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Postmortem　balloon　angioplastyを行った大動脈縮窄症の一剖検例

縮窄部の組織所見を中心に一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　症例は，18トリソミー．生後，大動脈縮窄症，動脈管開存症，心房中隔欠損症，心室中隔欠損症と診

断．日齢2に心不全により死亡した．死亡後，縮窄部を切出しバルーン血管拡張術を施行しその組織を

検討した．組織学的には縮窄部は動脈内腔への柵状突出であり，内膜および中膜の肥厚と線維化，中膜

平滑筋の乱れを認め，動脈管の組織と思われた．また，バルーンの影響と思われる突出部基部の内膜，

中膜および外膜全層におよぶ断裂を認めた．以上より，未手術の大動脈縮窄症における再狭窄の原因に

は動脈管組織の関与が示唆された．さらには，未手術の大動脈縮窄症でのバルーン血管拡張術において

脆弱な動脈管組織での破裂の危険性なども考慮し慎重に施行することが望ましいと思われた．

　　　　　　　　　　はじめに

　大動脈縮窄症（coarctation　of　the　aorta，　CoA）の

原因については，動脈管の組織が大動脈壁へ発育し大

動脈中膜の閉塞性肥厚を生じて縮窄をきたすという19

世紀半ばのSkoda説1）および胎生期の上行大動脈へ

の血液減少が大動脈峡部の低形成を生じ生後新生児期

の動脈管の収縮で縮窄が生じるとするflow　theory4）

をはじめとする様々が説が報告されている2）3）5）6）．ま

た，大動脈再建術後の再狭窄も残存する動脈管組織に

よる可能性も考えられている7）．

　一方，CoAの治療法としてバルーン血管拡張術

（balloon　dilation　angioplasty，　BDA）の近年施行さ

れるようになり，その短期的な有効性はほぼ認められ

ている8）’6）．特に，大動脈再建術後の再狭窄に関しては

再手術の危険性のためBDAが第一選択の治療法であ

ると考えられている．しかし，未手術のCoAにおける

BDAは大動脈瘤および大動脈破裂の危険性あるいは

再狭窄もあり第一選択の治療法には至っていない．

別刷請求先：（〒113）東京都文京区本郷2　1　1

　　　　　順天堂大学小児科　　　　　大久保又一

　今回著者らは，死亡後剖検時にBDAを行ったCoA

の1例を経験した．1．未手術CoAのBDA後再狭窄

の成因を考察すること，2．BDAの拡張機序を組織学

的に検討することを目的とし，CoAの組織さらには

BDAによる組織変化について検討する機会を得たの

で報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　母親は40歳，初妊娠であり妊娠前期および中期には

特に異常は認めなかった．平成4年3月（妊娠35週），

近医にて胎児のspell　outおよび小脳低形成を指摘さ

れ，3月17日当院紹介入院となった．3月19日胎内月齊

帯採血を施行し，血液中リンパ球の染色体検査により

18トリソミーが疑われた．入院後の胎児エコーでは心

奇形も指摘されていた．3月26日（38週4日）で経膣

分娩となった．

　生下時，体重1，686g．頭部では瞼裂狭小および小顎

症を認め，四肢では手指のオーバーラッピング，揺り

椅子状の足底を認め，臨床的に18トリソミーに合致す

る所見であった．

胸部では，胸骨左縁第2～3肋間に2／6度の収縮期雑音

を聴取し，心エコー上CoA，動脈管開存症（PDA），
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図1　患児の生下時心エコー．左鎖骨下動脈下にて限

　局性かっ模様の縮窄を認める．

心房中隔欠損症および心室中隔欠損症と診断した．な

お，CoAは左鎖骨下動脈直下の限局性かつ膜様の縮窄

であり（図1），PDA依存性であった．

　生後，心不全のため日齢2で死亡した．剖検にて

CoAおよびPDAを確認し，縮窄部を両側肺動脈，大
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図2C　バルーン拡張術後，有意な拡張が得られた．ま

　た，縮窄部および動脈管の一部に造影剤の漏れを認

　めた．

動脈弓，下行大動脈およびPDAをあわせて切り出し，

造影剤を注入しX線撮影を行った．縮窄径は2．5mm

であり，鎖骨下動脈起始部の大動脈径は6mmであった

（図2A）．初め径6mmのバルーンにて拡張し，次に径

10mmのバルーンにて破裂させた（図2B）．なお，径

10mmのバルーンは大動脈を破裂させる目的で用い

た．バルーン拡張術後の造影では，縮窄部の有意な拡

張が認められた（図2C）．その後ホルマリン固定し光学

顕微鏡レベルで組織学的に検討した．

　　　　　　　　　組織学的検討

　肉眼的には，破裂部位は一部PDAにかかり，縮窄部

に一致して長軸方向に亀裂を認めた（図3）．切り出し

Pathology　：K．N．　2days　：CbA

　　図2A　径2．5mmの限局性の縮窄を認める．

AA：大動脈弓，　DA：下行大動脈，　PA：肺動脈
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図2B　径10mmのバルーンにて拡張．縮窄部に一致

　してwaistが認められる．
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図3　破裂部位は…部動脈管にかかり縮窄部に一致し

　て長軸方向に亀裂を認める．

　A：大動脈弓部，B：縮窄部，　C：下行大動脈，　D：

　動脈管．
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図4　大動脈弓（縮窄郎部より近位）動脈管組織は存

　在せず，バルーンによる影響も認めない．Elastic

　van　Gieson染色．×40．

図5C　内膜および中膜に及ぶ亀裂を認める．内膜は肥

　厚し中膜は粗であるため動脈管組織が関与している

　ものと思われる．Elastica　van　Gieson染色．×40．
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図5　縮窄部（図3B部分）

図5A縮窄部では内腔へ突出するshelfを認める．

　shelfの基部で全層に及ぶ亀裂を認める．　Elastic

　van　Gieson染色．×20．
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図6　下行大動脈（縮窄部より遠位）動脈管組織もな

　くバルーンによる影響も認められない．Elastica

　van　Gieson染色．×40．

5B

図5B　内膜および中膜の肥厚と線維化，中膜平滑筋の

　乱れを認め動脈管組織と思われる．Elastic　van

　Gieson染色．×40．
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図7　典型的な動脈管組織．内膜の肥厚と中膜平滑筋

　の変性を認め，平滑筋組織は不規則に配列している．

　Elastica　van　Gieson染色．×40．
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た組織をホルマリン固定し，大動脈弓，縮窄部，縮窄

部より遠位の下行大動脈およびPDA部分について組

織を検討した．特に，大動脈各部における動脈管組織

の有無および広がりについて調べた．また，破裂部位

については1～2mm間隔で連続切片を作成し検討し

た．なお，内膜および中膜の肥厚および線維化，中膜

平滑筋線維の乱れを認めた場合，動脈管組織と見なし

た．

　大動脈弓では，中膜には規則的に配列された弾性線

維と平滑筋線維を認め，動脈管組織は存在しなかった．

バルーンが一部かかっていた部位ではあるがバルーン

による影響は認めなかった（図4）．

　縮窄部では，大動脈後壁より内腔へ突出する組織を

認め，その基部で内膜，中膜および外膜の全層におよ

ぶ断裂を認めた．しかし，その対側の組織は正常に保

たれていた（図5A）．突出部では内膜および中膜の肥

厚と線維化，さらには中膜平滑筋の乱れを認め，動脈

管組織と思われた（図5B）．縮窄部の別のレベルでも

内膜および中膜におよぶ亀裂を認めた．この部分でも

内膜の肥厚および粗な中膜組織を認め動脈管組織が存

在しているものと思われた（図5C）．

　縮窄部より遠位の下行大動脈では，縮窄部で見られ

たような動脈管の組織は存在せずバルーンによる影響

も認めなかった（図6）．

　PD4部分は不規則に配列した平滑筋組織より構成さ

れ，内膜の肥厚と中膜平滑筋の変性を認めた（図7）．

　　　　　　　　　　考　　案

　CoAの原因としては，出生後の動脈管の収縮閉鎖に

より生じるとする19世紀のSkoda説’｝をはじめ，　Hut－

chinsのBranchpoit説3｝および門間らの大動脈狭部の

低形成と動脈管の収縮によるとする説4）などが報告さ

れている．米国ではSkoda説に対する反論もあった

が2），大動脈再建術時のCoAの組織より動脈管組織を

認めたり5）6），大動脈再建術後の再狭窄には動脈管組織

の関与があるとする報告もあり7｝，CoAにおけるPDA

の関与は確からしいものと思われる．今回の症例にお

いても縮窄部の柵状突出部はPDA部分の組織と一致

して，内膜および中膜の肥厚および線維化，中膜平滑

筋の乱れが認められ，動脈管組織と考えてよいものと

思われた．すなわち，この動脈管組織の収縮により，

BDA後に再狭窄が生じる可能性が示唆された．

　CoAに対するBDAは1979年にSosらによりpost

mortemの症例が初めて報告され9），1982年Cas－

tanedaらは動物実験による有効性を報告した1°）．それ

日本小児循環器学会雑誌　第11巻　第1号

以来多くの報告があり，その有効性については短期的

にはほぼ認められているといってよい8）16）．特に，大動

脈再建術後の再狭窄は再手術の危険性のためBDAが

第一選択の治療法であると考えられている．一方，未

手術のCoAに対しては再狭窄や大動脈瘤さらには大

動脈破裂などの合併症の問題もあり11）’－14｝，さらに検討

の余地がある．前述のごとくCoAには動脈管組織が

関与しているためBDA後の再狭窄の原因として動脈

管組織の収縮が考えられる．また，狭窄部の嚢胞中膜

壊死の存在が報告されており15），動脈管組織の脆弱性

に加えそれらの異常組織の存在によるBDA後の動脈

瘤や破裂の合併症が予想される．剖検時BDAを行っ

た本症例では嚢胞中膜壊死は認めなかったが，一部動

脈管組織付近に断裂を認めた．さらに，断裂は柵状突

起部ではなくその基部に認め，バルーンによる影響が

突出部の破壊ではなくその根部に及んでいたことは，

BDAの際に注意深く施行する必要があることが示唆

された．

　　　　　　　　　　結　　語

　1．CoA症例の死亡後，縮窄部に対してBDAを行

い組織所見を検討した．

　2．縮窄部では嚢胞中膜壊死は存在しなかったが動

脈管の組織を認め，BDAによる内膜，中膜および外膜

の全層に及ぶ断裂を認めた．

　3．CoAにおけるBDA後の再狭窄の原因には，動

脈管組織が関与している可能性が示唆された．

　4．未手術のCoAでBDAにおいて，破裂の危険性

なども考慮し，慎重に施行する必要があると思われた．

　本論文の要旨は，第4回日本Pediatric　Interventional

Cardiology研究会（1993年1月23ヒ1，東京）にて発表した．
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ACase　of　Coarctation　of　the　Aorta　Performed　Balloon　Dilatation　Angioplasty

　　　　　　　　Postmortem　　Histopathological　Findings　of　Coarcted　Site一

Mataichi　Ohkubo，　Toshihiro　Ino，　Shinjuro　Shimazaki，　Katsumi　Akimoto，

　　　　　　　　　　Keijiro　Yabuta1｝，　Sachio　Kawai　and　Ryozo　Okada2）

　　　　　’）Department　of　Pediatrics，　Juntendo　University　School　of　Medicine

　　　　　　　　　2）Department　of　Cardiology（Cardio－Vascular　Laboratory）

　　　　Acase　of　coarctation　of　the　aorta　performed　postmortem　balloon　dilatation　angioplasty

（BDA）is　described．　This　case　was　diagnosed　of　18　trisomy　with　persistent　ductus　arteriosus

（PDA）dependent　coarctation　of　the　aorta（CoA）complex．　At　autopsy，　the　coarcted　site　with

bilateral　pulmonary　arteries　and　aorta　was　resected．　The　diameters　of　the　coarcted　site，　ascend－

ing　aorta，　and　descending　aorta　were　2．5　mm，6mm，　and　6　mm，　respectively．　The　CoA　was

dilated　by　6　mm　balloon　and　then　ruptured　by　10　mm　balloon，　Histopathological　sutdy　of　the

coarcted　site　by　light　microscopy　revealed　a　shelf　into　the　cavity　of　the　aorta　and　a　tissue　of

ductus　arteriosus．　A　rupture　was　observed　in　arterial　intima，　media，　and　adventitia　at　a　base　of

the　shelf．　Although　the　rupture　might　be　made　by　the　balloon，　there　was　no　other　rupture　in　an

opposite　site　of　the　shelf，　aortic　arch，　and　descending　aorta．　These　results　suggest　that　restenosis

after　BDA　might　be　related　to　an　existence　of　ductal　tussie　and　BDA　should　be　carefully

performed　having　a　risk　of　rupture　at　the　site　of　fragile　tissues　of　ductus　arteriosus．
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