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心機能の著明な改善が認められた1歳児重症

左冠動脈肺動脈起始症の1手術例

（平成5年12月29日受付）

（平成6年3月7日受理）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

左心機能の著明に低下した1歳児重症左冠動脈肺動脈起始症に対して，Takeuchi法による冠血行再建

と僧帽弁形成術を行い，心機能の改善を認めた．患児は1歳5ヵ月女児で，術前の左心室容積は510％of

N．，駆出率は18％，IV度の僧帽弁逆流を認めた．右冠動脈造影では太く蛇行した右冠動脈から中隔枝を

介して，左冠動脈，続いて肺動脈が造影された．左冠動脈主幹部は短く，その開口部は肺動脈後壁左側

に位置していたため，Takeuchi法による冠血行再建とKay法による僧帽弁形成術を行った．手術後3

ヵ月目には左室容積は420％of　N．，駆出率は40％に改善を認めた．心筋シンチグラムでも前側壁のup－

takeが明らかに増加した．このような低心機能例においても，適切な方法で2－coronary　systemを再建

することにより，心機能の改善が期待できるものと考えられた．

　左冠動脈肺動脈起始症（Anomalous　origin　of　the

left　coronary　artery　from　the　pulmonary　artery：

ALCAPA）は乳児型と成人型に分けられるが，前者は，

重篤な心不全を呈し，多くは乳児期に死亡する1）．この

心不全を乗切った症例でも，ほとんどが極めて心機能

の低ドした症例である．今回著者らは，1歳児重症児

左冠動脈肺動脈起始症に対して，Takeuchi法2）と僧帽

弁形成術を行い，心機能の改善を認めた症例を経験し

たので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：1歳5ヵ月，女児．

　主訴：体重増加不良，上気道感染．

　現病歴：39週，正常分娩にて出生，生下時体重3，250

g．10ヵ月頃上気道感染，ド痢のため某病院を受診した

ところ，心筋炎と診断され入院加療を受けた．退院後

体重増加不良が続き，当院を受診した．

別刷請求先：（〒162）東京都新宿区河田町8－1

　　　　　東京女子医科大学心研循環器小児外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　手塚　光洋

　現症：身長78cm，体重8．7kg．第4肋間胸骨正縁に

levine　2／6の汎収縮期雑音，　IIの元進を認めた．3cmの

肝腫を触知した．

　検査所見：胸部X線写真では心胸比74％，肺うっ血

を認めた（図1）．心電図では1，aVL，　V5，　V6に深い

Q波と陰性T波を認め，ALCAPAに特有の左室の虚

血を疑わせる所見を認めた（図2）．超音波断層検査で

は，拡大し収縮の極めて低下した左室（LVDD　50mm，

SFO．05），ドップラー法では僧帽弁逆流と心室中隔内

異常血流を認めた3）．このためALCAPAを疑い検索

したところ，肺動脈内に流入する血流と後面に左冠動

脈が認められた．これによりALCAPAと診断された

が，収縮能が極めて低下しているため，はたして手術

適応か否か，術式は何を選択すべきかを決定するため

に心臓カテーテル検査（図3）を行った．その結果は，

Pp／Ps＝0．60，　LVEDP　20mmHg，　RVEDP　14mmHg，

Qp／Qs　l．0であった．大動脈造影及び右冠動脈造影で

は太い右冠動脈から中隔枝を介して左冠動脈が造影さ

れ，肺動脈左側壁に開口していた．左冠動脈主幹部の
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　　　　　　　　　　　図1　術前後の胸部X線写真

左術前CTR74％肺うっ血を認めた．右術後CTR　69％肺うっ血の改善を認めた，
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図2　術前心電図．1，aVL，　V，，　V，て深いQ波と陰性T波を認めた．
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長さは3mm程と推測された．左室造影ではIV度の僧帽

弁逆流を認めた．LVEDV　510％of　N．LVEF17％であ

り，心尖部は瘤状となっていた（図4）．心筋スペクト

ては中隔のuptakeは良好であった．前側壁のuptake

は極めて低下していたが完全な欠損ではなかった．以

上より，重症ではあるが心筋虚血はいまだ可逆的な部

分も残ったALCAPAと診断し，手術適応と判断した．

術式は左冠動脈主幹部の長さ，起始部の位置からTa－

keuchi法が適切かと思われた．

　手術’胸骨正中切開にて心臓に到達すると大量の心

嚢液が貯留していた．心臓は全体的に拡張し，右冠動

脈は怒張，蛇行していた．完全体外循環下に肺動脈弁

輪直上を横切開すると，左冠転脈開口部はleft　facing

sinusの左方で交連部から2mmにあった．このため直

接移植は困難と半1」断し，Takeuchi法にて再建するこ

ととした．直径4．5mmのA－P　windowを作成し，肺

動脈前壁をpedicled　flapとしてintrapulmonary　tun－

ne1を作成した．肺動脈前壁欠損部は保存ウマ心膜に

て再建した．この際心膜の退縮による狭窄の発生を予

防するため大動脈側はpledget付きのU字縫合を用

いた．続いて右側左房より僧帽弁を観察すると前尖前

交連部付近のprolapseが認められたため，　Kay法に
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心臓カテーテル検査

部位 術前 術後（平均）mmHg

RA

RV

mPA

LV

AO

（8）

56／EDP14

50／30（36）

78／EDP20

83／55（78）

（3）

48／EDP8

40／13（28）

96／EDP18

92／62（75）

Pp／Ps

Qp／Qs

LVEDV

LVEF

MR

0．60

1．0

510

17

IV

0．43

1．0

420　％　of　N．

40　％

H　度

図3　心臓カテーテル検査所見

て形成を行った．体外循環からの離脱は左房平均圧12

mmHg，体収縮期圧70mmHgで比較的容易であった．

　術後経過：水分量調整の為3日間腹膜灌流を行い，

4口目に気管チューブを技去した．強心剤，利尿剤の

内服を必要としているが順調に回復し，手術後2ヵ月

目に退院した．術後心電図ではQ波は不変であったが

左側の電位は低下した．超音波断層検査ではLVDD　38

mm，　SF　O．12と改善した．心筋スペクトでは心尖部の

up　takeは不良の部分が残ったが，前側壁は良好と

なった．手術後3ヵ月目に心臓カテーテル検査を行っ

た．LVEDPぱ18mmHgへ，　RVEDPは8mmHgへと
それぞれ低ドした．Pp／Psは0．43へ改善した．右室肺

動脈間の圧較差は8mmHgであった（図3，5）．

　　　　　　　　　　考　　察

　乳児型のALCAPAは，右冠動脈から左冠動脈への

側副血行路が発達せずに心筋梗塞，僧帽弁閉鎖不全に

よる重篤な心不全に陥り，死亡することの多い予後不

良の疾患である．本症に対する手術成績は良好とは言

い難いものがあったが，近年かなり成績の向上が認め

られるようになっピ）．今回著者らは，心機能が極めて

低下したALCAPAに遭遇し，予想以ヒの改善を認め

た，この症例は，乳児期の心不全を克服し，側副血行

路の発達により辛うじて延命されたものと思われる．

　　　　　　　　　　　　　　図4　術前造影検査

上段左：大動脈造影にて右冠動脈から側副血行を介して左冠動脈が造影される．上段

右：右室造影にてIV度の僧帽弁逆流と瘤状に拡大した心尖部を認める，下段：選択的

右冠動脈造影にて中隔枝を介して左冠動脈が造影され，主幹部は短く，肺動脈左後方

に開口している．
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　　　　　　　　　　　　　図5　術後造影検査

上段左：大動脈造影左前斜位，右：大動脈造影正面像．いずれも肺動脈内トンネルは

開存しており末梢の灌流も良好である．下段左：左室造影拡張期，右：収縮期．心尖

部の収縮は改善している．

心臓カテーテル検査，造影検査により著明に拡大し，

瘤化した左室，僧帽弁閉鎖不全を認め，心電図上も心

筋梗塞の所見を呈していた．このため心機能の大きな

改善は望めないが，心筋虚血が可逆的な部分も残って

おりこの部の改善は期待できた，結果的に心機能は術

後3ヵ月の時点でも予想以上の改善を認めた．これは

適切な方法による冠血行再建によるものが大きいが，

僧帽弁逆流を修復軽減できた点も見落せない．術前の

左右短絡量による予後，手術適応を述べたPerryらの

報告5｝，待機手術を勧めるDriscol1らの報告6）とは意を

異にする症例ではあるが，このような低心機能例でも

手術により改善が期待できる可能性を示唆する症例と

言えよう．Levitskyらは乳児期に手術すれぽ心機能の

改善は期待できるとのべており7），それは充分にうな

ずけるが，磯松らは本症例と同様なTakeuchi法と僧

帽弁形成術の組合わせで1歳をこえた症例でも遠隔期

には心機能の改善を認めたことを報告している8｝．

従って，乳児期を過ぎて心機能の低下した症例でも積

極的に手術治療すべきと考える．その際には選択的冠

動脈造影造影を行い，LMTの長さ，その開口部を確認

して術式を決定すべきと考える1°）11）．著者らは左冠動

脈の直接移植を第一選択としているが，本症例のよう

にLMTが短くかつ大動脈との距離が大きい場合には

Takeuchi法の適応と考えている．本症例は術後1年

半の現在，経過は良好であるがTakeuchiの遠隔期の

合併症1Dと考えられるAR，弁上部PS，　bufHeの閉塞

等に留意しつつ今後の経過観察をしたい．

　　　　　　　　　　結　　語

　左心機能の極めて低下した1歳のALCAPAに対し

てTakeuchi法による冠血行再建とKay法による僧

帽弁形成を行い，その心機能の改善を認めた．適切

2－CORONARY　SYSTEMの確立により，乳児期を

すぎた症例でも心機能の改善が期待できることが示唆

された，また，術式の選択には選択的冠動脈造影によ

り，左冠動脈主幹部の長さと位置を確認しておくこと

が重要である，
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Successful　Takeuchi　Procedure　Combined　with　Mitral　Annuloplasty　for　Anomalous　Origin　of　the

　　　　　　　　　　　　　Left　Coronary　artery　from　the　Pulmonary　Artery　with　Poor

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Left　Ventricular　function－A　Case　Report一

　　　　　　Mitsuhiro　Tezukai），　Takato　Hata1｝，　Masato　Shinozakii），　Gyo　Taniguchil），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tsuguaki　Doi2｝　and　Masahiro　Kamata2）

Department　of　Cardiovascular　Surgeryi｝　and　Pediatrics2），　Cardiovascular　Center　Sakakibara　Hospital

　　　Takeuchi　procedure　and　mitral　annuloplasty　with　Kay’s　method　were　done　for　a　case　of

anomalous　origin　of　the　left　coronary　artery　from　the　pulmonary　artery　with　poor　LV　function．　This

1－year－and－5－months－old　girl　had　pulmonary　congestion　and　hepatomegaly　with　poor　weight　gain．

Preoperative　angiogram　showed　aneurysmal　dilatation　of　LV　apex　resulting　in　massive　mitral

regurgitation．　Selective　RCA　graphy　showed　collateral　arteries　to　LCA　and　short　LMT　draining　into

postero－left　side　of　the　pulmonary　artery．　Therefore，　Takeuchi　procedure　and　mitral　annuloplasty　by

Kay’s　method　were　selected．　Hemodynamics　were　acessed　three　months　after　the　operation．　All

parameters　showed　significant　improvement，　i．e．　from　20　to　18　mmHg　in　LVEDP，510　to　420％of

Normal　in　LV　EDV，17　to　400ro　in　LVEF．0．6　to　O．43　in　Pp／Ps　and　IV　to　II　in　MR　degree　in　Sellers．

　　　This　case　showed　the　probability　of　the　recovery　of　LV　function　by　the　establishment　of　a　two－

coronary　artery　system，　and　encourages　us　extending　the　surgical　repair　to　the　case　with　severely

damaged　LV　function　preoperatively．　We　recommend　that　surgical　option　shoud　be　decided　by　the

length　of　LMT　and　the　location　of　the　orifice　observed　by　selective　CAG．
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