVC：superior　vena　cava，　IVC：inferior　vena　cava，

RA：rlght　atrium、　RVin：infiow　of　right　ventricle，

RVout：outHow　of　rlght　ventricle，　mPA：main

pullnollary　artery，　1PA：left　pulmonary　aftery、

Ao：a〔〕rta
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図3　心断層エコー図
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A：瘤状の右冠動脈が認められるが大動脈より起始しているかどうかは明確でな

い．

B：大動脈より起始する拡張した左冠動脈が認められる．

RCA：right　coronary　artery，　AO：aorta，　LCA：left　coronary　artery
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　　　　　　　　　　　　　図4　選択的冠動脈造影

A：第1斜位．B：第2斜位．

左冠動脈は拡張した主幹部から，ほぼ正常径の回旋枝，続いて前下行枝を分枝後，

拡張，蛇行して肺動脈円錐の前を通り右冠動脈領域にて右室に開口する．

表2　自験例を含めたこれまでの報告例

報告者
報告
年度

年齢 怖
臨床
症状

聴診
所見

　胸部レントゲン

（CTR）
心電図

Smith
分類

冠状
動脈口

冠状
動脈

痩孔
開日部

蛇行 拡張 術　式
術後後
合併症

Michaud 1963 3y M 無 CM lL常 LAD 1 LSV LCA RV 有 有 Division 無

Murray 1963 11y F 無
PSM
＆
D
M

正常 RAD I
I LSV LCA RV 有 有

Ligation
Arteriotomy 無

Murray 1963 6y F 無
PSM
＆

DM
［1常 LAD 1 ASV RCA PA 有 有 Ligation 無

Halhnann 1965 8y F 無
SM
＆
D
M

1ド常 RAD
LVH

1 LSV LCA RV 有 有 Ao　Coronary
　Graft

無

Noonan 1965 4y F 無 CM 」1常 正常 I
I LSV LCA RV 有 有 Ligation 無

Gupta 1972 5y F 無 CM lE常 lll常 1 LSV LCA RV 有 有 Ligation 無

Degeorges 1972 10y F 無 CM 正常 TF常 1 LSV LCA RV 有 有
Operation
は施行せず

Miyamoto 1985 4y F 無 CM lll常 lF常 1 LSV LCA RV 有 有
Operation
は施行せず

M：Male，　F：Female，　CTR：cardiothoracic　ratio，　LAD：left　axis　deviation，　RAD：right　axis　deviation．

LVH：Ieft　ventricular　hypertrophy，　LSV：left　sinus　of　Valsalva，　ASV：anterior　sinus　of　Valsalva，

LCA：left　coronary　aftery，　RCA：right　coronary　artery，　RV：right　ventricle，　PA：pulmonary　artery，

CM：continuous　murmur，　PSM：pansystoric　murmur，　DM：diastric　murmur，　SM：systoric　murmur．

にも近似しないものとした．single　coronary　artery　eZ

他の先天性心奇形に伴うことが多く，その臨床的意義

も，他の先天性心奇形を伴う当疾患の手術を施行する

場合，冠動脈の走行に対しての注意が必要な点であ

る2）．しかし，他の心奇形を伴わない場合も，血栓症，

心筋梗塞が多いという報告もある．Roberts3）は自験例

9例中3例に心筋梗塞を認め，Smithl）は自験例2人を

含む29人の成人中4人に心筋梗塞を認めたと報告して

いる．一方Allen‘｝は，　single　coronary　artery，re者の

内，心筋梗塞のために死亡した者9例の平均年齢は，

49．7歳であり，これは米国での冠動脈疾患による死亡

者の平均年齢49歳と変わらないと報告し，特にsingle

coronary　artery患者が心筋梗塞になりやすい傾向は

ないと述べている．又Ogden5｝はsingle　coronary

arteryをLCA　4　type，　RCA　10　typeに分類している．

このうち右冠動脈洞から起始し，その分枝が大動脈と
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肺動脈の間を通るtypeでは，若年者の突然死が多いと

報告している6）．

　一方，coronary　A・V丘stulaは，比較的予後良好の

疾患といわれているが，合併症として，うっ血性心不

全7｝，細菌性心内膜炎8），虚血性心病変9｝，瘤の破裂1°），

肺高血圧症11）等が報告されているが，小児期には症状

を呈することは少ない12）．

　single　coronary　arteryとcoronary　A－V　fistulaの

合併例はまれで，他の先天性心奇形を伴わない両者の

合併例は，我々の調べ得た範囲では7例13）一一18｝で，本邦

ではいまだ報告例がなかった．自験例を含めた8例の

詳細を表2に示した．年齢は3歳から11歳で，男女比

は3対5で女性に多い．全例，連続性あるいは収縮期

拡張期雑音を聴取した．胸部X線写真では心胸郭比は

全例正常範囲内であった．心電図では左軸偏位を3例，

右軸偏位を1例，左室肥大を1例に認めた．single　cor－

onary　arteryはSmith分類のtype　Iが6例と多く，

type　IIが2例で，　type　IIIはなかった．又冠動脈口の

位置は，左冠状動脈洞が7例，右冠状動脈洞が1例で

あり，冠動静脈痩の開口部は右室が7例，肺動脈が1

例であった．手術施行例は8例中6例で，痩孔の直接

結紮が3例，切断が1例，直接結紮に冠動脈切開術を

加えた例が1例，切断した痩孔の遠位端を結紮し近位

端をgraftで大動脈とつないだ例が1例であった．手

術結果は全例良好で合併症もみられなかった．

　coronary　A－V丘stulaの手術適応に関しては，今野

ら19）は，①shunt量が30％以上のもの，②心電図にて虚

血性変化，及び，負荷の徴候のあるもの，③肺高血圧

の進行が予想されるもの，④うっ血性心不全の進行が

予想されるもの，⑤細菌性心内膜炎の既往のあるもの，

⑥形態的に冠状動脈が瘤状形成を認め，破裂の危険が

あるもの，⑦心雑音が著しく，就職その他，社会的に

不利なもの，としているが，Liverthsonら2°｝は，　con－

genital　coronary　A－V　fistulaにおいて有症状者は20

歳未満で19％，20歳以上で63％であり，術後，何らか

の問題のあったものは，20歳未満で76人中1人であり，

20歳以上では23％と多く，早期の手術を勧めている．

しかしながら近年，coronary　A－V　fistulaの自然閉鎖

に関する報告もみられている．Mohoneyら21）は，生後

8ヵ月時の大動脈造影で著明に蛇行し拡張し右冠動脈

右室痩を証明し経過観察していた女児が，5歳時の再

造影では痩孔は閉鎖し冠動脈の拡張や蛇行も改善傾向

がみられたと報告し，本奇形の自然歴をみなおす必要

があると述べている．本邦でも，里方ら12）は23例のcor一

日本小児循環器学会雑誌　第1巻　第2号

onary　A・V丘stulaを検討しその中の1例に，自然閉鎖

と考えられる例を認めている．又coronary　A－V

fistulaの頻度は主に成人の選択的冠動脈造影施行例

で0．4％～1．1％であるのに対し，川崎病患児では1．9％

と多く，おそらく自然閉鎖が生じているのだろうと推

測している．又，Jaffeら22）は7例のcoronary　A－V

fistula中1例に動脈硬化による痩孔の閉塞を認めた

こと，長期観察にて少量から中等量のshuntを有する

例に著変がないこと，冠動脈瘤を有する症例で痩孔閉

鎖後も縮小しないものがあることより，手術適応を決

める上で，さらに自然歴の検討を行なうべきだと述べ

ている．

　我々の症例は，冠動脈の蛇行，延長，拡張が認めら

れ，従来の判断からは手術適応があるものと考えられ

るが，閉鎖機転が生じる可能性のあること，痩孔の自

然閉鎖後，冠動脈瘤は縮小傾向を示したという報告も

あるため，手術は施行せず，慎重な経過観察を行なっ

ている．

　　　　　　　　　　結　　語

　冠動脈右室痩を伴う左単冠動脈の4歳の男児例を報

告した．

　本稿の要旨は第115回日本循環器学会関東甲信越地方会

で報告した．
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　　　　　　　　　　　　　ACase　of　Single　Coronary　Artery　with　Fistula　to　Right　Ventricle

　　　Haruko　Miyamoto，　Tsutomu　Harada，　Koichiro　Niwa，　Hironori　Nakajima　and　Jyotaro　Nakamura

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Chiba　University

　　　We　describe　a　4－year　old　boy　with　a　rare　combination　of　a　single　coronary　artery　and　a　coronary

arteriovenous　fistula．　To　our　best　knowledge，　only　several　reports　about　this　rare　combination　were

found．

　　　The　patient　was　asymptomatic　with　normal　heart　sounds　and　a　grade　II　continuous　murmur　in　the

third　left　intercostal　space．

　　　Both　chest　X－ray　and　electrocardiogram　were　norma1．　The　two－dimensional　echocardiogram

revealed　a　dilated　left　coronary　artery　originating　from　the　left　aortic　sinus．　However，　we　could　not

determine　whether　the　aneurysmally　dilated　right　coronary　artery　originated　from　the　usual　position．

　　　The　cardiac　catheterization　showed　no　associated　intracardiac　anomalies．　The　retrograde　aortogram

and　the　selective　left　coronary　arteriogram　confirmed　the　diagnosis　of　a　single　left　coronary　artery

（Smith’s　classification　of　type　I）with　an　arteriovenous　fistula　into　right　ventricle．
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