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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　先天性心疾患・肺血流増加群に，主要体肺側副動脈類似の異常血管を合併した稀な2症例を経験し，

肺の一部分が大動脈から分枝した異常血管（以下，異常動脈）により灌流される，様々な病態の再評価

を試みた．

　対象は心血管造影検査により異常動脈が発見された10症例である．基礎にある心奇形の肺血流量の多

寡を重視すると，対象は〔1群〕肺血流増加群に合併した2例，〔II群〕肺動脈狭窄・心室中隔欠損を含

む心奇形（PS・VSD合併群）に合併した2例，および〔III群〕肺動脈閉鎖・心室中隔欠損（PA・VSD）

に合併した6例に分類することができた．1群の2例は不完全型心内膜床欠損，大血管転位（1型）で

ある．

　これら1～III群の異常動脈を，その本数，分布，狭窄の有無などに関して比較すると，　II群ではIII群

に比して本数は少なく（II群平均2本，　III群平均3．3本），基礎にある心奇形中に占める合併率も低かっ

た（PS・VSD合併群の6％，　PA・VSDの40％）．1群では，　II群と比較しても異常動脈の本数は少な

く（1群平均1本），有意な狭窄もなかった（1群0／2例，II群1／2例，　III群4／6例）．

　その他，肺分画症，異常動脈のみで心奇形を伴わなかった症例の異常動脈に関しても文献上で検討を

加えて，1～III群と比較したところ，これらの異常動脈は節間動脈の遺残血管として，同一のスペクト

ラム上で捉えられる病態と考えられた．そして，上記異常動脈の解剖学的特徴を形成する一因として，

心奇形・肺分画症など，基礎疾患の有無・種類などが重要な役割を果たしている可能性が示唆された．

　　　　　　　　　はじめに

　肺動脈閉鎖・心室中隔欠損（以下PA・VSD）には，

主要体肺側副動脈（major　aortopulmonary　collateral

artery：MAPCA）と呼ぼれる異常血管がしぼしぽ合

併し，肺への血液供給路として重要な役割を果たして

いる1）2｝．筆者らは，先天性心疾患の肺血流増加群に

MAPCA類似の異常血管を伴った稀な2症例を経験
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したが，これら肺血流増加群における異常血管の位置

付けに確立したものはない．そこで，この2症例を中

心に，肺の一部分が体動脈から分枝した異常血管（以

下，異常動脈）により灌流されている様々な病態の再

評価を試みた．

　　　　　　　　　対象・方法

　1989年1月から1992年8月までの約4年間に，岡山

大学小児科において心臓カテーテル検査，心血管造影

検査を施行した277例（312回）中，異常動脈を伴った

10例（性別：男5例，女5例，発見時年齢：15日～29
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歳，平均7歳）を対象とした（表1）．

　心奇形の診断は，心エコー検査，心臓カテ・一一一テル検

査，および心血管造影検査により行った．そして，対

象を肺血流量の多寡を重視して，〔1群〕肺血流増加群

に異常動脈を合併したもの，〔II群〕肺動脈狭窄・心室

中隔欠損を含む心奇形（PS・VSD合併群）に異常動脈

を合併したもの，〔III群〕PA・VSDに異常動脈を合併

したものの3群に大別して，異常動脈の本数分布，

狭窄の有無などにつき比較検討した．なお，日齢15日

に心血管造影検査を施行したIII群の1例以外は，選択

的血管造影（正面・側面像）を施行して，異常動脈の

観察を行った．

　　　　　　　結果（表1参照）

　〔異常動脈が合併した心奇形〕1群の2例は不完全型

心内膜床欠損と大血管転位（1型），II群2例は完全型

心内膜床欠損・肺動脈狭窄（無脾症候群）と三尖弁閉

鎖・肺動脈狭窄，そしてIII群6例は前述したように

PA・VSDであった．なお，前記期間中に心血管造影を

施行したPS・VSD合併群は33例（ファロー四徴症25

例），PA・VSDは15例であり，PS・VSD合併群の6％，

PA・VSDの40％に異常動脈が合併していた．

　動脈管開存はII群の1例，　III群の2例で認められた．

大動脈弓は，II群の1例，　III群の2例で右側大動脈弓，

その他の症例では左側大動脈弓であり，異常動脈の本

数，分布状態に関して両者の間に差を認めなかった．

　〔異常動脈の本数〕異常動脈の本数は，1群の2例1

本，II群の2例2本，　HI群の6例では3～4本（平均

3．3本）であり，1群で少なかった．

表1　体動脈肺動脈間側副動脈・合併例のまとめ

群 症例 年齢 性
基礎
疾患

大動
脈弓

　　　　　　異常血管
［起始部　　　　分布　　　　本数（合計）］

1 1 5歳 女 iECD 左 Thg　　　左下葉　　　　　1　（1）

2 10歳 女 TGAI 左 Th5　　　右ド葉　　　　1　（1）

I
I

3 15日 男 cECD 右 RSCA　　両側上葉　　　1
PS，　PDA Thll　　　両側下葉　　　1　（2）

Asplenia

4 10歳 男 TAIB 左 Th5　　　右ド葉　　　　1

Th5　　　左下葉　　　　1　（2）

III 5 3ヵ月 男 PA・VSD 左 Th4　　　両側上葉　　　1

PDA Th5　　　右ド葉　　　　1

Th5　　　左下葉　　　　1

Th7　　　左下葉　　　　　1　（4）

6 2歳 女 PA・VSD 左 Th4　　　右ヒ葉　　　　1

Th5　　　右中葉　　　　1

Th5　　　左下葉　　　　1　（3）

7 3歳 女 PA・VSD 右 Th4　　　右上葉　　　　1

PDA Th5　　　左下葉　　　　1

LSCA　　　左上葉　　　　1　（3）

8 5歳 女 PA・VSD 右 Th4　　　右下葉　　　　1

Ab．　SCA Th5　　　右下葉　　　　1

Th4　　　左上下葉　　　1　（3）

9 13歳 男 PA・VSD 左 Th4　　　右上葉兼　　　1

左下葉

Th4　　　右上葉i　　　1

Th5　　　左下葉　　　　1　（3）

10 29歳 男 PA・VSD 左 Th3　　　右中葉　　　　1

Th6　　　右下葉　　　　1

Th5　　　左上葉　　　　1

Th5　　　左下葉　　　　1　（4）

Ab．　SCA：鎖骨下動脈起始異常，　cECD：完全型心内膜床欠損，　iECD：不完全型心内膜床欠損，

LSCA：左鎖骨下動脈，　PA・VSD：肺動脈閉鎖・心室中隔欠損，　PDA：動脈管開存，

PS：肺動脈狭窄，　RSCA：右鎖骨下動脈，　TAIB：三尖弁閉鎖IB，　TGAI：大血管転位1型

Presented by Medical*Online



264－（18）

　〔異常動脈の起始部と分布領域，および同領域に対す

る中心肺動脈からの血流支配〕1群では，異常動脈は

胸部下行大動脈の前面，第9胸椎の高さから分枝し左

下葉に灌流するものと，第5胸椎の高さから右下葉に

灌流するものが認められた．ともに異常動脈が分布す

る領域に中心肺動脈からの血流は認めず，異常動脈内

部に狭窄を認めなかった．

　II群・症例3では，胸部下行大動脈・第11胸椎の高

さ，および右鎖骨下動脈から分枝する異常動脈を1本

ずつ認めた．症例4では，2本の異常動脈は第5胸椎

の高さから分枝し，そのうち1本は肺門部で中心肺動

脈との間に交通を有していた．

　III群には，左鎖骨下動脈，胸部下行大動脈前面で第

6・7胸椎の高さから分枝したものが，1本ずつ認め

られた．その他の異常動脈は，すべて胸部下行大動脈

前面，第4・5胸椎の高さから分枝していた．肺区域

まで明確にできない症例があったため，異常動脈の分

布領域は肺葉単位で判定したが，右肺の上葉3本，中

葉2本，下葉4本，左肺の上葉2本，下葉6本であり，

左右の上葉，左の上下葉，および左下葉と右上葉に灌

流するものが1本ずつであった．これら20本の異常動

脈中4本では，肺門部において中心肺動脈との交通が

確認された．

　II群の1例（症例4），　III群の4例（症例6，8，9，

10）では，その走行過程（特に大動脈からの分枝部，

肺門部）に狭窄を伴う異常動脈が多かった．

　〔外科治療〕1群の2例，III群の4例で，異常動脈を

中心肺動脈へ吻合するunifocalizationを施行した．他

の症例にもRastelli手術をめざし，同術式による外科

治療を予定しているが，小さい肺区域を灌流している

異常動脈，中心肺動脈・他の大きな異常動脈と充分な

交通を有する異常動脈は結紮した．

　〔気管支の異常〕胸部X線所見は肺分画症の診断に

際して有力な情報を与えるが3），対象の中に分画肺の

存在を示唆する陰影を認めたものはなかった．また，

手術時には全例で気管支分布を調べ，1群の症例1で

は気管支造影も施行したが，分画肺を認めたものはな

かった．

　以下に，極めて稀な1群の2症例に関して記載する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例1：5歳，女児．

　不完全型心内膜床欠損として，近医で経過を観察さ

れていたが，術前の精査目的で当院に紹介された．入

院時，胸骨左縁第2肋間にLevine　II／VIの駆出性雑音

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第2号

を，背部下方にLevine　II／VIの連続性雑音を聴取し

た．胸部X線所見上，左第2弓は突出し，肺血流量は

増大していた．心胸郭比は0．54と正常範囲にあった．

心エコー検査の結果，軽度の僧帽弁閉鎖不全を合併し
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1－2）

1－3）

　図1　心血管造影，気管支造影所見（症例1）

1－1）選択的異常動脈造影：胸部下行大動脈Thgの高

　さより分枝，蛇行して，左肺下葉に灌流する太い異

　常動脈を認めた，

1－2）左肺動脈造影：異常動脈の灌流域には，左肺動脈

　からの灌流を認めなかった．

1－3）気管支造影：異常動脈灌流域に気管支の分布異

　常を認めなかった．
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た不完全型心内膜床欠損と診断したが，動脈管開存も

なく，背部に聴取した連続性雑音の原因は不明であっ

た．しかし，蛇行した直径10mmの太い血管が下行大

動脈・第9胸椎の高さより分枝し，左肺下葉に灌流し

ている所見が，心血管造影により明らかになった．異

常動脈は肺内で肺動脈と交通し，途中に狭窄は認めな

かった（図1－1）．また，異常動脈の灌流域には，中心

肺動脈からの血流はなく（図1－2），静脈相では，血液

は太い肺静脈を介して左房に灌流していた．気管支造

影も施行したが，気管支の分布異常は認めなかった（図

1－3）．心臓カテーテル検査では肺体血流比は2．3，肺動

脈平均圧は18mmHgであった．異常動脈と大動脈の間

に圧較差は認められなかった．

　第一期手術として，異常動脈を肺動脈へ吻合する

unifocalizationを行った．術中に計測した異常動脈内

血流量は，吻合前後で0．481／分から0．031／分へと著明

に低下したが，これは血管抵抗が高かったためと考え

R

IR

⊆

L2－1）

L
．

2－2）

図2　99mTcMAA肺血流シソチグラフィー所見（症例

　1）

　2－1）unifocalization後8日目：左下葉への取り込

　みは認めなかった．

　2－2）unifocalization後8ヵ月：左下葉への取り込

　みは改善していた．
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られた．術後2ヵ月で再検した心臓カテーテル検査で

は，肺体血流比は1．4にまで低下していた．また，術後

8日目に施行した99mTcMAA肺血流シンチグラ
フィーでは，異常動脈灌流域へのRI取り込みはほと

んどなかったが，8ヵ月後には明らかな増大を認めた

（図2）．

　症例2：10歳，女児．

　3ヵ月の時に大血管転位（1型）と診断された．12

ヵ月の時，某大学病院においてMustard手術を施行さ

れたが，循環停止下に行われたためか，異常動脈の存

在には気づかれていなかった．8歳の時，洞不全症候

群から失神をきたしたため，ペースメーカーが埋め込

まれた．その後，軽度の呼吸困難を訴えるようになり，

胸部X線上，肺血管陰影の増強を認めたため，精査目

的で当院を紹介された．

　背部右下肺野にLevine　II／VIの連続性雑音を聴取

した．パルスドプラ法により計算した肺静脈・新左房

間の圧較差は15mmHgであった．心血管造影・心臓カ

テーテル検査を施行したところ，下行大動脈・第5胸

椎の高さから右下葉に灌流する異常動脈が描出された

（図3）．血管径は6mmで蛇行し，血流は太い肺静脈を

介して左房に灌流していた．異常動脈の内部に有意な

狭窄は認められなかった．治療として，異常動脈の

unifocalizationを施行した．術中に調べた気管支分布

は正常であった．術後，パルスドプラ法により計測し

た肺静脈・新左房間の圧較差は，10mmHgにまで低下

していた．
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図3　選択的異常動脈造影（症例2）：胸部下行大動脈

　Th5の高さより分枝，蛇行して，右肺下葉に灌流する

　異常動脈を認めた．
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　　　　　　　　　　考　　察

　我々が経験した1群の異常動脈は，形態上
MAPCA1）2）に類似しているものの，先天性心疾患の肺

血流増加群に合併し，しかも分画肺を伴わない稀なも

のである．PS・VSD合併群，　PA・VSD，また肺分画

症に合併せず，MAPCA様の形態をとる血管として

は，aberrant　systemic　artery　to　the　lung　with　normal

pulmonary　tissue‘）などと呼ばれるものがある．同様の

異常動脈を文献上で14例4）一一13）（以下IV群とする）さが

し得たが（表2），これらに定まった呼称はなかった．

また，最近の報告も含めてMAPCAと記載されたもの

はなく，むしろ肺分画症との関連において論じられた

ものが多かった．他の心疾患の合併に関しては，動脈

管開存を伴った未熟児の報告が1例あるのみで，明ら

かな心奇形の合併はなかった．発見の契機は心雑音に

よるものが64％を占め，心拡大の記載を認めたものは

7例，多くの異常動脈は太く，有意の内部狭窄につい

て記載された症例もなかった．また，異常動脈の本数

は1例（2本）以外1本であり，横隔膜近くの胸・腹

部大動脈から起始し，肺底部に灌流するものが多かっ

た．

　これらの形態上類似した1～IV群の異常動脈を比較

してみると，II群とIII群ではRamsayら14｝の報告

（ファロー四徴症とPA・VSDの比較）と同様に，前者

でその本数は少なく，基礎にある心奇形中に占める合

併率も低かった．また，IV群の異常動脈はIII群例と比

較して，1）本数が少なく，2）起始部は低位でほとん

どが下葉に分布し，3）高度の狭窄を伴わず血流量が多

表2　1V群報告例のまとめ4－13）

症例数

発見時年齢

主訴

異常血管

　本数

　起始部

分布

14例

2ヵ月～61歳（平均13．6歳，中央値5歳）

心雑音9例，喀血3例

胸部X－ray異常2例，心不全症状1例

（心拡大　6例）

1本13例，2本1例
胸部大動脈10例

（横隔膜直上5例，Th8近傍3例，不明2例）

腹部大動脈4例

左肺底部・下葉9例，右肺底部4例

肺動脈の重複支配と治療（記載12例）

（十）5例異常血管結紮1例

　　　　肺（部分）切除3例，観察1

（一）7例肺（部分）切除6例

　　　　unifocalization　1イ列
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い傾向にあった．1群の異常動脈は，その本数，血管

内狭窄の有無に関してはIV群に類似していたが，起始

部は1例で高かった．調べ得た範囲では，1群に該当

する症例報告は文献上もなく，解剖学的特徴について

論ずるには，今後症例の集積を待つ必要がある．

　発生学的には，II・III・IV群に含まれる異常動脈の

多くは，胎生期に存在した節間動脈の遺残と考えられ

ており1｝2）6）15），1群に関しても同様の起源が推測され

る．胎生期に原始大動脈の第6弓は右心室から，第4

弓は左心室から血流を受け，第6弓は右心室と下行大

動脈，肺動脈叢と肺動脈幹を連絡している1）15）．しか

し，肺動脈叢は第6弓とは無関係に発達し，肺動脈幹

と肺動脈叢が第6弓を介して連結した後に，それまで

保っていた節間動脈との連絡を失う1）15）．PA・VSD例

では，右心室からの血流も第4弓に駆出されるため，

第6弓は部分的もしくは完全に消槌し，中心肺動脈が

形成されない場合には，下行大動脈から肺動脈叢への

血流が保持され，節間動脈が残存することになる15｝．同

様に右心室からの駆出血流が，原始大動脈の第6弓を

経て肺動脈叢に灌流する間で，何らかの原因により遮

断された場合，該当領域の節間動脈が残存する可能性

があるが，PS・VSD合併群では，この血流がある程度

は保たれるため，節間動脈の槌縮を妨げることは稀で，

その影響が及ぶ領域も小さいものと推測された．

　また，1群・IV群では，異常動脈の本数はII・III群

に比して明らかに少なかった，これらの場合，胎生期

に第6弓へ駆出される血流は保持されていること，異

常動脈の灌流区域に中心肺動脈からの血液供給が重複

して認められる症例があることより，第6弓からの血

流の多寡とは無関係な原因により，節間動脈の一部が

残存したと思われた．そして，その頻度が極めて少な

いこと，異常動脈の本数が少ないことから推測して，

その原因は第6弓からの血流が欠如した場合のよう

に，複数の肺区域に関連するものでなく，より稀な局

所的発生異常（特に肺下葉に対応する領域）によるも

のと考えられた．

　したがって，異常動脈の多くは，基礎疾患の有無・

種類により，その本数，起始部，狭窄の有無などに関

して，ある程度の特色・傾向を有するものの，本質的

には節間動脈の遺残血管として，同じスペクトラム上

で捉えられる病態と考えられた．

　さらに，胎生期の発達異常による無機能な嚢胞状肺

組織を伴う点で，1～IV群とは異なるが，肺分画症に

おける異常動脈も節間動脈の遺残と考えられてお
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分画肺

（一）一先天性心疾患

（＋）一肺分画症

（・）［

（一）

肺血流増加群

肺血流減少群

PS

PA

VSD
合併群

VSD

図4　基礎疾患からみた体動脈肺動脈間側副動脈の分類

1群

群

群
皿
皿

】V群

り17）18｝，　Prycei6），　Kirksら7）のようにIV群と肺分画症を

関連させて論じたものも少なくない．肺分画症におけ

る異常動脈の特徴としては，直径が平均6～7mm，複数

で存在するもの15％以上で，胸腹部下行大動脈の横隔

膜近傍から起始して，下肺野（分画症）に灌流するこ

とが多いといわれている19）．これらの点において，肺分

画症における異常動脈は確かに，II・III群に比してIV

群に類似していた．また，循環器系の問題に関しても，

異常動脈・肺静脈間で発生する多量の短絡，肺高血圧

の他，先天性心疾患の合併が挙げられており20），1群・

症例2と同様に大血管転位（1型）を伴った症例も報

告されている20）．

　以上のことを総合すると，節間動脈の遺残血管と考

えられるこれらの異常動脈は，その合併する基礎疾患

により，図4のように分類することができ，1群の異

常動脈もこのスペクトラムの中で捉えることが可能と

思われた．そして，その解剖学的特徴を形成する一因

として，心奇形・肺分画症など，基礎疾患の有無・種

類が重要な役割を果たしているものと考えられた．な

お，1群の異常動脈の発生率に関しては，自験例でも

長年その存在には気づかれていなかったこと，心血管

造影の際に大動脈造影を施行していない症例も多いこ

とより，実際にはもう少し高い可能性があり，特に下

肺野で連続性雑音が聴取される場合には，その存在に

留意して術前検査を行う必要がある．
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Large　Systemic　Arterial　Blood　SupPly　to　the　Lung－Spectrum　of　a　Disease？

　　　　　　　　　　　AReport　of　10　Cases　and　Review　of　the　Literature

Masahiro　Kamadai），　Yasuko　Satoul｝，　Katsuyuki　Ashiharai），　Tsuguaki　Doii），　Kouji　Naraharai），

　　　　　　　　　　　　　　　　Kazuma　Tateishi2），　Shunji　Sano3｝　and　Yoshiki　Seino’｝
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　　　It　remains　to　be　clarified　whether　major　aortopulmonary　collateral　arteries（MAPCA）in　patients

with　pulmonary　atresia　and　ventricular　septal　defect　are　identical　to　isolated　forms　in　subjects

without　congenital　heart　disease．　We　describe　10　patients　with　such　abnormal　channels，　aged　from　15

days　to　29　years．　Nine　patients　were　studied　with　selective　angiography，　and　one　with　aortography．

　　　According　to　the　amount　of　pulmonary　blood　flow，　the　10　patients　could　be　classified　into　3　groups：

2patients　with　increased　pulmonary　blood　flow（ostium　primum　atrial　septal　defect，　and　complete

transposition　with　intact　ventricular　sept叫口，　respectively）［group　1］；2with　pulmonary　stenosis　and

ventricular　septal　defect（asplenia，　and　tricuspid　atresia，　respectively）［group　2］；and　6　with　pulmonary

atresia　and　ventricular　septal　defect［group　3］．　In　group　1，　a　single　collateral　artery　originated　at　the

level　of　the　5th　and　9th　thoracic　vertebrae，　without　stenosis，　whereas　in　groups　2　and　3，　multiple

arteries（range　3－4，　mean：3．3）were　almost　always　originated　at　the　level　of　the　4th　or　5th　vertebra

and　were　often　accompained　by　stenosis、　The　collateral　arteries　in　group　2　had　similar　properties　to

those　in　group　3，　although　the　number　was　fewer　in　the　former　group（2　in　each　patient）．　Moreover，　in

the　literature，　there　are　some　reports　of　abnormal　channels　in　patients　with　isolated　forms　or

pulmonary　sequestration．

　　　In　spite　of　some　anatomical　characteristics　of　abnormal　channels　in　each　group，　nearly　all　of　these

arteries　had　essentially　similar　forms，　arising　from　the　descending　aorta，　running　tortuously　and

forming　anastomoses　with　intra－pulmonary　arteries，　These　observations　suggest　that　the　variations

in　the　collateral　arteries　represent　a　spectrum　of　a　single　disease　with　the　same　pathogenic

mechanism，　i．e．，　persistence　of　intersegmental　branches　of　the　dorsal　aorta．　Underlying　anomalies，

such　as　congenital　heart　disease　and　pulmonary　sequestration，may　be　important　determinants　for　the

anatomical　characteristics　of　collateral　arteries，
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