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肺動脈弁欠損，左肺動脈閉鎖および末梢肺動脈狭窄を

伴ったファロー四徴症の1例

（平成7年1月13日受付）

（平成7年7月17日受理）

弦間優紀子

永井　雄一

日野　佳昭

山本　正生

日本医科大学小児科，

小川　俊一

林　　毅陸

上砂　光裕

二宮　淳一＊

鼎
夫

治
志

部

邦

隆

隆

胸
同
削
澤

．
弓
深
関

key　words：肺動脈弁欠損，左肺動脈閉鎖，ファロー四徴症

神保　　修

大久保隆志

張　　家昆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　肺動脈弁欠損，左肺動脈閉鎖および末梢肺動脈狭窄を伴ったファロー四徴症の一例を経験した．ファ

ロー四徴症に肺動脈弁欠損が合併することは稀であるが，さらに，左肺動脈閉鎖，末梢肺動脈狭窄を合

併した症例の報告は極めて少ない．ファロー四徴症に肺動脈弁欠損が合併し，肺動脈弁輪部あるいは右

室流出路狭窄が軽度ないしは認められない場合には，肺動脈は胎生期より著明に拡大し，併走する気管・

気管支を圧迫する．そのため，生後まもなくより呼吸不全が進行し，乳児早期に死亡することも稀では

ない．本症例では右室流出路狭窄は比較的軽度であったが，末梢肺動脈狭窄後の肺動脈圧は正常で，量

負荷により拡張した末梢肺動脈による気管支の圧迫の程度も軽かったため，比較的無症状にて生後10カ

月まで経過したものと推測される．一方，血管造影検査にて，左肺動脈と思われた動脈は極めて細く

unifocalizationの適応はないと判断し，　patchによる心室中隔欠損孔閉鎖術，一弁付きpatchによる右

室流出路再建術を施行した．しかし，術後にむしろ右末梢肺動脈圧は上昇し，肺動脈高血圧の進行が憂

慮され，今後肺動脈弁植え込みを行う必要があるのではないかと考えられる．

　　　　　　　　　はじめに

　肺動脈弁欠損は，多くは心室中隔欠損を伴いファ

ロー四徴症の一亜型として認識されている1）～4）．肺動

脈弁欠損症では，肺動脈弁輪部もしくは右室流出路狭

窄が認められることが通常であるが，軽度ないしは全

く認められないこともある．その場合には，肺動脈は

胎生期より著明に拡大し，気管・気管支を圧迫するた

め，生直後より呼吸不全が出現し，重篤になることも

ある5）．

　また，肺動脈弁欠損に一側肺動脈の起始異常を合併

した症例の報告は散見されるが6ト8），一側肺動脈欠損
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または閉鎖，および末梢肺動脈狭窄を合併した症例の

報告は少ない3）4）9）一一12）．

　われわれは，肺動脈弁欠損，左肺動脈閉鎖および末

梢肺動脈狭窄を合併したファロー四徴症に対して心内

修復術を施行した症例を経験したので，文献的考察を

加えて報告する．

　　　　　　　　　症　　例

　症例は2歳10カ月の男児．40週3，367g，正常分娩に

て出生．妊娠，周産期経過に特に異常なし．日齢1よ

り心雑音を指摘され，近医にて心室中隔欠損症と診断

されていたが，強心剤，利尿剤等の服薬はせずに経過

観察されていた．チアノーゼは認められず，発育・発

達も良好とのことであった．生後6カ月時に，肺炎に

罹患し当科に入院となった．
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図1　初回入院中の胸部レ線像

　家族歴には，母親が心房中隔欠損症にて根治手術施

行の既往があり，また，気管支喘息が認められる．

　入院時現症は，身長65．5crn（－1．OSD），体重6，950

g（－1．OSD），血圧86／50mmHg，脈拍120／分・整．顔

貌は正常で，その他小奇形もなく発育・発達の遅延は

認められなかった．心聴診所見では，第3肋間胸骨左

縁に最強点を有するLevine　5／6の収縮期駆出性雑音

と3／6の拡張期雑音が聴取され，to　and　fro様であり，

II音は単一で軽度充進していた．

　血液検査では，RBC　482×104／mm3，　Hb　13。2g／dl，

Ht　38．6％，動脈血SaO，98％．染色体分析でも46XY

で，FISH法による22番染色体分析においても異常を

認めなかった．

　胸部X線像では，CTRは56．9％と心拡大が認めら

れ，心・縦隔陰影の左方偏位，右肺門部に拡張した肺

動脈と右肺血管陰影の増強，右肺のhyperinflationと

左方へのherniation，および左肺血管陰影の減弱と左

上肺野の無気肺が認められた（図1）．

　心電図所見は，右房負荷，右室肥大が認められた（図

2）．

　2Dエコー・ドップラー所見では，右室圧は左室圧と

ほぼ等圧であり，円錐部から膜様部にかけての大きな

心室中隔欠損が認められ，右室流出路は狭小化してい

た．また，大動脈は拡大し右前方へ偏位し，心室中隔

に騎乗していた．さらに，径20mmと著明に拡大した

肺動脈主幹部が認められたが，肺動脈弁は遺残（rem－

nant）が認められるのみであった．また，肺動脈主幹

部と右肺動脈分岐部との間に狭窄が認められ，ドップ
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図2　初回入院中の心電図
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図3　初回入院中の超音波検査：RV右室，　rt　PA右

　肺動脈，mPA肺動脈主幹部，　Ao大動脈

ラーによる血流速度から，圧較差は約60mmHgと推定

された．右肺動脈は狭窄後再び著明に拡大していた．

一方，左肺動脈は同定できず，左肺動脈閉鎖または欠

損が疑われた（図3）．
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表1　手術前後での心臓カテーテル検査所見

RA RV rtPA mPA Lv AsAo

圧（mmHg） 7／5（3） 88／EDP6 24／10（16） 52／10（25） 90／EDP9 92／49（69）

手術前
SaO2 65．3 76．8 77．9 77．6 94．7 94．2

圧（mmHg） 14／14（12） 68／EDP10 40／12（23） 60／1〔｝（28） 120／EDPIO 120／80（98）

手術後
SaO2 65．5 66．3 66．6 66．7 94．3 94．1

RA右房，　RV右室，　rt　PA右肺動脈，　mPA肺動脈主幹部，　LV左室，　AsAoヒ行大動脈，　SaO，，Ue素

濃度

　以上より，ファロー四徴症に肺動脈弁欠損，左肺動

脈閉鎖または欠損および末梢肺動脈狭窄を合併したも

のと診断した．肺炎に対する治療に加え，利尿剤，強

心剤の投与も開始し，症状が軽快したため退院となっ

た．退院後も強心剤および利尿剤の内服を継続し比較

的順調に経過していたが，生後10カ月頃より，多呼吸，

陥没呼吸，多汗，体重増加不良等の症状が出現し，確

定診断を行うべく，心臓カテーテル・血管造影検査を

施行した．

　心臓カテーテル検査では，右室圧，左室圧，大動脈

圧はほぼ等圧で，右室流出路と肺動脈主幹部の間に約

40mmHgの圧較差の中等度の狭窄が認められ，肺動脈

主幹部と右肺動脈分岐部との間に約30mmHgの圧較

差の末梢肺動脈狭窄が認められた．また，右肺動脈圧

は24／10（平均16）mmHgと肺動脈高血圧は認められな

かった．また，Qp／Qsは1．4，　L－R　shunt　ratioは41％，

Rpは1．4U／m2であった（表1）．心臓・血管造影では，

右室造影にて，拡大した肺動脈主幹部および，肺動脈

主幹部と右肺動脈分岐部との問に末梢肺動脈狭窄が認

められ，狭窄後の右肺動脈の末梢も著明に拡大してい

た（図4）．一方，肺動脈弁および左肺動脈は描出され

なかった．また，左室造影にて，円錐部から膜様部中

隔にかけての大きな欠損孔を介して右室の一部，およ

び拡大し右前方に偏位した大動脈が描出された．さら

に，選択的左内胸動脈，気管支動脈，肋間動脈，左下

横隔膜動脈造影により，逆行性に左肺動脈と思われた

約1．5mmの細い動脈が描出されたが，　unifocalization

の適応にはならないと考えられた．以上，心臓カテー

テル・血管造影所見より肺動脈弁欠損，左肺動脈閉鎖，

末梢肺動脈狭窄を合併したファロー四徴症と診断し

た．

　　　　　　　術式および術後の経過

　1歳2カ月時に心室中隔欠損に対しpatchによる

閉鎖術，および一弁付きpatchによる肺動脈流出路再

へへ

図4　右室造影像：肺動脈主幹部の拡大および，肺動

　脈主幹部と右肺動脈分岐部との間に末梢肺動脈狭窄

　が認められ，狭窄後の右肺動脈の末梢も著明に拡大

　していた．一方，左肺動脈は右室造影にて描出され

　なかった．

建術を施行した．術前2Dエコーにて痕跡的肺動脈弁

（remnant）の存在が疑われたが，術中においては確認

できなかった．術直後より，体外循環中の左肺動脈側

副血行からの血流によると思われるperfusion　lung

が認められ，それに加えて肺動脈逆流に伴う肺動脈血

流の減少および，心室中隔欠損孔閉鎖に伴う右一左短

絡の消失等により，左心の前負荷が低下し，それに術

後の左心機能低下，一時的なadvanced　A－V　block合

併等も相侯って低心拍出状態が生じたが，心機能の改

善および肺血流量の増加とともに低心拍出状態は改善

された．術後は利尿剤のみにてコントロールされてい

るが，肺動脈逆流は依然として高度であり，著明に拡

大した末梢右肺動脈による気管支圧迫症状および生後

1歳頃発症の喘息発作が術後頻回に認められるように

なったこと，さらに呼吸器感染等により時として呼吸

Presented by Medical*Online



670　－（60）

不全状態となった．

　術後約1年の心臓カテーテル・血管造影検査では，

術前に比し，右室圧の低下は認められたものの収縮期

圧は左室圧の約6割と依然として高く，右室拡張末期

圧（12mmHg），右房圧（mean　12mmHg）は逆に上昇

した．また，右室流出路狭窄が解除されたため肺動脈

主幹部圧は60mmHgと高く，肺動脈主幹部と右肺動脈

分岐部との問に約20mmHgの圧較差の末梢肺動脈狭

窄は残存したものの，右末梢肺動脈圧は40／12（23）

mmHgと術前に比し高い値を呈した（表1）．右室造影

では著明に拡張した肺動脈主幹部，右肺動脈が描出さ

れ，また，高度な肺動脈逆流によるものと思われる右

室，肺動脈における造影剤のwash　outの遅延が認め

られた．また，左室拡張末期容積（EDV）24．8ml，左

室収縮末期容積（ESV）7．2ml，駆出率（EF）70．9％

と左室収縮能に異常は認められなかった．

　　　　　　　　　　考　　案

　肺動脈弁の形成時期は胎生33日頃とされ，この時期

にunderminingによる弁尖の分化が妨げられること

により肺動脈弁欠損が生じると考えられている．成因

としてEmmanouilidesら13）により動脈管欠損や早期

閉鎖の関与や南沢ら14）により神経堤細胞の異常の関与

も示唆されている．横山ら’5）は肺動脈弁欠損をcom－

plete　absence　type（弁組織が完全に欠如），　ridge　for－

mation　type（弁が結節状に弁輪の直上にてridgeを形

成），partial　absence　type（一弁ないしは二弁尖が不

完全ながら残存）の3型に分類している．頻度的には

ridge　formation　typeが圧倒的に多いとされている．

本症例は超音波検査では，わずかにremnantが存在す

ると思われたが，手術時には確認できず，血行動態的

にもcomplete　absence　typeと同様と考えられた．

Edwardsら1）や，　Ecknerら2）によれば，肺動脈弁欠損

は，ファロー四徴症のうち，2．4～6．3％に合併すると

されている．一方，病態的にはファロー四徴症と異な

りむしろ高肺血流疾患に近い病状を呈することも多い

為，肺動脈弁欠損に，VSD，　PSと動脈瘤状に拡大した

肺動脈が合併した場合には肺動脈弁欠損症候群

（Absent　Pulmonary　Valve　Syndrome；APVS）と呼

ばれることもある．Calderら6）の報告では，心内奇形を

伴わない肺動脈弁欠損では，右肺動脈の起始異常が多

いが，APVSに合併した肺動脈起始異常はすべて左肺

動脈であり，本症例のように左肺動脈の欠損または低

形成を伴うものは，APVSの7．3％とさらに稀である．

他の報告でもAPVSにおいては，左肺動脈の欠損，起

日本小児循環器学会雑誌　第11巻　第5号

始異常が右肺動脈に比して圧倒的に多い川という．

APVSでは，一般に新生児早期より呼吸不全を呈する

群と，年長時まで無症状に経過する群とに分けられる．

前者では，胎生期における動脈管の無形成あるいは低

形成に伴う右室より末梢肺動脈への血流増加や，肺動

脈弁欠損に伴う重篤な肺動脈逆流による量負荷に加え

て，肺動脈狭窄によるpost　stenotic　dilatationが加わ

り，肺動脈は瘤状に拡大する．これが，併走する気管・

気管支を圧迫し，check　valve様となり，肺気腫様にな

ると考えられる．一方，肺動脈弁欠損は認められても，

漏斗部や肺動脈主幹部，末梢肺動脈狭窄の程度によっ

ては，逆に肺血流量減少やR・L　shunt，　anoxic　spellを

起こす症例5）1°）や，幼児期を呼吸器障害無く乗り切り，

経時的にファロー四徴症の血行動態に近づく症例12）も

みられる．本症例の場合も，乳児期早期は無症状で経

過したものの，高度な量負荷による経時的な肺動脈拡

張の進行，持続的な圧迫による気管・気管支自体の変

化などにより，後期に入り，呼吸器症状がみられるよ

うになったものと推察される．

　以上のように，肺動脈弁欠損を合併したファロー四

徴症の予後については，右室流出路もしくは肺動脈主

幹部，末梢肺動脈の狭窄の程度，拡張した肺動脈によ

る気管支圧迫の程度や，それに伴う呼吸器症状等の複

雑な要因が関与し，長期にわたり無症状に経過するも

のから早期に死亡するものまで様々である．それ故に，

手術時期，術式については定まったものはない．弁移

植，肺動脈への直接的処置の是否についても議論があ

るが，呼吸器症状の進行した例では根治術にて血行動

態が改善されたにも拘らず，呼吸器症状の改善されな

い症例もみられる．このため，早期より呼吸器症状を

呈するものでは，圧迫による気管・気管支の不可逆的

な変化の進行を防ぐべく，早期の積極的な根治術に加

え，弁移植，拡張した肺動脈に対する直接的処置が勧

められている’2）】6｝．本症例においても，術式を決定する

際に，肺動脈弁植え込みを行うか否かが問題であった．

弁の植え込みに関しては，McGoonら11）によれば，一

側肺動脈欠損を合併したものについても弁移植は積極

的に行うべきであるとする一方で，植え込みを行わな

くても長期予後に関しては，通常のファロー四徴症の

術後成績と有意差はないとする報告もあり’°），かつ弁

移植となった場合には患児の成長に伴い，再弁移植を

余儀なくされるため，一弁付きpatchによる逆流減少

効果を期待して，右室流出路再建術を施行した．

　また，Poolら12）は，一側肺動脈欠損（UAPA：unilat一
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eral　absence　of　a　pulmonary　artery）の病型と肺動

脈高血圧に関して報告しているが，心内奇形を合併し

ないUAPAでは19％に肺動脈高血圧の進行がみられ

るのに対して，心内奇形を伴うものでは88％にみられ

るとされ，ファロー四徴症合併例においては，心内修

復術後には右室からの量負荷が一側の肺動脈にかかる

ため，肺動脈高血圧の増悪のみられることもあり，術

後の問題点として指摘している．また，右室一回拍出

量がすべて一側肺を通過することになり，肺の末梢血

管抵抗の評価も困難であるとされている．本症例につ

いても結果的には，Poolらの指摘しているとおり，術

後に末梢肺動脈圧は上昇し，肺動脈弁逆流による右心

不全を残した．これは，心室中隔欠損のpatch閉鎖に

伴い，心室での右一左短絡が無くなり，肺動脈への前

負荷が増大したことと，成長に伴い末梢肺動脈狭窄が

徐々に解除されつつあること，さらには頻回の喘息発

作や呼吸器感染に伴う肺コンプライアンスの低下等に

よるものではないかと推察される．今後肺動脈高血圧

の進行が憂慮され，肺動脈弁植え込みも考慮しなくて

はならないと考えている．

　　　　　　　　　　　結　　語

　肺動脈弁欠損，左肺動脈閉鎖，末梢肺動脈狭窄を合

併したファロー四徴症に対し，心内修復術を施行した

症例を経験したので，その臨症的特徴，術後経過等に

つき報告した．
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ACase　of　Tetralogy　of　Fallot　with　Absent　Pulmonary　Valve，

　　　　　　　　Peripheral　Pulmonary　Arterial　Stenosis　and

　　　　　　　　　　　　Atresia　of　Left　Pulmonary　Artery

Yukiko　Genma，　Shunichi　Ogawa，　Ryuji　Fukazawa，　Takashi　Ohkubo，　Kunio　Yuge，

　　　　　　　　　Yoshiaki　Hino，　Osamu　Jimbo，　Yuichi　Nagai，　Riku　Hayashi，

　　　　　　　　　　　　　Mitsuhiro　Kamisago，　Takashi　Seki，　Jiakun　Zhang，

　　　　　　　　　　　　　　　　　Junichi　Ninomiya1）and　Masao　Yamamoto

　　　　　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Nippon　Medical　School

　　　　　　　　　I）Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Nippon　Medical　School

　　　We　experienced　Tetralogy　of　Fallot　with　absent　pulmonary　valve，　atresia　of　left　pulmonary

artery　and　peripheral　pulmonary　arterial　stenosis．　Tetralogy　of　Fallot　with　absent　pulmonary

valve　is　commonly　recognized　a　rare　case．　Especially，　a　case　with　atresia　of　pulmonary　arterial

branch　and　peripheral　pulmonary　arterial　stenosis　is　very　rare．　In　case　of　this　disease　without　or

mild　stenosis　of　right　ventricular　outflow　tract，　massively　dilated　pulmonary　arteries　result　in

severe　pulmonary　problems　and　are　largely　responsible　for　the　poor　prognosis．　As　this　patient　has

had　peripheral　arterial　pulmonary　stenosis　in　spite　of　having　ollly　a　mild　stenosis　of　right

ventricular　outflow　tract，　pulmonary　arterial　pressure　of　distal　porti（）n　of　right　pulmonary　artery

was　normal．　Then，　this　patient　had　almost　free　from　pulmonary　problems　by　10　months　old．

　　　　Patch　closure　of　ventricular　defect　and　reconstruction　of　right　ventricular　outflow　tract　with

one　artificial　leaflet　of　pulmonary　valve　were　performed　at　3　years　old．　Right　pulmonary　arterial

pressure　has　been　increased　after　operation，　we　have　been　rnuch　concerned　about　r】ecessity　of

reoperation　with　replacelnent　of　pulnユonary　prosthetic　valve．
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