
日本小児循環器学会雑誌　9巻4号　570～574頁（1994年）

特異な肺静脈狭窄を伴った上心臓型総肺

静脈還流異常の1女児例

（平成4年7月22日受付）

（平成5年12月21日受理）

帝京大学医学部附属溝口病院小児科1），東邦大学医学部第一小児科学教室2），

　　　　　　　　　　　梅沢　哲郎1）　松尾　準雄2）　佐地

　　　　　　　　　　　高梨　吉則3）　新保　敏和1）

key　words：総肺静脈還流異常，肺静脈狭窄

東邦大学医学部胸部心臓血管外科3）

勉2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　左無名静脈に還流する上心臓型総肺静脈還流異常の約半数に肺静脈狭窄が合併し，その大多数は左肺

動脈と左主気管支による垂直静脈の機械的圧迫に起因する．本論文では共通肺静脈腔および右肺静脈の

低形成という特異な肺静脈狭窄を伴った1例を報告した．症例は1歳6ヵ月の女児で，生後8ヵ月時に

偶然にチアノーゼ性心疾患を指摘された．精査にて上心臓型総肺静脈還流異常，心房中隔欠損，動脈管

開存と診断した．また，重症肺高血圧と肺動脈陰影の左右差から右側肺静脈狭窄を疑ったが，狭窄部位

の断定はできなかった．手術時に共通肺静脈腔の低形成と，そこに流入する狭小な右肺静脈と一部の左

肺静脈を確認し，これらが肺静脈狭窄の原因と考えられた．肺静脈狭窄合併例の予後は極めて不良であ

るが，本報告例では肺静脈狭窄がほぼ片側性であったこと，動脈管が肺血流の逃げ道となっていたこと

から肺高血圧が緩和され，心不全が発症しなかったと考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　左無名静脈に還流する上心臓型総肺静脈還流異常の

約半数に肺静脈狭窄がみられる1）2）．その肺静脈狭窄の

大多数は前方からの左肺動脈と後方からの左主気管支

による垂直静脈の機械的圧迫に起因する．

　本論文では，共通肺静脈腔および右肺静脈の低形成

による肺静脈狭窄を伴った上心臓型総肺静脈還流異常

の1例を報告する．著者らの調べ得た範囲では，本症

例と同様な肺静脈狭窄の報告は今までになく，貴重な

症例と考えられる．

　　　　　　　　　　症例提示

　症例：菊○千○，1歳6ヵ月（平成1年2月5日生），

女児．

　主訴：心疾患精査．

　家族歴：父は41歳の日本人，母は22歳のフィリピン

人．先天性心疾患の家族歴はない．

別刷請求先：（〒950）新潟県新潟市中山6－20－11

　　　　　梅沢医院　　　　　　　　　梅沢　哲郎

　出生歴：在胎40週，正常分娩，体重3，150gにてフィ

リピンで出生した．

　現病歴：生後数ヵ月から感冒に罹患しやすかった

が，両親は特別な異常には気付かなかった．生後8カ

月，感冒罹患時にフィリピソの病院でチアノーゼ性心

疾患の存在を指摘された．日本へ帰国後，平成2年7

月（1歳5ヵ月）に心疾患精査を主訴に我々の施設を

受診し，上心臓型総肺静脈還流異常と診断された．同

年8月18日，精査，加療の目的で入院となった．

　入院時診察所見：身長80．5cm，体重8，130g，　Kaup

指数12．5とやせていた．口唇に軽度から中等度のチア

ノーゼを認めた．脈拍数は108／分，整で，bounding

pulseはなく，左右上下肢差もなかった．呼吸数は38／

分とやや多かったが，呼吸困難はなかった．心音は純

で，第II音の固定性分裂と第II音肺動脈成分の中等度

の元進を認め，心雑音は聴取しなかった．腹部は平坦

かつ軟で，肝脾腫はなかった．その他の診察所見には

異常所見は認めなかった．

　胸部X線所見：心陰影は心胸郭比63％と拡大し，上
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図1　胸部X線：上縦隔および主肺動脈，右房，右室

　陰影は拡大し，心胸郭比63％と心拡大を認める．肺

　血流は左肺野で増加している．心電図：＋150°の右

　軸偏位と右室肥大を認める．

縦隔，主肺動脈，右房，右室陰影が拡大していた．肺

血管陰影は左肺野で増強していた（図1）．

　心電図所見：＋150°の右軸偏位と右室肥大を認めた

（図1）．

　心エコー図所見二心房心室関係および心室大血管関

係は正常であった．四腔断面像では左房への肺静脈還

流は認められず，右房および右室の拡大と18mmの二

次孔型心房中隔欠損を認めた（図2a）．胸骨上窩からの

アプローチでは拡張した垂直静脈，左無名静脈および

右上大静脈を認めた（図2b）．

　心臓カテーテル検査所見：平成2年8月21日に心臓

カテーテル検査を施行した．カテーテルの走行から心

房中隔の欠損孔と動脈管を確認したが，肺静脈は確認

できなかった．酸素飽和度は4心腔，両大血管の全て

で65から70％とほぼ同等の値であった．肺動脈収縮期

圧は大動脈収縮期圧に等しく，肺血管抵抗は26．Iu・m2

と上昇していた．肺動脈造影では左肺動脈陰影の増加
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図2a　四腔断面像：左房への肺静脈還流は認めず，右

　房および右室の拡大と18mmの二次孔型心房中隔

　欠損（＊印）を認める．RA：右心房，　LA：左心房，

　RV：右心室，　LV：左心室．
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図2b　胸骨上窩からのアプローチ：拡張した垂直静

　脈，左無名静脈および右上大静脈を認める．LIV：左

　無名静脈，VV：垂直静脈，　SVC：右上大静脈．

と右肺動脈陰影の減少を認めた（図3）．また肺動脈造

影の還流相では，垂直静脈から左無名静脈，右上大静

脈と還流する肺静脈血流が認められたが，肺静脈狭窄

の部位は確認できなかった（図4）．但し，左上葉と一

部を除く左下葉から垂直静脈への還流には通過障害は

認めなかった．

　以上より，総肺静脈還流異常（Darling分類Ia）と診

断した．高度の肺高血圧は肺静脈狭窄のためと考え，

肺動脈陰影の左右差より，狭窄部位は右肺静脈領域に

存在するものと考えた．高度に上昇した肺血管抵抗は，

肺静脈狭窄の解除により低下すると予測し，さらに本

疾患の自然歴を考え合わせたうえで平成2年9月6日

に根治術を施行した．また，心臓カテーテル検査後に
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図3　肺動脈造影：肺動脈血管影の左側での増強と右

　側での減弱が認められる．

奪

図4　肺動脈造影還流相：肺静脈の左無名静脈への還

　流が認められれるが，肺静脈狭窄は確認できない．

　LIV：左無名静脈，　VV：垂直静脈．

繰り返し心エコー検査を施行したが，根治術前に肺静

脈狭窄部を断定することはできなかった．

　手術所見：共通肺静脈腔は低形成で，そこに狭小な

右肺静脈および左肺下葉からの肺静脈の一部が還流し

ていた．共通肺静脈腔と垂直静脈の接合部はさらに狭

くなっていた．残りの左肺静脈は拡張した垂直静脈に

直接還流していた（図5）．垂直静脈は左肺動脈の後方，

左主気管支の前方を走行しており，垂直静脈が機械的

圧迫を受けている所見はなかった．手術は，（1）垂直

静脈結紮，（2）垂直静脈一左心耳吻合，（3）共通肺静

脈腔一左房吻合，（4）心房中隔欠損閉鎖，（5）動脈管

結紮の5つを施行した．

　術後経過二人工呼吸器からの離脱に2週間とやや時

間がかかり，その後も肺高血圧のために約1ヵ月間の

酸素投与が必要であった．平成2年10月9日に術後の

心評価の目的で心臓カテーテル検査を施行した．肺動

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第4号

　
　
V

　
　
P

、

　

L

＼
’
、

RPV　　　　　　　CPVC

図5　手術時所見：共通肺静脈腔は低形成で，狭小な

　右肺静脈および左肺静脈の一部が流入していた．共

　通肺静脈腔と垂直静脈の接合部はさらに狭くなって

　いた，残りの左肺静脈には狭窄はなく，拡張した垂

　直静脈に流入していた．CPVC：共通肺静脈腔，

　VV：垂直静脈，　LIV：左無名静脈，　SVC：上大静

　脈，LPV：左肺静脈，　RPV：右肺静脈．

脈収縮期圧は大動脈収縮期圧の約1／2にまで低下し，肺

血管抵抗もroom　air下で16．8u・m2，100％酸素負荷で

7．3u・m2，と低下しており，手術の有効性を認めた．患

児は平成2年11月10日に無事退院し，現在も定期的に

外来に通院している．

　　　　　　　　　　考　　案

　総肺静脈還流異常にみられる肺静脈狭窄はもともと

下心臓型の合併奇形とされていたが，1960年以降に

なって上心臓型にも肺静脈狭窄がみられるという報

告3）～5）がなされた．

　多数例をまとめた報告では上心臓型の肺静脈狭窄合

併率は40％（8／20）1），54％（14／26）2）とされている．肺

静脈狭窄の大多数は前方からの左肺動脈と後方からの

左主気管支による垂直静脈の機械的圧迫に起因す

る1）2）．その他に稀なものとして右上大静脈と左無名静

脈の接合部狭窄2｝，垂直静脈と共通肺静脈腔の接合部

狭窄5）6）が報告されている．しかし，本症例のような共

通肺静脈腔および右肺静脈の低形成による肺静脈狭窄

の報告はない．

　発生学的には本症例を以下のように考える．何らか

の原因で共通肺静脈腔に狭窄が生じ，狭窄部の垂直静

脈側には大部分の左肺静脈が，狭窄部の共通肺静脈腔

中枢側には右肺静脈と左肺静脈の一部が結合してい

た．生後の肺血流は，狭窄による血管抵抗上昇のない

左側に多く流れ，この血流の不均衡により左肺静脈の

拡張と右肺静脈の低形成が起こった．
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　肺静脈狭窄を合併した総肺静脈還流異常の予後は極

めて悪、く，報告例の多くは生後3ヵ月以内に死亡して

いる1）2）．しかし，本症例では肺静脈狭窄がほぼ片側性

であったことや，動脈管が肺血流の逃げ道として働い

ていたことなどの肺高血圧を緩和する条件が揃ってい

たため，明らかな心不全もなく1歳半まで経過したと

考えられた．

　尚，本論文の要旨は日本循環器学会関東甲信越地方会第

138回例会（1990年12月，東京）にて発表した．
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ACase　Report：Hypoplastic　Common　Pulmonary　Venous　Chamber　Causing　Pulmonary
　　　　　　　　　　　Venous　Obstruction　in　Total　Anomalous　Pulmonary　Venous

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Return　to　the　Left　Innominate　Vein

Tetsurow　Umezawa1），Norio・Matsuo2），　Tsutomu　Saji2｝，　Yoshinori　Takanashi3）and　Toshikazu　Shimbol｝

　　　　　1）Department　of　Pediatrics，　University　Hospital，　Mizonokuchi，　Teikyo　University　School　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　　　　　2）First　Department　of　Pediatrics，　Toho　University　School　of　Medicine

　　　　　　　　3）Department　of　Thoracic　and　Cardiovascular　Surgery，　Toho　University　School　of　Medicine

　　　About　one・half　of　all　cases　with　total　anomalous　pulmonary　venous　return（TAPVR）to　the　left

innominate　vein　have　pulmonary　venous　obstruction．　The　majority　of　obstructions　are　caused　by

mechanical　compression　of　the　vertical　vein，　anteriorly　by　the　left　pulmonary　artery　and　posteriorly　by

the　left　main　stem　bronchus．　In　this　report，　we　describe　a　case　of　TAPVR　to　the　left　innominate　vein

with　pulmonary　venous　obstruction　of　a　hypoplastic　common　pulmonary　venous　chamber（CPVC）and

right　pulmonary　veins．No　cases　with　a　similar　form　of　obstruction　have　been　reported　in　the　literature

to　the　best　of　our　knowledge．

　　　A18・month－old　girl　was　admitted　for　cardiac　evaluation　and　surgical　correction．　Cyanotic－type

congenital　heart　disease　was　diagnosed　by　chance　at　a　physical　examination　when　she　was　8　months

old．　From　preoperative　examination，we　confirmed　the　diagnosis　of　TAPVR　to　the　left　innominate　vein，

atrial　septal　defect　and　patent　ductus　arteriosus．　In　addition　to　this，　we　strongly　suspected　the

presence　of　right　side　pulmonary　venous　obstruction　because　cardiac　catheterization　showed　severe

pulmonary　hypertention，　and　chest　x－ray　and　pulmonary　arteriogram　showed　increased　left　and

decreased　right　pulmonary　arterial　vasculature．　However，　we　could　not　identified　the　location　of　the

obstruction．　At　surgery，　a　hypoplastic　CPVC　and　narrowed　right　and　part　of　the　left　pulmonary　veins

entering　into　the　CPVC　were　noted．　The　remaining　left　pulmonary　vein　entered　into　the　dilated

VertiCal　Vein．

　　　The　prognosis　of　cases　with　TAPVR　complicating　pulmonary　venous　obstruction　is　quite　poor．

However，　our　case　did　not　experience　clinical　heart　failure，　because　the　pulmonary　venous　obstruction

mainly　affected　the　right　side，　and　the　ductus　arteriosus　worked　as　an　alternate　route　for　pulmonary

blood　flow．
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