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乳児期僧帽弁閉鎖不全で発症した左冠動脈形成不全症の1剖検例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　左冠動脈形成不全症は非常に稀な疾患である．我々は僧帽弁閉鎖不全症として経過観察中に心筋梗塞

徴候を発症し，剖検により本症と診断した1女児例を経験した．分類学上本症の位置づけはまだはっき

りとはしておらず，左冠動脈開口部閉鎖症や右単冠動脈との関連性が予想された．また，本症例の如く，

僧帽弁閉鎖不全が先天性冠動脈疾患の部分症のことが少なくないので，臨床診断上常に念頭に置く必要

があると思われた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　小児期の冠動脈異常および孤立性僧帽弁閉鎖不全症

はいつれも比較的稀な先天性疾患である．中でも左冠

動脈形成不全症は文献的に数例の報告が散見されるの

みであり1）2），非常に稀な疾患である．今回我々は僧帽

弁閉鎖不全症として経過観察中に広範囲の心筋梗塞を

きたし，剖検により左冠動脈形成不全症と診断した1

女児例を経験したので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　患者：A．K　1歳3ヵ月，女児．

　主訴：喘鳴，呼吸困難

　家族歴二特記事項なし．

　既往歴：厳径ヘルニア手術（6ヵ月時）．

　現病歴：妊娠，分娩に異常はなかったが，新生児期

に体重増加不良を指摘されていた．4ヵ月健診で初め

て心雑音を指摘され，以後当院外来にて僧帽弁閉鎖不

全症（MR）として経過観察を受けていた．8ヵ月頃よ

り喘鳴が出現し易感染性が認められるようになった．

別刷請求先：（〒160）東京都新宿区河田町8

　　　　　東京女子医大心研小児科　　富松　宏文

しかし，胸部X線写真や心電図では異常を認めなかっ

た．1歳2ヵ月の外来受診時，心電図上左側胸部誘導

で深いQ波を指摘され，精査目的で入院を待期してい

た．1歳3ヵ月時，発熱，喘鳴が出現し緊急入院となっ

た．

　入院時現症二体格は小でElfin様顔貌を呈してい

た．肺野では喘鳴と湿性ラ音を聴取した．心音は微弱

で奔馬調律であった．また，MRによるLevine　I度の

収縮期雑音を胸骨左縁第4肋間で聴取した．肝は右季

肋下に4cm，脾は左季肋下に2cm触知した．

　検査所見：表1に示すように入院時には，GOTが

正常上限で，CPKがやや高値である他は特に異常所見

は認められなかった（表1）．胸部X線写真では，1985．

1．30に心胸郭比の増大（CTR＝0．67）と肺野の軽い

うっ血像を認めた．入院した1985．3．2にはさらに

心拡大（CTR＝0．69）と肺うっ血の増強を認めた（図

1）．図2は初診時（4ヵ月）とQ波出現時の心電図で

ある．初診時の心電図には特に異常所見は認められな

かったが，1歳2ヵ月時にはTIの陰転RVユ～V4の減

高，V、～V6の深いQ波などを認めた．また，　V4，5では

ST－Tもやや上昇していた（図2）．図3は入院後の心
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図1　胸部X線写真．1985．3．3では心拡大の増強と肺うっ血が認められる．

表1　入院時検査所見

Laboratory　Data．（85．3．3．）

WBC
　st

　seg

　Ly

　Mo
　Eo

T．P，

Alb

GOT
GPT
LDH
AI－P

7700

　0％
　61％

　36％

　3％

　0％

6．8g／dl

4．39／dl

　43KU

　8KU
370mU／ml

16．4KAU

RBC　　　393×104

Hb　　　　　　10．7g／dl

Ht　　　　　32．5％

Plat　　　　40×IO4

Ret　　　　　　14％。

CPK
HBD
BUN
Cre

CRP

219mU／ml

200RU
24．6mg／dl

O、5mg／dl

O．0

電図である．入院時には1，aVL左側胸部誘導にQ波を

認め，右側胸部誘導ではQSパターンを認めた（図3）．

　断層心エコー図上，左房，左室の拡大と左室の壁運

動のasynerayおよび左室収縮力の著明な低下が認め

られた．しかし，左冠動脈は内径約1．5mmで大動脈か

ら正常に起始しているように描出された（図4）．図5

は安静時201一タリウム心筋イメージングによる

planar像と，　SPECT　（single　photon　emission

computed　tomography）による心筋断層像である．

planarの前後像（ANT）では前側壁，心尖部，下壁の

潅流欠損を認め，心基部前壁も軽度の潅流低下を認め

た．また，左前40°（LAO　40°）では心尖部下壁，後側

壁の潅流欠損を認めた．SPECTのcorona1では，心基

部前壁の潅流欠損と前壁，前側壁，側壁，下壁の潅流

欠損，さらに心尖部の潅流欠損が認められた．4・cham－

berでも心尖部と側壁の潅流欠損を認めた．　sagitalで

も前壁，心尖部および下壁の潅流欠損が認められた（図
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図2　初診時および異常Q波出現時の心電図．1歳2
　ヵ月ではV、一一6の深いQ波とVl．．4のR波の減高が見

　られる．

5）．

　入院後経過：入院後臨床所見などより左冠動脈肺動

脈起始症（B－W－G症候群）による虚血性左心不全と診

断し，ジギタリス，利尿剤およびカテコールアミンに

加え，亜硝酸剤およびウロキナーゼを投与し経過をみ

た．しかし，心不全の改善は得られず心臓カテーテル

検査等を行なう機会を得ないまま，心筋梗塞を思わせ

る心電図上の著明なST－T変化（図3）およびCPK値
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図3　入院後の心電図変化，右側胸部誘導でのR波の減高ないしQSパターンが見ら

　れ，左側胸部誘導では深いQ波が認められる．1985．3．15には左側胸部誘導で著

　明なST－Tの上昇が見られ，この数時間後に死亡した．

の再上昇（470mU／ml）をきたし，1985．3．15に死亡

した．

　　　　　　　　　　剖検所見

　右冠動脈は右バルサルバ洞より正常に起始し，拡大

や狭窄等は認められなかった．

　左冠動脈は左バルサルバ洞に開口していたが，開口

部にabnormal　ridgeが見られ，一見したところでは

開口部を覆うように見られた．しかし，ゾンデは通り，

閉鎖症でないことを確認した（図6）．左冠動脈は全体

に低形成で，その起始は直径1～1．5mmで，心エコー

図所見とほぼ一致した．肉眼的に最も変化が強いと思

われた部分（左室前壁）の心内膜側の組織像を図7に

示した．心筋細胞の萎縮と線維化が目立ち，出血もみ

られる．前乳頭筋も萎縮し，左房内にMRによるjet

lesionを認めた．大動脈弁上狭窄，末梢性肺動脈狭窄は

なかった．以上より，左冠動脈形成不全と前乳頭筋の

虚血に伴う僧帽弁逸脱およびMRと診断した．

　　　　　●

　　　　　　　　　　考　　案

　先天性冠動脈異常は比較的稀な先天性心疾患であ

り，中でも左冠動脈形成不全症は極めて稀である．

Blakeら3）は運動中に突然死した20歳の男子を剖検し

右冠動脈形成不全症と診断している．また，本邦では

榊原1），今野ら2）が胸痛を主訴とする3歳6ヵ月男子に

おいて大動脈造影を行ない左冠動脈形成不全症と診断

している．さらにOgden4）の冠動脈奇形224例の集計に

よれぽ5例がhypoplastic　proximal　coronary　artery

と分類され，さらに2例がcongenital　proximal

stenosisと分類されている．また，　Levineら5）は血行動

態に影響を及ぼす有意な冠動脈異常を4つに分類し，

1）coronary　A・V　fistula　2）B・W－G症候群，3）con－

genital　coronary　stenosis　or　atresia，4）　origin　of　the

LCA　from　the　right　sinus　of　Valsalvaとしている．

しかし，この中でも3）のatresiaの報告は見られる

が，stenosisの報告は見られない．さらに，本邦でも今
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図4　断層心エコー図およびMモード心エコー図．左房・左室の拡大と左室収縮力の

　低下が認められる．左冠動脈（Lca）は内径約1．5mmで大動脈から起始している．

野ら2）が先天性冠動脈異常の分類を行ない，冠動脈形

成不全症および冠動脈狭窄症をそれぞれ独立した疾患

として分類している．

　このように左冠動脈形成不全症の分類上の位置づけ

はまだ一定しておらず，冠動脈開口部の狭窄がまず存

在し，その結果として左冠動脈が低形成となったもの

か，あるいは初めから低形成な冠動脈が存在していた

のかは興味深いところである．しかし，開口部狭窄症

の報告6）があることなどより，左冠動脈が低形成とな

る原因として開口部にまず狭窄が存在し，その結果血

流説7）に基づき低形成となることが充分予想される．

このように考えると，開口部狭窄症と形成不全症とは

同一の疾患概念に含まれるものと言えるかもしれな

い．また，本症の類似疾患として，左冠動脈開口部閉

鎖症があるが，この場合左バルサル・ミ洞内にdimple

となった痕跡的開口部が認められたり，左主幹部冠動

脈とバルサルバ洞との間に索状物が認められたとする

報告8）9）がある．したがってNeufeldら’°）は左冠動脈開

口部閉鎖症は右単冠動脈を形成する過程の一つを示し

ているのではないかと述べている．同様に考えれば，

左冠動脈形成不全症一左冠動脈開口部閉鎖症一右単冠

動脈の3者は一一’連の連続した疾患群とも考え得る．

　今回我々が経験した症例でeUt　Elfin様顔貌を呈して

いたが，末梢肺動脈の狭窄や大動脈弁上狭窄等は認め

られなかった．しかし，Priceら11）の報告では，左冠動

脈の開口部のatresiaと大動脈弁上狭窄とには関連性

があるのではないかと述べている．したがって我々の

症例もこのような観点からすればWilliams　elfin　face

症候群の一亜型である可能性もある．

　本症の臨床診断は本症を念頭に置かなければ非常に
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図6　剖検では，左冠動脈は低形成で，開口部にabnormal　ridgeを認めた．

困難である．本症例についてretrospective（後視的）

に見れぽB・W・G症候群との鑑別として次の観点が挙

げられる．1）MRが認められる時期にもaVLのq波

がなかった点．2）核医学検査における心筋虚血の所見

が広範で心尖部方向により強い変化を示した点．3）断

層心エコー図上，心室の壁運動の低下が極めて広範で
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図7　左室前壁心内膜側の組織像（Masson染色，100

　倍）．心筋細胞の萎縮，脱落と，線維化が目立つ．出

　血もみられる．

あった点，などである．しかし，BW・G症候群でも断

層心エコー図上左冠動脈が大動脈から起始しているよ

うに観察されることがあるので，この点のみでは鑑別

点とはならない13）．

　本症例はMRとして経過観察を行なっており，剖検

でもMRの所見が得られた．また，左冠動脈開口部閉

鎖症の症例でもMRが認められたものがある12）．さら

に我々は最近経験したB－W・G症候群7例中5例に

MRを認めており13），この5例はすべて乳幼児期に発

症している．孤立性のMRは比較的稀な疾患であ

り14），乳幼児期のMR例では，冠動脈疾患として左冠

動脈形成不全症やB－W－G症候群などの可能性も念頭

に置き厳重な経過観察を行なうと共に，時期を失せず

確定診断を行なう必要があると考えられた．

　　　　　　　　　　結　　語

　非常に稀な左冠動脈形成不全症の1剖検例を経験し

たので，若干の文献的考察と臨床診断上の留意点につ

いて考察した．

　尚，本論文の要旨は第116回日本循環器学会関東甲信越地

方会に於いて発表した．
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Report　of　a　Case　of　the　Hypoplastic　Left　Coronary　Artery　with　Ostial　Stenosis

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　due　to　Abnormal　Endothelial　Ridge

Hirofumi　Tomimatu1），　Youko　Sawada1），　Makoto　Nakazawai｝，　Atsuyoshi　Takao1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Michiaki　Hiroe2｝

　　　　　　Pediatric　Cardiology1）and　Radiology2），　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　Reported　was　an　autopsied　case　of　rare　anomaly　of　the　left　coronary　artery．　The　patient　was　found

to　have　mitral　regurgitaion　at　4　months　of　life　and　presented　with　an　abnormal　Q　wave　in　V5．70f

electrocardiogram　at　the　age　of　15　months．　Two　months　later，　she　died　from　clinical　signs　of　acute

broad　anterior　myocardial　infarction．　Autopy　revealed　the　hypoplasia　of　the　left　coronary　artery　and

ostial　obliteration　due　to　an　abnormal　endothelial　rigde．　The　right　coronary　artery　was　normal．　We

speculated　that　the　present　case　could　be　classified　as　a　spectrum　between　the　left　coronary　orifice

atresia　and　the　right　single　coronary　artery．
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