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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　右側大動脈弓を伴う大動脈縮窄症の3例を経験した．症例1は日齢0日の男児で，右側大動脈弓から

の分枝は近位側より左腕頭動脈，右総頸動脈，右鎖骨下動脈で，その遠位側に大動脈縮窄が存在した．

症例2は生後14日の男児で，分枝の形態は症例1と同様であった．症例1，2ともに肺動脈，PDA，下

行大動脈へ連続するpulmonary－ductus－descending　aorta　trunk（PDDT）を有していた．手術は右鎖骨

下動脈によるsubclavian　flap　aortoplasty（SFA）を施行した．症例3は生後6日目の女児で，右側大

動脈弓からの分枝は近位側より左総頸動脈，右総頸動脈，右鎖骨下動脈で，右総頸動脈と右鎖骨下動脈

の間に大動脈縮窄が存在した．また主肺動脈より動脈管，左側下行大動脈が連続し（PDDT），右側下行

大動脈に合流していた．左鎖骨下動脈は左側下行大動脈より起始していた．手術は右鎖骨下動脈による

SFA（reversed）を施行した．右側大動脈弓を伴う大動脈縮窄症は極めてまれな疾患で文献的考察を加

えて報告した．

　　　　　　　　　　はじめに

　右側大動脈弓に伴う大動脈縮窄症はまれな疾患で，

われわれの調べ得た範囲では文献的報告は14例のみで

ある．今回本症の3例に対し手術を施行したので文献

的考察を加えて報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例1：日齢0日，男児．

　家族歴：特記すべきことなし．

　妊娠・分娩歴：妊娠中特記すべきことなし．35週，

2，798gにて出生．

　経過：他院にて出生．生直後よりチアノーゼを認め，

心エコーにて単心室（左室型），大血管転位症，右側大

動脈弓，大動脈縮窄症，動脈管開存症を疑われ当院へ

紹介となった．当院で廃骨動脈からの逆行【生大動脈造

影で右側大動脈弓，大動脈縮窄症と診断された（図1）．
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大動脈弓からの分枝は近位側より左腕頭動脈，右総頸

動脈，右鎖骨下動脈で，その遠位側に大動脈縮窄が存

在した．手術は右開胸で右鎖骨下動脈によるSFAを

施行し，肺動脈絞拒術を追加した．その後上下肢の血

圧差が出現してきたため，右総頸動脈によるcarotid

flap　aortoplastyを追加した．2歳6カ月時，大血管転

位症（II群）に対する根治手術を施行したが，術中所

見にてDILVと判明したため，　ASD　creation，両方向

性Glenn吻合，左肺動脈パッチ拡大術を施行した．術

後肺動脈内に血栓形成を認めたため再手術を施行した

が全身状態悪化し死亡した．

　症例2：生後14口目，男児．

　家族歴：兄がVSD．

　妊娠・分娩歴：母親にITPを合併．38週，2，764gに

て出生．

　経過：他院にて出生．生直後よりチアノーゼを認め，

当院に紹介．心エコーにて右側大動脈弓，大動脈縮窄

症，動脈管開存症，右胸心，単心室（右室型）が疑わ

れた．また血液検査より無脾症候群と診断された．梼
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図1　症例1）左僥骨動脈造影により右側大動脈弓，大

　動脈縮窄症を認める．
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図2　症例2）左僥骨動脈造影により右側大動脈弓，大

動脈縮窄症を認める．

骨動脈からの逆行性大動脈造影で右側大動脈弓，大動

脈縮窄症と診断された（図2）．大動脈弓からの分枝は

近位側より左腕頭動脈，右総頸動脈，右鎖骨下動脈で，

その遠位側に大動脈縮窄が存在した．手術は右開胸で

右鎖骨下動脈によるSFAを施行し，肺動脈絞拒術を

追加した．術後6カ月で心臓カテーテル検査を施行し

縮窄解除部位の圧較差が47mmHgであったため，バ

ルーン拡大術を施行し6mmHgに改善した．現在外来

59－（59）
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図3　症例3）右室造影にて動脈管から左側下行大動

　脈，左鎖骨下動脈が認められる．

にて経過観察中である．

　症例3：生後6日目，女児．

　家族歴：特記すべきことなし．

　妊娠・分娩歴：妊娠中特記すべきことなし．40週，

3，192gにて正常分娩．

　経過：日齢2Hに心雑音を指摘，心エコーにて大動

脈弓離断症を疑われ近医より紹介入院となった．心エ

コーにて右側大動脈弓，右鎖骨下動脈起始部の遠位側

に大動脈縮窄を認めた．下行大動脈は両側に存在し，

左側は主肺動脈より動脈管，下行大動脈へと連続して

いた（PDDT）．右室造影では主肺動脈，動脈管から左

側下行大動脈および左鎖骨下動脈が造影された（図

3）．左室造影では右側大動脈弓を認め，近位側より左

総頸動脈，右総頸動脈，右鎖骨下動脈が分枝し，右総

頸動脈と右鎖骨下動脈の問に大動脈縮窄が存在した

（図4）．手術は右開胸で右鎖骨下動脈により逆方向性

のSFAを施行した．術後2カ月で心臓カテーテル検

査を施行し縮窄解除部位の圧較差が79mmHgであっ

たため，バルーン拡大術を施行し9mmHgに改善した．

術後染色体検査によりCATCH22と診断された．現在

外来にて経過観察中である．

　　　　　　　　　　考　　察

　正常の発生においては大動脈弓は左第4大動脈弓と

左背側大動脈とが連なって形成される．右第4大動脈

弓は右鎖骨下動脈の一部となり，それより遠位側の右

背側大動脈は消失する．これに対して右側大動脈弓の

発生には右第4大動脈弓あるいは右背側大動脈が開与

する1）．Felsonら2｝は右側大動脈弓を発生の過程により
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図4　症例3）左室造影正面にて右側大動脈弓，側面に

　て右総頸動脈と右鎖骨下動脈との間に大動脈縮窄が

　認められる．

2種類の形態に分類している．すなわちType　Iは左

第7節間動脈（鎖骨ド動脈）から下行大動脈までの消

失で，形態的には正常大動脈弓の鏡面像である．Type

IIは左第4大動脈弓の消失で，左鎖骨下動脈は大動脈

弓の最終分枝として起始し，食道の後方を走行する．

われわれの症例1，2はType　Iに，症例3ではType

IIにそれぞれ分類されるが，特に症例3は肺動脈より

動脈管を介して連続する左下行大動脈の残存が見られ

たことから，その発生には左第4大動脈弓の消失と動

脈管から遠位側の残存が原因で生じた極めてまれな形

態と考えられる（図5）．

　右側大動脈弓に伴った大動脈縮窄症は文献的には自

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第1号
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＼食道．気管

　　　　rt．CCA
　　CoA
rt．SCA

正常

　　　PDA

“ぴ一

　　　　　　　　　　　　　本症例

図5　症例3のシェーマ（参考文献1）より引用）

験例を含め17例報告されている（表1）2）｛13）．Felsonの

分類によればType　Iが5例，　Type　IIが12例と後者に

多く見られた．

　臨床症状は大動脈縮窄に起因する上下肢の血圧差や

頭痛等が多く，心内奇形を合併するとこれに伴った症

状が見られる．何らかの心内奇形を有するものは8例

で心室中隔欠損症，大血管転位症などであった．大動

脈縮窄の位置はType　Iでは右鎖骨下動脈の遠位側に

最も多く，1例で右鎖骨下動脈の起始部に見られてい

る．Type　IIでは右鎖骨下動脈と左鎖骨下動脈の問に

圧倒的に多く，1例で右総頸動脈，左右鎖骨下動脈の

3分枝分岐部にまたがった例が見られた13）．1例に縮

窄部の遠位側に瘤の合併が見られた8）．

　大動脈縮窄症に対する手術は14例に施行されてい

た．術式は新生児，乳児に対してはSFA，成人例に対

しては端々吻合4）5），人工血管置換術8）11｝，パッチ拡

大6）7）13），上行一下行大動脈バイパス術12｝または下行

　下行大動脈バイパス術1°）が施行されている．アプ

ローチは左開胸が2例見られたが6），右開胸が一般的

と思われる．成人例では人工物の使用は問題なく，人

工血管置換またはバイパスによる十分な解除がなされ
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表1　右側大動脈弓に伴った大動脈縮窄症に対する報告例

症例 報告者（報告年） 年齢・性別 形　　態 CoA部位 合併心奇形 手　　術

1 Felson（1963） child Type　II
rt．　inn　Aと1t．　CCA，

1tSCAの間
なし ？

2 Stewart（1964） 16M Type　II rt．　SCAとlt．　SCAの間 なし ？

3 Grossman（］969） 14F Type　II rt．　SCAとlt．　SCAの間 なし なし

4 Price（1974） 13F Type　I rt．　SCAの遠位側 AS（Turner症候群） 端々吻合

5 Zelikovsky（1974） 8M Type　I rt．　SCAの起始部 dextrocardia 端々吻合

6 Honey（1975） 13M Type　II rt．　SCAとlt．　SCAの間
大動脈二尖弁LCA異常

バッチ拡大

7 Honey（1975） 1y10mM Type　II rt．　SCAとlt．　SCAの間 VSD 1t．　SCAフラップ

8 Byrum（1981） 6dM Type　II rt．　SCAと1t．　SCAの間 TGA パッチ拡大

9 小野（1982） 15M Type　II（瘤合併） rt．　SCAとlt．　SCAの問 なし 人工血管置換術

10 Edclman（1983） 28F Type　I rt．　SCAの遠位側 なし rt．　SCA－Aoバイパス

11 勝村（1983） 33M Type　II rt．　SCAと1t．　SCAの間 なし dAo－dAoバイパス

12 杉（1988） 23F Type　II rt．　SCAとlt．　SCAの間 なし 人工血管置換術

13 上山（1992） 2］M Type　II rt．　SCAとlt，　SCAの間 なし aAo－dAoバイパス

14 Monero－Cabra1（1994） ly3mF Type　II
rt．　CCA，　rt．　SCA，

1t．　SCAの起始部
VSD　SAS

大動脈二尖弁
パッチ拡大

15 自験例（1997） OdM Type　I（PDDT） rt．　SCAの遠位側 DILV　TGA rt．　SCAフラツプ

16 自験例（1997） 14dM Type　I（PDDT） rt．　SCAの遠位側 SV　dextrocardia rt．　SCAフラツプ

17 自験例（1997） 6dF Type　II
（両側下行動脈）

rt．　SCAとrt．　SCAの間 なし rt．　SCAフラツプ

inn　A：innominate　artery，　SCA：subclavian　artery，　CCA：common　carotid　artery，　VSD：ventricular　septal　defect，　AS：aortic

stenosis，　SAS：subaortic　stenosis，　TGA：transposition　of　great　arteries，　SV：sirlgle　ventricle，　LCA：left　coronary　artery，

PDDT：pulmonary・ductus－descending　aorta　trunk，　aAo：ascending　aorta、　dAo：descending　aorta

ているが，われわれの症例はすべて新生児であり，症

例3の逆方向性を含めSFAが妥当であったと考えら

れる．症例1では術直後の急性期に右総頸動脈による

carotid　flap　aortoplastyを追加し，症例2，3では遠

隔期の再狭窄に対しバルーン拡大術を施行するなど，

本術式には術後の注意深いfollow　upが必要である．
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Moreno－Cabral　RJ，　Maki　HS：Coarctation　of

aorta　with　right－sided　arch：Surgical　correction

through　right　thoracotomy．　J　Thorac　Car－

diovasc　Surg　1994；IO8：587－588

Three　Cases　of　Coarctation　of　the　Aorta　with　Right　Aortic　Arch

Nozomu　Sasahashi，　Fumitaka　Ando，　Fumio　Okamoto，　Hisanori　Sakazaki＊，

　　　　　　　　　　　　　Tsugutoshi　Suzuki＊and　Seiichirou　Makino＊

　Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Departrnent　of　Pediatric　Cardiology＊，

　　　　　　　　　　　　　　　　Hyogo　Kenriktsu　Amagasaki　Hospital

　　　Three　new　born　cases　of　coarctation　of　the　aorta　with　right　aortic　arch　were　described．　Two

of　them　had　mirror　image　branching　from　the　right　aortic　arch　associated　with　cyanostic　heart

disease．　Coarctat｛on　of　the　aorta　existing　distal　to　the　right　subclavian　artery　was　repaired　with

subclavian　flap　angioplasty（SFA）．　In　case　3　the　arch　gave　rise　in　order　of　the　left　common

carotid，　right　common　carotid，　and　right　subclavian　arteries．　Coarctation　of　the　aorta　was　found

between　the　right　common　carotid　and　right　subclavian　arteries．　The　pulmonary　trunk　continued

to　the　left　descending　aorta　from　which　arose　the　left　subclavian　artery．　The　coarctation　was

repaired　by　reversed　SFA．　Fourteen　reported　cases　with　this　anomaly　are　reviewed．
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