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〈症例報告〉

第4大動脈弓閉鎖および縮窄を伴った第5大動脈弓遺残の2症例

一第4大動脈弓閉鎖時期に差異のみられた症例一

（昭和63年4月26日受付）

（昭和63年7月6日受理）
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key　wards：第5大動脈弓遺残症，第4大動脈弓閉鎖，大動脈縮窄症，左鎖骨下動脈上方転位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　通常の大動脈弓は第4大動脈弓より形成されるが，第5大動脈弓は，ヒトでは胎生早期に消退する血

管といわれ，その遺残例の報告は文献上13例と稀な大動脈弓異常である．欧米では第4大動脈弓閉鎖を

伴わないdouble　lumen　aortic　archカミ多いのに反し，わが国では第4大動脈弓閉鎖を伴う例が多くみら

れる．報告例の全例に他の心血管奇形を認め，特に大動脈縮窄および動脈管開存の合併は高率であった．

自験例の症例1では，合併する大動脈縮窄に対しBlalock－Park手術を施行したが，圧較差が残存したた

めpatch－aortoplastyを追加し良好な結果をえた．症例2では，大血管転位，大動脈縮窄，動脈管開存を

伴い，心大血管造影検査後に低酸素発作にて失った．この2症例は，それぞれ発生学的に第4大動脈弓

閉鎖の時期に差異が存在すると推測され，その発生学的考察と本症における大動脈造影上の特徴を中心

に文献的考察とともに報告した．

　第5大動脈弓（第5弓）は，ヒトでは胎生早期に消

退するといわれ，第5弓遺残の報告例は，本邦で7例，

欧米で6例と稀な大動脈弓の異常である．今回著者ら

は，第4大動脈弓閉鎖および縮窄を伴った本症の2例

を経験したが，発生学的に第4大動脈弓閉鎖の時期に

若干の差異が存在すると推測され，発生学的考察を加

え報告する．

　　　　　　　　　症　　例

　症例1：M．T．5歳　男児，

　主訴：上肢高血圧

　現病歴：正常分娩．生下時体重3，200g．生後2週目

より当院小児科で，大動脈縮窄症（Coarctation，　CoA）

の疑いで経過観察されていた．3歳時に心臓カテーテ

ル検査でCoAの診断を受け，5歳時に外科治療の目

別刷請求先：（〒060）札幌市中央区南1条西16丁目

　　　　　札幌医科大学第2外科　　　森川　雅之

的で当科入院となった．

　入院時現症：体重14．5kg，栄養良好，血圧は上肢収

縮期圧154mmHg，下肢収縮期圧112mmHgと上下肢

間に42mmHgの血圧差を認めた．

　入院時胸部X線写真では，心胸郭比（CTR）は45％

と心拡大を認めず，肺血管陰影の増強も認めない（図

1）．

　術前の大動脈造影像（図2）では，上行大動脈（AAo）

より腕頭動脈，左総頸動脈，左鎖骨下動脈（LSA）が

一本の共通幹（single　trunk）より分枝しており，大動

脈弓に縮窄を認めた．しかし，この大動脈弓は通常の

大動脈弓より低位で，第6大動脈弓（第6弓）成分で

ある肺動脈の上方に位置していた．

　以上より，第4大動脈弓（第4弓）の閉鎖およびCoA

を伴う第5弓遺残と診断した．

　縮窄部の圧較差は42mmHgであり，　Blalock－Park

手術を施行したが，術直後に，圧較差が残存したた
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図1　症例1の入院時胸部X線写真（正面）
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図3　症例1の術後大動脈造影像，カテーテルは逆行

　性にBlalock・Park手術後の左鎖骨下動脈を通過し
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図2　症例1の大動脈造影像（上：正面，下：側面）

め，縮窄部に対しGore－tex　patchによるpatch－

aortoplaslyを追加した．術中所見では，　LSA起始部近

図4　症例2の入院時胸部X線写真（正面）CTR　71％

傍と下行大動脈（DAo）との間には索状物を認めず，

縮窄部は動脈管索の直前の中枢側に存在した．

　術後の大動脈造影像（図3）では，カテーテルは，

DAoと端側吻合したLSAを通過しており，その下方

に，patch－aortoplastyを施行した第5弓が認められ

た．

　患児は，術後，圧較差も消失し，元気に自宅退院し

た．

　症例2：KM，9ヵ月，女児

　主訴：チアノーゼ

　現病歴：正常分娩．生下時体重2，800g．生下時チア

ノーゼを認めず，生後2ヵ月時に，肺炎に罹患．この

頃よりチアノーゼが出現し，同時に哺乳力の低下を認

めた．生後4ヵ月時に，当院小児科にて，大血管転位
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図5　症例2の右室造影像（上：正面，下：側面）
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症（TGA）の診断を受け，生後9ヵ月時に精査のため

当科入院となった．

　入院時現症：体重7，600g．軽度のチアノーゼが口唇

および爪床にみられ，2横指の肝腫大を認めた．血圧

は右上肢100／64，左上肢88／40，下肢102／64mmHgで

あった．

　入院時胸部X線写真では，CTR　71％と著明な心拡

大と肺血管陰影の増強を認めた（図4）．

　心臓カテーテル検査で，心内奇形はTGA　II型と診

断された．

　右室造影像（図5）では，右鎖骨下動脈（RSA），左

右総頸動脈（L・RCA）は一本のsingle　trunkを形成

図6　症例2の肺動脈造影像（上：正面，下：側面）

してAAoより分枝し，その下方に細い血管が大動脈

弓のごとく左後方に走り，LSAを分枝するのが認めら

れた．また，DAoを上行するカテーテルは，　AAoへ抜

けず，動脈管（PDA）を介し容易に肺動脈へ挿入可能

であった．

　肺動脈造影像（図6）では，拡張した主肺動脈，さ

らに太いPDAよりDAoが造影され，その移行部上縁

よりLSAが造影されていた．側面像にて，　LSAと

PDAおよびDAoとの移行部において前述の大動脈

弓のごとき細い血管も淡く造影されていた．すなわち，
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表1　第5大動脈弓遺残報告例

No　Author　　　　Age　Sex　Associated　anomaly Operatlon PrognOSIs
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DLAA

CoA　PDA，　DLAA

12Toyoda　 40d　M　CoA，　PDA

13　Dodo　　　　　13y　F　　　CoA

14自験例　5yMCoA
15　自験例　　　　9m　　F　　TGA，　CoA，　PDA
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death

death
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5th　arch　d｜vlslon
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allve
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（一）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　death

DLAA　doubie　lumen　aortlc　arch

旦lsub、

　　　　　　－intimal　shelf

ductus　a．

　　図7　症例2における大血管のシェーマ
V：遺残第5大動脈弓，Lsub，　a．：左鎖骨下動脈，

ductus　a．：動脈管

大動脈弓を形成する血管とDAoは，離断しておらず

連続性を残しており，大動脈弓を形成する血管がLSA

を分枝した直後のDAoに移行する部位において，

intimal　shelfによると思われる陰影欠損を認めた．

　これらの関係は，図7に示すように，AAoよりsin－

gle　trunkが分枝し，それよりRSA・RCA・LCAが

各々分枝しており，LSAはそれとは別に大動脈弓を形

成する血管の末梢側で，DAoとの移行部直前の中枢側

より分枝していた．大動脈弓を形成する血管はそれ自

体低形成であり，LSA分枝直後にCoAが存在してい

た．またこの大動脈弓を形成する血管は，通常の大動

脈弓より低位で，第6弓成分のPDAより上方に位置

していた．以上より，第4弓閉鎖およびCoAを伴う第

5弓遺残と診断した．

　患児は，心臓カテーテル検査直後に低酸素発作にて

死亡したが，剖検はえられなかった．

　　　　　　　　　　考　　案

　第5弓は，爬虫類，鳥類1）の胎児に存在するとされて

おり，哺乳類に存在するか否かについては疑問視さ

れ2），存在するとしても胎生の早期に消退するとされ

ていた3）．Huntington4）は，ネコの胎児にその存在を確

認し，Brown5）もまた，ネコの胎児において同様にその

存在を確認している．一方，Congdon6）は，ヒトの胎児

において，背側の胸部下行大動脈と腹側のaortic　sac

より内皮組織のsporutをしばしぽ認め，これが第5弓

の中枢端と末梢端に当たるとした．さらに，第6弓が

確立される時期か，あるいはややその後の時期に，ヒ

トの胎児の50％に完全な血管として認められると述べ

ている．しかし，1969年Van　Praagh7）による最初の遺

残例の剖検報告以後，自験例を含め欧米で6例，本邦

で9例の報告がみられた7）’“17）（表1）．第4弓閉鎖を伴

わない，いわゆるdouble　lumen　aortic　arch（DLAA）

は欧米の6例と本邦の1例の計7例（47％）に認めら

れ，一方，第4弓閉鎖を伴う本症は本邦報告例9例中
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図8　自験例における第4大動脈弓閉鎖時期と左鎖骨下動脈の上方転移時期の発生学

　的関係．白矢印で示す第7節間動脈は発生が進むにつれ上方転移する

　inn．　A：腕頭動脈，　IV：第4大動脈弓，1．　car．　A：左総頚動脈，　V：第5大動脈弓，

　1．sub．　A：左鎖骨下大動脈，　VI：第6大動脈弓，　ductus　a．：動脈管

8例に認められたが，欧米での報告例はない．また，

全例において遺残する第5弓に縮窄を認めた．前田11），

小西ら12）の症例においては，第4弓とDAoとの間に

索状物を認めている．合併心大血管奇形としては，

CoAおよびPDAの頻度が高く，各々　10例（67％）お

よび8例（53％）に認められた．外科治療は11例（73％）

に対し行われ，PDAの結紮，　CoAに対するBlalock－

Park手術等の縮窄部解除を目的とした手術が主に施

行されている．予後は，死亡4例と，合併心奇形の重

篤さに依存するものと考えられた．

　胎生早期に第7節間動脈として存在するLSAは，

発生が進むにつれ徐々に上方に転位するが2）3）18），第5

弓が消失する時点では，まだ第7節間動脈として第6

弓よりもはるか後下方に存在し，LSFが上方転位する

時期はもっと後の時点である．本症の発生機序として，

前田ら11）は，第4弓の閉鎖が，LSAの末梢側にあるこ

とより，第4弓閉鎖がLSAの上方転位完了後に起

こったとし，さらに第4弓閉鎖が第5弓遺残の原因と

なりえないと結論づけている．すなわち，なんらかの

原因による第5弓遺残が成立した後に第4弓の閉鎖が

起こったものと推測している．もし，第5弓遺残成立

後も第4弓の閉鎖が生じなければ，DLAAとして発生

してくることと推測される．かりに，第5弓遺残が成

立し，さらに第4弓閉鎖が生ずるとすると，その閉鎖

の起こる時期によって，LSAの分枝する部位に2通り

のvariationを生ずることとなる．すなわち，　LSAの

上方転位完了前か，完了後かにより，前者であれぽ第

4弓成分側より分枝することとなり，後者であれぽ，

LSAのみsingle　trunkとは別に，よりDAo側より分

枝することとなる（図8）．自験例の2例は，ともに第

4弓閉鎖の合併が認められたが，この2症例は，それ

ぞれその閉鎖時期に若干の差異が存在すると考えられ

た．症例1では，LSAの末梢側では第4弓が閉鎖して

おり，LSAの上方転位完了後に第4弓閉鎖が起きたと
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推測された．症例2では，LSAの中枢側で第4弓が閉

鎖しており，LSAの上方転位完了前に第4弓が閉鎖し

たと推測された（図8）．

　本症に合併するCoAについて，前田ら11｝は，動脈管

索が第5弓縮窄末梢端に付着していたことから，縮窄

はPDAが閉鎖した時期に起こったと推測している．

自験の症例1におけるCoAも前田ら11）の症例と同様

と考えられる．

　第5弓遺残血管の存在は，山崎ら川は，重複大動脈弓

とは解剖学的存在部位が異なり，vascular　ringに基づ

く気管，食道への圧排，狭窄症状を呈さず，本症を疑

う契機を得難いことを指摘している．すなわち，剖検

時診断例以外では，その診断確定に心血管造影は必須

であると述べている．

　DLAAでは，その血管造影像は特異的であり，通常

の位置の大動脈弓の下方で，かつ肺動脈との間に第5

弓遺残と思われる血管像を見いだすことにより容易で

ある．

　一方，第4弓閉鎖を伴う本症のcriteriaについて，前

田ら11｝，小西ら12）は，次の3項目を重要視している．1）

主要血管分枝が，single　trunkとなって分枝すること．

2）大動脈弓が通常より低位置であり，single　trunk（第

4弓成分）と肺動脈の間（第6弓成分）に位置してい

ること．3）このsingle　trunkとDAo間に第4弓と考

えられる連続性があること．3）については，術中また

は剖検時に初めて確認され得るものであり，また，索

状物等の連続性を認めなかったとする報告もあり，心

血管造影像として1），2）の所見がより重要と考えられ

る．自験例におけるLSAの上方転位時期と第4弓閉

鎖時期の関係を考慮にいれ，現時点では以下に示す項

目について血管造影によって証明されれぽ，本症の診

断が可能と考えられる．

　1）主要弓分枝がsingle　trunkとなって分枝し，その

single　trunkは，第4弓の構成成分と考えられること．

　2）大動脈弓が通常より低位置であり，第4弓の構成

成分であるsingle　trunkと第6弓により構成される肺

動脈との間に存在し，第5弓遺残としか考えられない

こと．

　3）LSAは，その発生学的上方転位時期と第4弓閉

鎖時期の関係より，single　trunkとは別に，よりDAo

側より分枝することもある．

　Liechtyら19）は，弓分枝のnormal　variationの検討

より，自験例の症例1のごとく3分枝がsingle　trunk

より分枝する形態を0．2％，症例2のごとくLSAのみ

273－（73）

single　trunkとは別に分枝する形態を27．1％に認める

と報告しているが，上述の2）により鑑別可能と考えら

れる．なお，症例2のごときtypeが存在する可能性は，

小西ら12）によりすでに指摘されているが，われわれの

調べえた限りでは初の報告例と考えられる．

　症例1の術後の大動脈造影像では，Van　Praagh1）の

報告した，DLAAを彷彿とさせる大動脈造影像とな

り，Blalock－Park手術によるLSAは，正常の大動脈

弓の走行を再現したごとくであった．またAAoより

主要弓分枝がsingle　trunkを経て分枝していたこと，

および大動脈弓を形成していた血管が通常より低位で

あったことが，より明白となる結果となった．

　症例2の大動脈造影像は，シェーマ（図7）に示す

ように，AAoよりsingle　trunkが分枝し，それより

RSA・RCA・LCAが各々分枝しており，　LSAはそれ

とは別に大動脈弓を形成する血管の末梢側で，DAoと

の移行部直前の中枢側より分枝していた．LSAの血行

動態は，第5弓がLSA分枝直後にCoAを有するた

め，主に第5弓を介するAAoからの血流と一部は

PDAを介する肺動脈の血流を受けていると考えられ

た．また，第5弓はそれ自体低形成でlang　segmental

CoAとして機能しており，左，右上肢の間に12mmHg

の圧較差を認めた．一方DAoは，　PDAを介し肺動脈

の血流のみが流入しており，血行動態的にはむしろ離

断に近いものと考えられた．

　第5弓遺残のみでは手術適応と成り得ず，前述のご

とく，合併する心大血管奇形に対する血行動態的修復

手術がなされている．特に第4弓閉鎖を伴う症例では，

ほぼ全例にCoAの合併を認め，外科治療の適応とな

る症例が多いと考えられる．

　最後に，第4弓閉鎖を伴う第5弓遺残にCoAを高

頻度に認めることは非常に興味深く，これら3者間に

おいてなんらかの発生学的関連性があることを示唆す

るものと考えられるが，その詳細については不明であ

り，今後の発生機序の解明が待たれるところである．

　　　　　　　　　　結　　語

　1）第4弓閉鎖およびCoAを合併した第5弓遺残

症の，5歳男児および9ヵ月女児の2例を経験した．

　2）5歳男児の症例1に対し，大動脈縮窄解除の目的

にてBlalock－Park手術，およびpatch－aortoplastyを

追加施行し良好な結果を得た．TGAとPDA合併の9

ヵ月女児の症例2を，低酸素発作にて失った．

　3）症例1では，LSAの分枝後には大動脈弓が閉鎖

しており，LSAの上方転位完了後に第4弓閉鎖が生じ
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たと考えられた．しかし，症例2では，LSAより中枢

側で大動脈弓が閉鎖しており，LSA上方転位完了前に

第4弓閉鎖が生じたと推測され，2症例における第4

弓閉鎖時期に差異が存在することが示唆された．

　以上発生学的に稀な第4弓閉鎖および縮窄を伴う第

5弓遺残症の2例を報告した．

　なお，本論文の要旨は，第23回日本小児循環器学会総会

（昭和62年7月，福岡）にて発表した、
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Two　Cases　of　Persistent　Fifth　Aortic　Arch　in　Infant　and　Child　Associated　with

　　　　　　　Coarctation　of　the　Aorta　and　Atresia　of　the　Fourth　Aortic　Arch

　　Masayuki　Morikawa，　Katsuhiko　Nakanishi，　Hiroyuki　Nakakura，　Tomoya　Matsuzaki，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kenji　Sugiki，　Hiroshi　Ajiki，　Sakuzo　Komatsu，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hideshi　Tomita＊and　Youko　Sawada＊

Department　of　Surgery（Section　2），　Department　of　Pediatrics＊，　SapPoro　Medical　College，　SapPoro，　Japan

　　　Recently，　we　treated　two　cases　of　persistent　fifth　aortic　arch　concomitantly　associated　with

coarctation　of　the　aorta　and　atresia　of　a　portion　of　the　fourth　aortic　arch．　In　case　1，afive　years　old　boy

successfully　underwent　Blalock・Park　procedure　which　was　followed　by　aortoplasty　using　Gore－tex

patch．　In　case　2，　a　nine　months　female　infant　associated　with　transposition　of　the　great　arteries　and

persistent　ductus　arteriosus　died　of　hypoxic　attack　while　cardiac　catheterization　was　performed．

　　　Their　angiographic　features　are　as　followings：In　case　1，major　head　vessels　including　innominate

artery，　Ieft　common　carotid　artery　and　left　subclavian　arte】呼（LSA）branched　off　from　single　trunk

which　originated　from　ascending　arota．　In　case　2，　right　subclavian　artery，　right　common　carotid　artery

and　left　common　artery　branched　off　from　single　trunk　similarly　to　case　l　although　LSA　branched　off

separately　from　distal　side　of　aortic　arch．　In　both　cases，　however，　aortic　arch　located　at　lower　position

than　usually　seen．

　　　Embriological　arch　formation　and　sequence　in　the　process　of　atresia　of　the　fourth　aortic　arch　was

different　between　in　case　l　and　2．
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