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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　左冠状動脈肺動脈起始で興味ある経過を示した1例を報告する．本症例は，4ヵ月時に収縮期逆流性

心雑音と心不全を認めた．初診は6ヵ月時で，その時の心電図で著明な左室肥大の所見を認め，心エコー

図で心内膜エコー輝度の増強及び拡張型心筋症様所見を呈していたため，心内膜線維弾性症に伴う僧帽

弁閉鎖不全と診断した．その後僧帽弁閉鎖不全が進行し，左室腔内血栓を思わせる心エコー図所見を認

めたため，1歳3ヵ月時に心臓カテーテル検査を行わずに僧帽弁置換術（St．　Jude　Medical弁21mm）

を施行した．4歳時から僧帽弁狭窄による拡張中期雑音を聴取するようになったが，その後僧帽弁狭窄

の増強は認めず経過は良好であった．6歳時に心血管造影を施行し左冠状動脈肺動脈起始症と診断，同

時にSt．　June　Medical弁の一葉に可動制限を認めたため，左冠動脈大動脈バイパス術と再弁置換術を施

行した．

　現在，アスピリンの内服は継続しているが術前5～6Metsの運動負荷でみられた胸痛も認められず，10

Mets程度の運動も可能となり，経過は良好である．

　　　　　　　　　はじめに

　冠状動脈起始異常は希な先天性心疾患である．その

中で左冠状動脈肺動脈起始（Bland－White・Garland症

候群）は心筋虚血と重症の心不全を合併し，生存率が

10～20％と予後不良の疾患である．本疾患は，重症の

心不全や異常Q波などの心電図異常で循環器専門医

を訪れることが多い．しかし，心雑音で発見されるこ

とも少数ながら報告されている．この場合の心雑音は

主に乳頭筋不全による僧帽弁閉鎖不全で，本邦の報告

では66例中17例に認められたとされている1）．これら

の中には，僧帽弁輪形成術や僧帽弁置換術を施行せざ

るを得なかった症例も報告されている．私達は，重度

の僧帽弁閉鎖不全に対し1歳3ヵ月時に僧帽弁置換術
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を施行し，5年後に再弁置換と人工血管による血行再

建術を施行し救命し得た左冠状動脈肺動脈起始の1例

を経験したので報告する．

　　　　　　　　　症　　例

　症例：T．T．6歳，女児．

　家族歴：特記すべきことなし．

　現病歴：在胎40週，3，688gで正常分娩にて出生す

る．その後4ヵ月時まで特に問題なく過ごした．4カ

月時に上気道炎に罹患して近医を受診した際，収縮期

逆流性心雑音及び心不全を認め，6ヵ月時当科紹介と

なる．

　初診時現症：身長68cm（＋0．8SD），体重7，050g

（mean），血圧90／50mmHg，脈拍130／分，呼吸数48／分．

心尖部に全収縮期逆流性雑i音（Levine　2／6）を聴取し

た．肝臓は右肋弓下に3cm硬く触知した．

　初診時胸部X線：心胸郭比は63％と心拡大を認め
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た．また，左第3弓突出像及び肺うっ血像を認めた．

　初診時心電図所見：洞調律で正常QRS軸，　V1で2．3

mVのS波，　V6で2．7mVのR波及び1，　aVL，　V5，

V6にQ波を認めた．特にaVLに1．5mVの異常Q波
を認めた．II，　III，　aVFにSTの低下を，　V5，　V6で二

相性T波を認めた．

　初診時断層心エコー図：内臓心房位，心室位，心室

大血管関係は正常であった．左室腔の著明な拡張と心

内膜のエコー輝度の増強を認めた．左房は拡大し，心

房中隔は右房側に突出していた．左室駆出率は38％と

低下していた．

　本症例は，11ヵ月から1歳3ヵ月の間に4回の呼吸

器感染症を繰り返し，心不全の進行を認めた．1歳3

ヵ月時の断層心エコー図において，僧帽弁の肥厚，及

び前尖逸脱を認めた．また，左室腔内血栓を思わせる

左室前壁内腔に沿って付着物を認めたため，心臓カ

テーテル検査を行わず僧帽弁置換術を施行した．

　初回手術所見：左房及び左室は拡大し，右房は前方

に圧排されていた．冠状動脈は術野では明らかな走行

異常，拡張蛇行などの所見は認められなかった．左房

を切開すると僧帽弁の前尖は肥厚，過伸展しており，

451－（51）

左房への逸脱を認め，後尖は左室内膜への癒着を認め

た．左室の心内膜は著明に肥厚し，白色を呈していた．

左房，左室に血栓は認められなかった．手術は僧帽弁

をSt．　Jude　Medical弁，21mmに置換し終了した．

　組織所見：手術の際に採取した乳頭筋及び心筋は心

内膜の肥厚と弾性線維の増殖，断裂を認めた．

　術後の経過は順調で，4歳時より拡張中期雑音を聴

取するようになったが，5歳時には縄跳びなどの運動

も可能となった．今回術後6年を経過したため術後評

価の目的で心臓カテーテル検査を行った．

　心臓カテーテル検査：肺動脈圧は65／38（49）mmHg

と中等度の肺高血圧を示し，肺動脈模入圧はa波：31

mmHg，　v波：26mmHg，平均圧25mmHgと上昇して

いた．肺体血管抵抗比は，0．30と軽度上昇していた．

心拍出係数，一回拍出係数は正常であった．

　心血管造影：大動脈造影では，太く拡張蛇行した右

冠状動脈のみが造影され，これに遅れて心尖部の側副

血行路を介して，左冠状動脈が造影された．右冠状動

脈造影において，大動脈から拡張した右冠状動脈が起

始し，心尖部の拡張蛇行した交通枝を介して左冠状動

脈血が肺動脈に流入する所見が得られた．以上より左

　　　　　　　　　表1　心臓カテーテル検査結果

術前検査（左）では，中等度の肺高血圧と肺動脈模入圧の上昇を認めていた，

術後検査（右）では，肺高血圧の改善を認めた

Preoperation Postoperation

pressure（mmHg） SaO2（％） pressure（mmHg） SaO2（％）

VCI 64

VCS 68

RA a，10　v，9　（8） 66 a，9　v，10（8） 73

RV 73／9　　　（35） 64 46／7　　　（21） 70

m－PA 65／38　　（49） 65 40／16　　（27） 70

PCW a　31　v，26（25） 66 a，11　v，13（11） 66

LV 100／7 100／8

AO 100／65　　（83） 98 97／65　　（85） 98

Qp／Q、 1．0 1．0

P。／Pp 0．59 0．31

Rp／R， 0．30 0．19

COP 3．8L／min

CI 4．6L／min／M2

SVI 41．2mL／beat／M2

SaO2：Saturation　of　arterial　blood　Oxygen，　VCI：Vena　Cava　Inferior，　VCS：Vena

Cava　Superior，　RA：Right　Atrium，　RV：Right　Ventricle，　m・PA：main　Pulmonary

Artery，　PCW：Pulmonary　Capillary　Wedge，　LV：Left　Ventricle，　AO：Aorta，　Qp／

Qs：ratio　of　pulmonary・to・systemic　flow，　Pp／Ps：ratio　of　pulmonary・to・systemic

pressure，　Rp／Rs：ratio　of　pulmonary・to・systemic　resistance，　COP：Cardiac　Out

Put，　CI：Cardiac　Index，　SVI：Stroke　Volume　Index
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　　　　　　　　　　　　図1　大動脈造影（術前）

上段に側面像，下段に正面像を示す．

大動脈造影では，拡張蛇行した右冠状動脈のみが造影され（左），側幅血行路を介して

（中），回旋枝，前下行枝が造影された（右）．その後，左冠状動脈から肺動脈に流入し

ている所見が得られた（右）．

PA：Pulmonary　Artery，　RCA：Right　Coronary　Artery，　Cir：Circumflex　artery，

LAD：Left　Anterior　Descending　artery
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図2　選択的冠状動脈造影（右冠状動脈造影）．右冠状動脈造影では，側副血行路を介

　して前下行枝が造影され，（中），その後造影剤は肺動脈に流入する所見が得られた

　（右）．

　RCA：Right　Coronary　Artery，　LAD：Left　Anterior　Descending　artery，　MLC：

　Main　Left　Coronary　artery

冠状動脈肺動脈起始と診断した．

　カラードプラー心エコー図：右冠状動脈では大動脈

より流入する血流が拡張期に暖色のシグナルとして得

られた，心尖部では拡張蛇行した冠状動脈交通枝内に，

暖色の血流シグナルが収縮期に認められた．更に肺動

脈内でモザイクの異常血流を認めた．その時相は，等
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　　　　　　　　　　　　　図3　カラードプラー心エコー図
左にカラドプラー心エコー図を，右に断層心エコー図を示す．

穐

・燦

槙

大動脈より右冠状動脈へ流入する血流が拡張期に認められ（左上段），交通枝の血流を収縮期に認め

（左中段），左冠状動脈から肺動脈に流入する1血流を等容収縮期に認めた（左下段）．

AO：Aorta，　RV：Right　Ventricle、　LV：Left　Ventricle，　PA：Pulmonary　Artery，　RCA：Right

Coronary　Artery，　LAD：Left　Anterior　Descending　artery

容収縮期であった．

　心電図：術前と術後の心電図の所見に変化が認めら

れた．術前はaVLに著明な異常Q波を認めた．術後6

ヵ月には術前に認めた高位側壁領域の異常Q波は消

失、あるいは減高していた．術後2年目には異常Q波

は更に減高しており，平均電気軸は右軸偏位に変化し

た．術後6年目の再手術前では，前壁中隔壁領域のT

波の平坦化を認めていた．

　再手術所見：St．　Jube　Medical弁の右側は左房室よ

り弁輪弁葉に発育したpannusで被われ開閉障害を生

じていたため直径2．5mmのCarbo－Medics弁で再弁

置換を行った．肺動脈の後壁で肺動脈弁から4cmti方

の右肺動脈分岐沽に左冠状動脈の開口部を認めた．左

冠状動脈を大動脈に直接移植する方法は，本汕例が再
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　　　　　　　　　　　　　　図4．心電図
術前（1段目）aVLに異常Q波（矢印）を認め，術後6ヵ月（2段目），術後2年目

（3段目）にはQ波の減高を認める．術後6年目（4段目）ではT波の平坦化（矢印）

を認める．

手術のため左冠状動脈の剥離が困難であること，左冠

状動脈の開口部が肺動脈弁より4cmと離れた場所に

存在したため困難であると判断した．また，肺動脈前

壁を使用し肺動脈内にトンネルを作成する竹内法は，

開口部が肺動脈弁より離れていること，再手術のため

肺動脈表面が粗であり，トンネル作成後十’分な血流の

維持ができない可能性があるため断念した，やむなく

人工血管（Vita　graftφ5mm）を使用し大動脈と左冠

状動脈と連結した．

　再手術後の心エコー図：断層心エコー図では右冠状

動脈の太さは不変であるが，側副血行路が消失してい

た．左冠状動脈は同定できなかった．カラードプラー

心エコー図では術前描出された血流シグナルは描出で

きなかった．

　再手術後の心血管造影：左右冠状動脈とも太く軽度

の蛇行は残すものの，血流は順行性で血行障害は認め

ていない．側副血行路は消退していた．心臓カテーテ

ル検査による圧測定では肺動脈圧が40／16（27）

mmHg，大動脈圧は97／65（85）mmHg，肺体血管抵抗

比は0．19と改善を認めた．

　　　　　　　　　　考　　察

　左冠状動脈肺動脈起始をEdwards，Baueは病態生

理的に4期に分類した2）3）．第1期とは体動脈圧と肺動

脈圧の等しい胎生期である．第2期とは肺血管抵抗の

低下に伴い出現する心筋虚血の発症時期で，多くは，

生後2ヵ月から6ヵ月時に症状の出現を認める．第3

期とは側副血行路が発達し，lrll行動態的に落ち着いた

時期である．第4期とは著しく側副血行路が発達し、
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図5　大動脈造影，選択的冠状動脈造影（再手術後）．大動脈造影では，両側の冠状動

　脈が同時に造影された（上段）．右冠状動脈造影では，軽度の拡張蛇行は残存してい

　るが側副血行路は消失（左下），左冠状動脈の血流は順行性であった（右下）．

心筋に供給されていた動脈血が心筋を素通りして肺動

脈に流入するスティール現象により再び心筋虚血が到

来する時期である．本症例の4ヵ月時に僧帽弁閉鎖不

全を伴う心不全で発症し，1歳3ヵ月時に僧帽弁置換

術を施行するまでに数回の呼吸器感染症を繰り返した

時期がEdwardsの第2期に相当していた．

　本疾患が，乳幼児期に重症な僧帽弁閉鎖不全で発見

された症例の報告は少ない．その理由として次の事が

考えられる．①僧帽弁閉鎖不全が発見されても術前，

心エコー図で左冠状動脈が大動脈から起始しているが

如く描出され，診断に難渋する症例が存在すること4）．

②川崎病のSilent　Myocardial　Infarctionと同様に心

筋虚血の自覚症状がなく，乳幼児期に僧帽弁閉鎖不全

は診断されても，冠状動脈異常所見の診断が確定しな

いまま経過していく症例が存在するためと考えられ

る．したがって，乳幼児期に僧帽弁閉鎖不全を認める

症例においては，本疾患を念頭において鑑別していく

必要がある．

　次に，左冠状動脈肺動脈起始における僧帽弁閉鎖不

全の原因であるが，本症例では，前尖の逸脱及び後尖

の低形成，腱索の異常という先天的因子に加え，乳頭

筋の弾性線維の増生を認め，冠血流障害に伴う虚血性

変化と考えた．他の報告でも心筋，乳頭筋の虚血，線

維化と弁輪拡大により惹起される二次性疾患と考えて

いる報告が多い5）．だが，福地らの乳頭筋，心筋の癩痕

異常は認められなかったとする報告6）や，Norenらの

乳頭筋位置異常による僧帽弁逆流合併例の報告7）もあ

り，本症と僧帽弁閉鎖不全の直接の因果関係は証明し

難い．

　本症例では，心エコー図で著明な左室拡張と心内膜

のエコー輝度の増強を認め，更に左冠状動脈が大動脈

から起始するが如く描出されたため，心内膜線維弾性

症と診断した．しかし，振り返って心電図を見直すと，

この時期にaVLの異常Q波を中心とする高位側壁領

域にQ波を認めていた．本所見とT波の逆転は，僧帽

弁閉鎖不全の症例の診断に際し，左冠状動脈肺動脈起

始の心電図所見として重要と言われており8），本疾患

の診断に心電図が重要であることを再認識した．
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　本疾患では，断層心エコー図上，心膜横行洞が正常

の左冠状動脈様に描出され，あたかも左冠状動脈が大

動脈から起始したが如く描出されることがあるため，

断層心エコー図による診断は難渋する4）．しかも全て

の症例で左冠状動脈の起始部が肺動脈の定位置ではな

いことも断層心エコー図による診断を難しくしている

原因と考える．近年，ドプラー心エコー図により本疾

患が診断されたという報告もみられるが，全ての報告

で肺動脈内の異常血流が描出される時相は一致してい

ない9）～’2）．それらのほとんどは，肺動脈の異常血流を

拡張期に描出している報告である1°）～’2）．しかし，King

らは収縮後期に肺動脈の異常血流を描出し9〕，私達の

症例は等容収縮期と思われる時相に肺動脈内の異常血

流を描出した．Houstonは4例中3例をカラードプ

ラー心エコー図で本疾患と診断している12），そのうち

1例は私達の症例と同様に心電図のQRS波形の直後

で肺動脈内に異常シグナルの描出を認めている．

　本疾患の外科的治療法の選択については，現在4通

りの冠状動脈血行再建法が行われている．①左冠状動

脈起始部を結紮，②大動脈・左冠状動脈間バイパス術

（大伏在静脈または人工血管），③大動脈左冠状動脈直

接吻合，④肺動脈内トンネル作製術である．①はsingle

coronary　systemであり②③④はdoubule　coronary

systemである．どの手術法が最良であるかは症例によ

り異なる．左冠状動脈の起始部が肺動脈分岐部の高位

にある症例では，左冠状動脈を直接大動脈へ吻合しよ

うとすると，吻合間の距離が問題となる．肺動脈内に

トンネルを作製する竹内法13）では，肺動脈狭窄を残す

などの問題が生じる．大動脈左冠状動脈直接吻合，竹

内法による血行再建が難しい症例には大動脈一冠状動

脈バイパス手術が選択されるであろう14｝15｝．私達の症

例では，再手術のため左冠状動脈の剥離が難しく，直

接大動脈への吻合は困難と判断した．また竹内法も，

トンネル作成後，本症例の肺動脈表面を利用した管腔

では十分な血流の維持ができない可能性があると考

え，バイパス術を選択した．

　次に，僧帽弁閉鎖不全に対する手術法を本症例では，

弁の肥厚，逸脱が著明なため弁形成は不可能と考え人

工弁置換術に踏み切った．乳幼児の人工弁置換患者は

少ないが，術後の抗凝固療法に関して問題がある．本

症例では人工弁置換術後からアスピリンを用いた．そ

の理由は患者の往居が離島であり，ワーファリンによ

るコントロールが困難であること，アスピリンによる

人工弁管理で良好な成績の報告がみられた16）ことなど

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第3号

からアスピリンを第一選択とした．本症例は人工弁置

換6年を経過したが，左房・左室内血栓形成及び人工

弁付着血栓は認めなかった．現在，再手術後1年を経

過したが，術前認められた胸痛の訴えもなく，10Mets

程度の運動も可能となり経過は良好である．

　　　　　　　　　　文　　献

　1）海賀達雄，岩倉治男，林輝美，奥田佳久，高橋禮

　　　介，山本英雄，八木　繁：乳頭筋石灰化を伴った高

　　　齢者の左冠状動脈肺動脈異常起始症の1例．心臓，

　　　17：169－177，1985．

　2）Edwards，　J．E．：The　direction　of　blood　flow　in

　　　coronary　arteries　arising　from　the　pulmonary

　　　trunk．　Circulation，29：163－166，1964．

　3）Baue，　AE．，　Stanley，　B．，　Blakemore，　W．S．　and

　　　Zinsser，　H．F．：Alater　stage　of　anomalous

　　　coronary　artery　from　the　pulmonary　artery．

　　　Circulation，36：878　　885，1967．

　4）Robinson，　PJ．，　Sullivan，1．D．，　Kumpeng，　V．，

　　　Anderson，　R．H．　and　Macartney，　F．J．：Anoma・

　　　10us　origin　of　the　left　coronary　artery　from　the

　　　pulmonary　trunk：Potential　for　false　negative

　　　diagnosis　with　cross　sectional　echocardiogra－

　　　phy．　Br．　Heart　J．，52：272－277，1984．

　5）原田順和，塩井健介，西谷　泰，丁　栄市，安藤正

　　　彦：僧帽弁閉鎖不全を伴った左冠動脈肺動脈起始

　　　症の1治験例．日胸外会誌，29：1530－1535，1981．

　6）福地晋治，今井康晴，高梨吉貝1」，黒沢博身，星野修

　　　一，石原和明，沢渡和男，遠山　歓，高見沢邦武，

　　　中沢　誠，高尾篤良：Aortic　Implantation，僧帽

　　　弁輪形成術を同時施行した左冠動脈肺動脈起始異

　　　常症の検討．胸部外科，39：5－12，1986．

　7）Noren，　GR．，　Raghib，　G，　Moller，　J．H．，　Amplatz，

　　　K．，Adams，　P．　Jr．　and　Edwards，　J．E．：Anoma・

　　　lous　origin　of　the　left　coronary　artery　from　the

　　　pulmonary　trunk　with　special　reference　to　the

　　　occurrence　of　mitral　insu伍ciency．　Circulation，

　　　30：171－179，1964．

　8）門間和夫，高尾篤良，中沢　誠，堀江俊伸，今井康

　　　晴：左冠状動脈肺動脈起始症の心電図，病期によ

　　　る差と手術後の改善．心臓，19：413－422，1987．

　9）King，　D．H．，　Danford，　D．A．，　Huhta，　J．C．　and

　　　Gutgesell，　H．P．：　Noninvasive　detection　of

　　　anomalous　origin　of　the　left　main　coronary

　　　artery　from　the　pulmonary　trunk　by　pulsed

　　　Doppler　echocardiography，　Am．　J．　Cardiol．，55：

　　　608－609，1985．

　10）Schmidt，　K．G．，　Cooper，　MJ．，　Silverman，　N．H．

　　　and　Stanger，　P．：Pulmonary　artery　origin　of

　　　the　left　coronary　artery；Diagnosis　by　two－

　　　dimensional　echocardiography，　pulsed　Doppler

　　　ultrasound　and　color　flow　mapPing．　J．　Am’Coll．

Presented by Medical*Online



平成4年10月1日 457－（57）

　　　Cardiol．，11：396－402，1988．

11）Swensson，　R．E，　Murillo－Olivas，　A．，　Elias，　W．，

　　　Bender，　R．，　Daily，　P．T．　and　Sahn，　D．J．：

　　　Noninvasive　Doppler　color　How　mapping　for

　　　detection　of　anomalous　origin　of　the　left　coro－

　　　nary　artery　from　the　pulmonary　artery　and　for

　　　evaluation　of　surgical　repair．　J．　Am．　Coll．　Car－

　　　dio1．，11：659－661，1988．

12）Houston，　AB．，　Pollock，　J．CS．，　Doig，　W．B．，

　　　Gnanapragasam，　J．，　Jamieson，　M．P．G．　and　Mur－

　　　tagh，　E．P．：Anomalous　origin　of　the　left　coro－

　　　nary　artery　from　the　pulmonary　trunk，　evalua－

　　　tion　with　color　Doppler且ow　mapping．　Br．

　　　Heart　J．，63：50－54，1990．

13）Takeuchi，　S．，　Imamura，　H．，　Katsumoto，　K．，

　　　Hayashi，1．，　Katohgi，　T．，　Yozu，　R．，　Ohkura，　M．

　　　and　Inoue，　T．：New　surgical　method　for

　　　repair　of　anomalous　left　coronary　artery　from

　　　pulmonary　artery．　J，　Thorac．　Cardiovasc．　Surg．，

　　　78：7－11，1979．

14）Cooley，　DA，　Hallman，　G．L．　and　Bloodwel1，　R．

　　　D．：Definitive　surgical　treatment　of　anoma－

　　　lous　origin　of　left　coronary　artery　from　pul－

　　　monary　artery．　J．　Thorac．　Cardiov．　Surg．，52：

　　　798－808，1966．

15）Hallman，　G．L，　Cooley，　D．A．　and　Singer，　DB．：

　　　Congenital　anomalies　of　the　coronary　artery．

　　　Surgery，59：133－144，1966．

16）Weinstein，　G．S．，　Mavroudis，　C．　and　Ebert，　P．A．：

　　　Preliminary　experience　with　aspirin　for

　　　anticoagulation　in　children　with　prosthetic　car－

　　　diac　valves．　Ann．　Thorac．　Surg．，33：549－553，

　　　1982．

ACase　of　Anomalous　Origin　of　the　Left　Coronary　Artery　from　the　Pulmonary　Artery

Kanoko　Hashino1），　Kazushige　Suzuki1｝，　Fumihiko　Andoh2），　Tsuyoshi　Yanai2），

　　　　　　　　Eisei　Yamamoto2），　Munetaka　Kumade3），　Kenichi　Kosuga3），

　　　　　　　　　　　　　　　　　Kiroku　Ohishi3｝and　Hirohisa　Kato4）

　　　　　　　　　　　11Department　of　Pediatrics，　Kitakyushyu　Chuo　Hospital

　　　　　　2）Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Kitakyushyu　Chuo　Hospital

　　　　　3｝Second　Department　of　Surgery，　Kurume　University　School　of　Medicine

4）Department　of　Pediatrics，　and　Child　Health，　Kurume　University　School　of　Medicine

　　　We　experienced　a　girl　with　Brand－White・Garland　syndrome　accompanied　with　mitral　regurgita・

tion．　At　the　age　of　4　months，　regurgitant　systolic　murmur．and　cardiac　failure　were　detected．　The　girl

visited　our　hospital　at　6　months　old，　when　electrocardiogram　showed　left　ventricular　hypertrophy　and

echocardiogram　showed　sings　of　endocardial　fibroelastosis　and　dilated　cardiomyopathy．　Based　on

these　findings　and　marked　left　atrial　dilatation，　the　patient　was　diagnosis　as　having　mitral

regurgitation　associated　with　endocardial　fibroelastosis．　Thereafter　the　mitral　regurgitation　had

advanced　and　the　echocardiographic　findings　suggesting　the　presence　of　the　left　ventricular　thrombus

were　obtained．　The　patient，　therefore，　underwent　mitral　valve　replacement　with　St．　Jude　Medical

valve　21　mm　without　cardiac　catheterization　at　the　age　of　15　months．　Postoperatively，　diastolic

murmur　probably　caused　by　mitral　stenosis，　was　noted　at　4　years　of　age，　but　murmur　did　not　progress

and　subsequent　clinical　data　were　favorable．　Electrocardiogram　showed　deep　Q　wave　in　lead　aVL　and

ST　depression　in　leads　II，　III，　and　aVF　at　preoperation．　It　changed　for　the　better　by　operation．　Cardiac

catheterization，　which　was　performed　at　6　years－old　for　postoperative　follow・up，　demonstrated　the

evidence　of　anomalous　origin　of　the　left　coronary　artery　from　the　pulmonary　artery　and　simul・

taneously　disclosed　the　restricted　motion　of　one　leaflet　of　St．　Jude　Medical　valve．　Accordingly，　the

patient　was　surgically　treated　for　connection　of　the　left　coronary　artery　to　the　aorta　by　using　graft　and

renewal　of　the　mechanical　valve．　She　was　got　the　satifactory　progress　after　operation．
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