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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Major　Aortopulmonary　Collateral　Artery（MAPCA）を合併した肺動脈閉鎖を伴うファロー四徴の

1例に対して，術後遠隔期にXe肺換気血流シンチグラフィーを施行した．結紮術を施行したMAPCA

の灌流領域では血流分布は認めなかったが，wash　out相にてair　trap像を認め，　dead　spaceとして存

在していることが明らかとなった．一方，Unifocalizationを行ったMAPCAでは，その灌流領域の血流

は保たれていたが，wash　out相で著しいair　trap像を認めた．血管造影検査にて明らかな気道圧迫所見

を認めないことから，末梢レベルでの閉塞性病変の存在が疑われた．MAPCA灌流肺での末梢気道病変

に関する検討は少なく，有効な肺血管床を確保するためには肺血管病変だけでなく気道病変についても

十分評価することが必要であると思われる．

　　　　　　　　　　はじめに

　肺動脈閉鎖を伴うファロー四徴にMajor　Aortopul－

monary　Collateral　Artery（MAPCA）が高率に合併

することが報告されている1）2｝．このMAPCAに対す

る外科的処置には，大きく分けて結紮術と中心肺動脈

に吻合するUnifocalization（UF）の2通りがあるが，

できるかぎり有効な肺血管床を増やす観点から，近年

では後者が優先されつつある3）一一6）．しかしながらUF

を行ったMAPCAの灌流肺が，有効な肺血管床として

機能しているかどうか明らかではない．

　今回我々は，心内修復術とUFを行った肺動脈閉鎖

を伴うファロー四徴の患児に対してXeによる肺換気

血流シンチグラフィーを施行したところ，換気血流の

不均衡分布とUFを施行したMAPCA灌流肺に著し
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いair　trap像を示した症例を経験した．本症例は

MAPCA灌流肺の気道病変を考える上で貴重な症例

であり，本疾患に対する肺シンチグラフィーの有用性

とともに報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：14歳，女児．

　診断：ファロー四徴，肺動脈閉鎖，動脈管開存，

MAPCA，肺高血圧症．

　現病歴：出生時にチアノーゼと心雑音に気づかれ近

医を受診．肺動脈閉鎖を伴うファロー四徴と診断され

たが，動脈管が充分に開いていたことから経過観察さ

れていた．5歳時，精査目的に当院受診．心臓超音波

検査および心臓カテーテル・血管造影検査から上記疾

患と診断した．動脈管を介しての肺動脈の圧測定では，

右肺動脈は動脈管開口部で狭窄を認め，平均30mmHg

と軽度高値であったが，左肺動脈圧は著しく高値で体

血圧に等しかった．左右のMAPCA内の圧は，右側は
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表1　5歳時心臓カテーテル検査結果

site pressure（mmHg） SaO2（％）

SVC 63．0

IVC 59．2

RA （3） 62．0

RV 100／－7 63．0

r，PA 36／22（30）

1－PA 92／58（78）

LV 98／－5 90．6

Ao 100／58（78） 83．2

r－MAPCA （17）

1－MAPCA （67）

（　）；mean　pressure

魏
黛

蓄　　議
磁

　
ち嚇
．

謡

㎎

ば§
’
／
て
～

　
《
藷

　

、
s
講
、
灘
熱
徽

　
　
　
　
　
き
　
　
　
　

　
　臨
難
調

㍉
、
s
灘

図1　上段：動脈管を介しての肺動脈造影．下段左：

　右MAPCA造影．下段右：左MAPCA造影．

分岐部の狭窄のため平均17mmHgと低値であったが，

左側は平均67mmHgと著しく高値であった（表1，図

1）．その後，患児は徐々に易疲労感も訴えだしたこと

から，9歳時にCarpentier－Edwards弁付きConduit

を用いた右室流出路再建術，心室中隔欠損閉鎖術，動

脈管結紮術を施行した．MAPCAに対しては，左側は

灌流領域も少なく，血圧も高かったことから結紮した．

一方右側は分岐部狭窄により血症が低く維持されてい

181－（75）

表2　14歳時心臓カテーテル検査結果

　．Slte preSsure（mmIlg） SaO2（％）

RA （7） 77．1

RV 91ゲ10
r．PA 40／10（23）

1－PA 70／11（34） 74．9

LV 98／－11

Ao 100／60（78） 95．7
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図2　UF術後右肺動脈造影．　PTEF（矢印）を介して

　左MAPCAは描出されている．

たことから放置した．術後，チアノーゼや易疫労性は

改善し外来通院となったが，より有効な肺血管床を確

保するため，13歳時（根治術後4年目）に右側MAPCA

に対し8mmPTFEを用いたUFを施行した．　UF後6

カ月時の心臓カテーテル検査（表2）では，conduit内

での圧較差は軽度残存するものの肺高血圧は改善し，

UF部も良好な血流が保たれていた（図2）．

　〔肺シンチグラフィー〕

　心内修復術後（左側MAPCAは結紮，右側は放置）

のXe－133を用いた肺換気血流シンチグラムを図3に

示す．検査は我々が以前に報告した方法に準じて行っ

た7）．換気分布では，ほぼ全肺野において吸入Xeの均

一 な分布を認めたが，血流分布では結紮した左

MAPCA領域である左肺の下葉内側部に血流欠損を，

また右側MAPCA領域である右下肺野にも血流欠損

を認めた．一方，換気分布検査時の洗い出し相（wash

out相）では，右下肺野の一部に軽度のair　trapを認

めた．図4は，右MAPCAのUF後6カ月時のシンチ
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図3　心内修復術後の肺換気血流シンチグラム．背部から撮像していることから，向かって右が右

　肺，左が左肺を示している．

　左：換気分布．両側肺野で均等な分布を示した．中：換気分布評価後のwash　out相．右下肺野に

　air　trapを認めた．右：血流分布．左肺下葉内側と右下肺野に欠損部を認めた（矢印）．
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図4　UF後の肺換気血流シンチグ
ラム．

上段左：換気分布．両側下肺野に不

均衡分布を認めた．上段右：換気分

布評価後のwash　out相．左上下肺

野および右下肺野にair　trapを認

めた．下段左：血流分布．左肺下葉

内側に前回同様の欠損部を認めた

が，右下肺野の血流欠損部は改善し

ていた．下段右：血流分布評価後の

wash　out相．右下肺野にair　trapを

認めた．

Presented by Medical*Online



平成7年5月1日 183－（77）

マ

蜜

騨
遣

黍

　　　　　　　図5　UF後選択的MAPCA血流シンチグラム．
左：MAPCA領域の血流分布像．右：血流分布評価後のwash　out相．右下肺野に著

しいair　trap像を認め，図4の血流分布後のair　trap領域とほぼ一致していた．

グラムで臥位にて行ったものである．換気分布ではほ

ぼ一様な分布を示すものの，両側下肺野の一部に不均

衡分布を認めた．血流分布ではUF前と同様に左下葉

内側部に血流欠損を認めたが，UFを行った右下肺野

への血流は認められるようになった．一方，換気分布

検査時のwash　out相では，血流を認めなかった左下

肺野，さらに左上肺野の一部に軽度のair　trapを認め，

右下肺野には著しいair　trapを認めた．同様に血流分

布検査時のwash　out相でも，右下肺野にair　trapを

認めた．さらにUFを行ったMAPCA灌流肺の血流分

布像およびwash　out相を検討するために，　MAPCA

内にカテーテルを挿入し，その先端からXe溶液を注

入した（図5）．MAPCA灌流領域は図に示すごとく右

中下肺野であるが，そのwash　out相において換気分

布検査時に認めたのと同様のair　trap像を認めたこと

から，このair　trap像はMAPCA灌流領域の肺病変で

あることが強く疑われた．

　　　　　　　　　　考　　察

　Haworthらは，　MAPCAを合併した肺の血管病変

に関して詳細な検討を行っている．すなわち，MAPCA

には高頻度に狭窄を伴うこと，狭窄を伴ったMAPCA

合併肺では肺血管病変はそれほど著しくないが，狭窄

を伴っていない場合には中膜や内膜の変化は著しく閉

塞性病変を有していることなどを報告している’）8）．さ

らにMAPCA合併肺ではintraacinar　arteryが正常

より細いことを特徴とし，乳児期以後に体肺シャント

術や根治術にて肺血流を増加させても十分には発育し

ないとも報告している9）．このような検討から，現在の

MAPCA合併肺の治療方針としては次のように考え

られている．すなわち，UFを行うには手技的に困難な

細さで肺血管病変が進行したMAPCAに関しては，有

効な肺血管床となりうることが期待できず，また放置

すれば短絡量を増やすことから結紮術を施行し，肺血

管病変の進行していないMAPCA合併肺では，病変の

進行しない早期にUFを施行して有効な脳血管床を確

保するというものである1°）一“12）．このように，肺血管病

変から手術方針やその適応が決められているが，気道

病変に関する検討はほとんど行われていない．Hawor－

thらは狭窄性病変を有したMAPCAの近位側が瘤状

に拡張し，これが気道を圧迫して気腫状変化を認めた

症例を報告しているが，病理学的検索では肺胞間隙の

結合織はしばしば肥厚しているものの肺胞壁は全く正

常であったとしており8｝，MAPCA合併肺の末梢気道

病変についてはほとんど指摘されていない．

　今回我々が経験した症例において，UFを行った

MAPCAは血管造影検査からもその走行や形態に明

らかな異常はく，また経過期間は長いものの低圧系で

灌流されていた．Xeは揮発性ガスであることから，一

般にXe溶液が一回肺循環を行うとその95％以上が肺

胞内に拡散するとされている13｝．すなわち血流分布の
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評価では，画像を形成するのは血流の分布というより

は肺胞内へ拡散した像であり，この意味ではより生理

的に有効な肺血管床を評価しているものと考えられ

る．またair　trap像とは，このように肺胞内に拡散し

たXeガスが呼出されない，または排出遅延がある場

合に認められるものである．本症例では，UF前後で

行った肺シンチグラフィーの検査時姿勢が異なること

から術前後での比較には問題があると思われるが，UF

後の検査でMAPCA灌流領域に明らかなair　trap像

を認めたことから，何らかの末梢気道の閉塞性病変が

存在しているものと思われる．このような病変は，

MAPCA合併肺に本質的に存在するものなのか，ある

いは血管病変と同様に経年的に形成されていくものな

のかは明らかではないが，真に有効なガス交換可能な

肺血管床を評価するには，このような気道面からの検

討も重要であると思われる．

　最近Matsudaら14）は，　MAPCA灌流肺では肺胞壁

でのコラーゲンの沈着が著明であり，肺胞間隙の線維

化は中心肺動脈に灌流されている部位に比し有意に増

大していることを報告しているが，その臨床的意義に

ついては明らかではないとしている．このような組織

学的な変化が，我々の経験したair　trap像とどの様な

関係にあるのか，今後検討を要するものと思われる．

　一一方，結紮術を施行した左MAPCAの領域では，血

流シンチで血流欠損部として存在していたが，wash

out相にてXeガスの集積を認めた．このようなdead

spaceの存在が患児の遠隔期呼吸機能にどのような影

響を及ぼすかについても明らかでなく，今後も同様の

症例にっいて注意深く経過観察することが重要である

と思われる．

　以上，MAPCA合併肺の換気分布と血流分布の検討

から，本症の気道病変について興味ある知見を得た1

例を報告した．Xe肺シンチグラフィーは，　MAPCA合

併肺の換気血流分布を評価する・ヒで有効な検査法であ

ると思われた．
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Tohru　Matsushita，　Tetsuya　Sano，　Yasuhisa　Shimazaki＊，　Makoto　Takeuchi，

　　　Shunj　i　Kurotobi，　Shigetoyo　Kogaki，　Keishi　Kadoba＊，　Jun　Arisawa＊＊，

　　　　　　　　　　　　　　　　Hikaru　Matsuda＊and　Shintaro　Okada

　　　Departments　of　Pediatrics，　Radiology＊＊and　First　Department　of　Surgery＊，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0saka　University　Medical　Schoo1

　　　A14－year－old　girl　with　tetralogy　of　Fallot　with　pulmonary　atresia，　patent　ductus　arteriosus

（PDA）and　two　major　aortopulmonary　collateral　arteries（MAPCA）underwent　the　repair　surgery

consisting　of　reconstruction　of　right　ventricular　outflow　tract，　patch　closure　of　ventricular　defect

and　division　of　PDA．　One　of　MAPCA　was　ligated　and　the　other　was　unifocalized　later．　After

these　operations，　the　pulmonary　perfusion　scintigraphy　using　Xe－133　demonstrated　perfusion

defect　and　subsequent　air　trapping　in　the　area　which　was　supplied　previously　by　ligated　MAPCA．

On　selective　perfusion　scan　through　the　unifocalized　MAPCA，　a　marked　air　trapping　image　was

optained　in　the　supplied　area　on　wash　out　phase．

　　　These　results　suggest　that　not　only　the　vascular　disease　but　also　the　peripheral　obstructive

disease　of　air　way　may　be　present　in　the　Iung　segments　perfused　by　MAPCA．
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