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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　右肺動脈上行大動脈起始症の生後2ヵ月の女児に対し，右肺動脈主肺動脈直接吻合術を施行した．患

児は術後1ヵ月に，吻合部狭窄による重症の右心不全を呈したが，我々は，内頸静脈からのアプローチ

で，術後2ヵ月時に，径8mm（狭窄部の4倍径）の拡張用耐圧バルーンを用いて，狭窄部のバルーン拡

大術を施行し，良好な結果を得た．

　右肺動脈上行大動脈起始症の術後2ヵ月という比較的早期において，その吻合部狭窄に対するバルー

ン拡大術は，安全かつ有効な手段であった．

　　　　　　　　　　はじめに

　右肺動脈上行大動脈起始症は，1868年にはじめて報

告されて以来1），現在までも報告されている症例数は

限られており，稀な疾患である2団．今回我々は，右肺

動脈上行大動脈起始症の根治術後に，右脈動脈の吻合

部狭窄をきたし右心不全を呈した症例に対し，狭窄部

解除の目的で，術後2ヵ月時にバルーン拡大術を施行

して良好な結果を得たので，臨床経過とともに，その

有用性について考察を加え報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例は，生後2ヵ月の女児．主訴は，多呼吸，哺乳

困難，心雑音．1991年7月25日，40週，3，820g，正常

分娩経過で出生．新生児早期には，哺乳も良好で，特

に異常を指摘されなかった．生後1ヵ月を過ぎた頃か

ら，咳そうを認めるようになり，徐々に増悪するため，

近医を受診，感冒の診断で投薬を受けた．しかしなが

ら，症状の改善がみられず，咳そうはさらに増強し，

多呼吸，哺乳困難，心雑音を認め，同年9月30日，当
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科へ紹介入院となった．

　入院時，身長57cm，体重4，572g，心拍数160／分，呼

吸数70／分，口唇に軽いチアノーゼを認めた．腫大した

肝臓を右季肋下に3cm触知した．聴診では，2音の元

進と，三尖弁領域にLevine　3度の収縮期雑音を認め

た．胸部レントゲン写真では，心胸郭比（CTR）68％

の心拡大と，著明な肺血流増加および肺欝血の所見が

みられた（図1）．心電図は，両心房心室負荷を示した．

心エコー検査では，右肺動脈が上行大動脈より起始す

る所見がえられ（図2），右室，右房は著明に拡大し，

重度の三尖弁逆流が認められた，三尖弁逆流による圧

差は80mmHgで，高度の肺高血圧が示唆された．

　以上より，右肺動脈上行大動脈起始症の診断のもと，

強心剤，利尿剤により心不全の管理を行ったが，臨床

症状の改善がみられず，呼吸障害が徐々に増悪したた

め，人工呼吸管理を行い，手術を前提として心臓カテー

テル検査を施行した．

　検査は全身麻酔下に，右大腿静脈からのアプローチ

にて行い，左心系の検査は，卵円孔を介して行った．

患児の状態を考慮して，なるべく侵襲を少なくするた

め右肺動脈へのカテーテルの挿入はあえて行わなかっ

Presented by Medical*Online



日小循誌　8（5），1993 687－（99）

図1　入院時の胸部レントゲン写真
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図2　入院時の心エコー所見（／4，胸骨長軸像）

表1　術前の心臓カテーテル検査における圧データ

Site Pressure（mmHg）

RA a二17、v＝22，（16）

RV 76／／15

1PA 74／32（50）

LA a二19，v＝21，（19：

LV 80／18

た．表1に圧のデータを示す．体』n圧とほぼ等圧の肺

高血圧と，両心室の著明な拡張末期圧の上昇が認めら

れた．さらに左室造影にて，右肺動脈が上行大動脈か

ら起始する所見が得られt，肺動脈造影では，左肺動脈

のみが造影された（図3）．以ヒより診断を確定し，1991

年10月8Hに右肺動脈主肺動脈吻合術を施行した．

　手術は，大動脈から切離した右肺動脈を，大動脈の

裏側を通し，PDS糸を用いて，主肺動脈と直接に，端

側連続縫合した．術後，主肺動脈に留置したカテーテ

ルにより測定した肺動脈圧は，30～40mmHg（体血圧

の約30％）と，肺高血圧の改善を認めた．その後一時，

肺炎を契機に，肺高血圧発作を起こしたが，炎症の鎮

静化とともに徐々に安定し，術後20日で人一L呼吸より

1離脱，強心剤と利尿剤にて経過は順調であった．しか

しながら，術後1ヵ月を過ぎた頃から，多呼吸，哺乳

困難等の心不全徴候を認めるようになり，術後46口に

施行した心エコー検査では右肺動脈吻合部の著明な狭

窄を認めた．吻合日は2mmと細く，右肺動脈内の血流

は僅かで，拍動性を認めなかった．さらに，有壱な肺

動脈弁逆流と三尖弁逆㍍ど認め，三尖弁逆流から推定

された肺動脈圧は90mmHgで，体血圧とほぼ同等で

あった．胸部レントゲン写真でもCTRの増大と，右肺

図3　術前の造影所見∪｜．面像／．

　よる生肺動脈像である．

左は左室氾影による右肺動脈像，右は肺動脈造影に
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血流低下が認められ（図4），右肺動脈吻合部狭窄によ

る右心不全と診断された．

　血管拡張剤としてcaptoprilを使用し，エコー上の

推定右室圧は，60mlnHg程度に低下し，症状は改善傾

向をみせたが，吻合部狭窄の解除は，必須と考えられ

たため，バルーン拡大術を目的として術後59口目に心

臓カテーテル検査を施行した．両側大腿静脈閉塞のた

め，アプローチは，右内頸静脈から行った．肺動脈造

影では、右肺動脈末梢部径8mmに対して，吻合部径が

2mmと，箸明な狭窄を認めた（図5A），さらに圧所見

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第5号

では，右肺動脈は平圧を示し，主肺動脈とのあいだで

圧較差を認めた（表2），主肺動脈，右肺動脈がさほど

肺高血圧を示さないのは，カテーテル検査前からの血

管拡張剤の投与の効果と，検査時の100％酸素投与の影

響と考えられた．

　バルーン拡大術は，まず狭窄部の3倍径の，6mmの

Meditech社製，　Ultra　Thinカテーテルを用いて，12

気圧をかけて行った．拡張中waistの消失はみられた

が，圧データ上，まだ拡張が不1’分と考え，さらに，

同8mmのバルーン，12気圧で2回目の拡張を施行した

図4　バルーン拡た前後の胸部レントゲン写貞．左が術前，右が術後である．

A
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B

図5　バルーン拡大術前（A），術中（B），術後（C）の肺動脈造影所見
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表2　拡張前後の心臓カテーテル検査データ

Site 拡　張　前 拡　張　後

mPA 40／15（24） 33／14（18）

lPA 39／17（24） 32／15（18）

rPA 一
（11） 20／12（14）

AO 118／68（83） 120／67（85）

（図5B）．拡張後，右肺動脈圧は，拍動波となり（表2），

造影上も狭窄部は7mmになり，著明な拡張がみられ

（図5C），手技を完了とした．

　術後経過は良好で，呼吸状態は安定し，心エコー上

肺高血圧の改善がみられた．胸部レントゲン写真上も

CTRの低下と右肺血流量の増加を認め（図4），拡張

術後9日目に退院となった．

　　　　　　　　　　考　　察

　右肺動脈上行大動脈起始症は，稀な先天性心疾患で，

わが国での手術報告は1990年まで30例に満たな

い7）～11）．その多くが，生後L　2ヵ月で重篤な心不全

症状を呈し，自然歴は極めて不良である12）．肺高血圧は

両側肺動脈とも必発で13），しかも，右肺動脈の血管抵抗

は，従来のFick法では測定が不可能であるため，肺血

管閉塞性病変の進行を防ぐ意味でも，なるべく早期の

手術が望まれる14）－16）．

　本症例は，生後2ヵ月時に手術を行い，一時肺動脈

圧の低下と症状の改善をみたが，その後早期に，おそ

らく吻合糸が原因と思われる吻合部狭窄をきたし，高

度の肺高血圧から右心不全の増悪をみた．これは，血

管床が右に比して相対的に少ない左の肺血管に，体血

流のほとんどすべてが流れ込んだ上に，肺血管収縮の

反応性が高い乳児期ということもあいまって，容易に

肺高血圧が引き起こされたためと考えられる．血管拡

張剤投与により右室圧の低下がみられていることや，

100％酸素投与下に行われたカテーテル検査時の肺動

脈圧低下していることは，この起序を裏付けるものと

して，また，右肺動脈上行大動脈起始症の左肺高血圧

の病態理解の上でも，興味深い．

　ともあれ，本症例においては，右心不全の根治的治

療と，予想されるさらなる狭窄の進行防止のためには，

狭窄部の早期解除が必須であったが，その手段として，

バルーソ拡大術は，非常に有効であった．

　バルーソ拡大術施行に際しては，術後早期で，しか

も乳児ということで，慎重な配慮が必要とされた．ま

ず，施行の時期に関してであるが，本症例は，術後2
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ヵ月経過しており，一般に吻合部周辺の組織の癒着も

強固となり17｝，バルーン拡大による肺動脈の破裂や，

aneurysm形成の懸念は少ないと判断された．さらに

狭窄部の拡張性は，術後早期なほど良好であると考え

られ18），以上の安全性と有効性の2点を十分考慮し，施

行時期を決定した．

　使用バルーンについては，拡張性の高い耐圧バルー

ンを用い，バルーソ径は，術後早期という施行時期と，

乳時期肺動脈の脆弱性も考慮して，狭窄部位の3倍で

しかもその前後の肺動脈径を越えない範囲を段階的に

使用した．最終的には，狭窄部径の4倍の大きさでほ

ぼ十分な拡張が得られた．これは，各種先天性心疾患

術後の肺動脈吻合部狭窄に対して行われるバルーン拡

大術における有効バルーン径17）““19）とほぼ同じ基準が

適応されることを意味する．

　また本症例は，両側大腿静脈閉塞のため，右内頸静

脈からのアプローチによって，バルーソ拡大が行われ

た，通常のカテーテル検査でも経験するように，右肺

動脈へのカテーテルの挿入は，大腿静脈からのアブ

P一チに比してはるかに容易である．特に通常のカ

テーテルに比べ操作性の劣る拡張術用バルーンカテー

テルにおいては，その利点がさらに有効に生かせたこ

とが，今回の成功の一因としてあげられると思われる．

　以上，我々が経験した右肺動脈上行大動脈起始症の

乳児例について，特に術後の吻合部狭窄に対するバ

ルーン拡大術を中心に報告した．本症の術後において

は，大動脈の前方からの圧迫によって，時に右肺動脈

の狭窄をきたすことがあるが8）2°｝，吻合部狭窄に関す

る報告はまだない．しかしながら，今後術後経過を追

うにつれて，また，症例数が増えるにつれて，吻合部

の狭窄をきたす症例がみられることは，十分予測され

る．その解除には，バルーン拡大術が有効な手段とな

り得る．
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Successful　Balloon　Dilation　for　Anastomotic　Stenosis　After　Repair　of　Anomalous　Origin　of

　　　　　　　　　　　　Right　Pulmonary　Artery　from　Ascending　Aorta

Hideaki　Senzaki，　Kazuyuki　Koike，　Takayoshi　Isoda，　Akira　Ishizawa，　Munehiro　Shimada，

　　　　　　　　　　　　Minoru　Tsunemoto　and　Yoshinori　Oota

　Department　of　Pediatric　Cardiology　and　Cardiovascular　Surgery，　National　Children’s　Hospital

　　Atwo　month　old　girl　with　anomalous　origin　of　right　pulmonary　artery　from　ascending　aorta

underwent　surgical　repair　with　direct　anastomosis　of　the　right　pulmonary　artery　to　the　main

pulmonary　artery　trunk．　She　developed　severe　right　heart　failure　due　to　stenosis　at　the　anastomotic

site　one　month　after　surgery．　Balloon　dilation　angioplasty　was　successfully　performed　two　months

after　surgery　using　an　8　mm　dilation　balloon（4　times　the　diameter　of　the　stenotic　site）via　the　internal

jUgUlar　Vein．

　　Balloon　dilation　angioplasty　was　safe　and　effective　in　as　early　as　two　months　post－surgical　repair

of　an　anomalous　origin　of　right　pulmonary　artery　from　ascending　aorta．
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