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大動脈弓離断症（A型）術後の遠位弓部狭窄に対して

上行大動脈一胸部下行大動脈バイパス術を

行った1例の遠隔期評価
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　13歳，男児である．大動脈弓離断症（A型）・心室中隔欠損症（VSD）に対し，37生日に大動脈弓再建

術（conduit　interposition）と肺動脈絞拒術を行った．　VSDは自然閉鎖したが，二期手術が遅れて肺動

脈絞拒部と大動脈弓再建部に狭窄を生じたため，7歳時の二期手術では体外循環下に上行・胸部下行大

動脈問のextra－anatomic　bypass（EAB）と肺動脈形成術を行った．　EAB術式は，胸骨正中切開だけで

大動脈弓部前後の圧較差を軽減することができ，同時に心内病変に対する手術も可能であり，遠隔成績

は良好と報告されている．しかし小児では，使用する人工血管径が不充分な場合，遠隔期にEAB前後の

圧較差を生じる可能性がある．自験例では12mmの人工血管を使用したが，二期手術から6年後にEAB

前後の圧較差を生じ，再度の大動脈弓再建術を必要とした．小児に対するEAB術式の問題点について文

献的に考察し，報告した．

　　　　　　　　　　はじめに

　大動脈弓離断症（以下IAA）A型及び心室中隔欠損

症（以下VSD）に対して，初回手術で大動脈弓再建術

と肺動脈絞拒術を行った．VSDは自然閉鎖したもの

の，遠隔期に上下肢問の圧較差と右室圧の上昇を来し

たため，上行大動脈一胸部下行大動脈間のextra－

anatoniic　bypass（以下EAB）と肺動脈形成術を行っ

た．しかし，更に遠隔期に再び上下肢間の圧較差が出

現し，再度の大動脈弓再建術を必要とした．本症例に

おけるEAB術式の問題点について考察する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：13歳，男児．

別刷請求先：（〒811－3207）福岡県宗像郡福間町大字上

　　　　　西郷341　1
　　　　　宗像水光会総合病院心臓血管外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　　攻

　主訴：頭痛．

　現病歴：12生日目にIAA（A型）及びVSDと診断

され，37生日目に左肋間開胸で人工血管（Gore－tex　6

mm）を用いた大動脈弓再建術（conduit　interposition）

と肺動脈絞拒術を受けた．術後1年でVSDは自然閉

鎖し再手術の時期と判断したが，家族の同意を得られ

ず経過観察を続けた．6歳時に心臓カテーテル検査を

行ったところ，右室での0、step　upはなく，左室造影

でもshunt　f10wを認めず，　VSDの閉鎖を確認した．

しかし，肺動脈絞拒部には132mmHgの，大動脈弓再建

部には50mmHgの圧較差を認めた（表1，図1）．7歳

時に家族の同意を得て再手術を行った．この時の身長

は129cm，体重は26kgで，上肢血圧が176／80mmHgに

対し下肢血圧が136／60mmHgであり，上下肢間の圧較

差は40mmHgであった．

　肺動脈絞拒部と大動脈弓再建部の二つの狭窄は，い
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表1　心臓カテーテル検査所見

部位 EABG術後
（1989／Dec／1）

EABG術後
（1990／Aug／31）

EABG術後遠隔期
（1996／Aug／29）

再々手術後
（1997／Mar／26

ヒ行大動脈 170／90（130） 150／100（120） 180／85（125） 160／72（124）

弓部大動脈 一
15⑪／100（120） 140／70

下行大動脈 ］20／80（102） MO／100（120） 110／80（95） 128／68（90）

初回人工101管 一
140／100（120）

一

左心室 170／EDP＝22 180／EDP＝18 　

主肺動脈 38／10（20） 55／18（32） 50／15（30） 一

右心室 170／12（50） llO／14（60） 50／10
一

右心房 （6） （12） （9）

身長（Cm） 119．O 128．7 175．3 175．5

体重（kg） 12．3 25．8 70．0 68．0
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図l　extra　anatomic　bypag．s術前の大動脈造影（左）及び右室造影（右）所見．

aAO：上行大動脈，　dAO：下行大動脈，　BCA：腕頭動脈，　LCCA：左総頸動脈，　LSA：

左鎖骨下動脈，graft：6mm人工血管，　MPA：主肺動脈，　RV：右心室，矢印：肺動脈

絞拒部

ずれも手術の適応であり，同時手術を行う方針とした．

肺動脈絞拒部狭窄に対しては，絞拒解除術だけでは狭

窄を改善させることは困難であり，胸骨正中切開での

肺動脈形成術が必要と考えた．また，大動脈弓再建部

狭窄に対しては，左肋間開胸での再建が望ましいが，

癒着している事も予想された．そこで胸骨正中切開の

みで手術視野が得られること，同一視野で肺動脈絞拒

部狭窄と大動脈弓再建部狭窄の両者に対する処置が可

能なこと，大動脈弓再建部における癒着剥離が不要な

こと，を満足する術式として，1983年にPowellらが報

告した術式1）（図2）に準じて手術を行うことに決定し

た．

　1990年7月30日に再手術を行った．まず胸骨正中切

開を行い，上行大動脈（径15mm）に送血管を挿入，右

心房に2本の脱血管を挿入して体外循環を開始した．

上行大動脈を遮断し，心筋保護液を注入して心停止と

したあと，心臓を頭側に挙上した．心臓後面で心膜を

切開し下行大動脈（径9mm）を露出し，サイドクラン

プをかけて人工血管（UB　graft　12mm）を端側吻合し

た．吻合後，サイドクランプと上行大動脈の遮断を解

除し，心拍動下に肺動脈をパッチ（UB　graft）で拡大

した．最後に上行大動脈にサイドクランプをかけて，

人工血管の中枢側を端側吻合した．大動脈遮断時間は

67分，体外循環時間は156分であった（図3）．

Presented by Medical*Online



562－（70）

図2　予定手術術式．文献Dより引用．
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　　　　　extra　anatomic　bypass術中所見．

RA：右心房，　EABG：extra　anatomic　bypass　graft

　術後の心臓カテーテル検査では，上行大動脈と下行

大動脈間の圧較差は10mmHgまで低下した（表1）．左

室造影検査では，上行大動脈からの血流はEAB　graft

と弓部の両方行へ向かい，EAB　graftからの血流も下

行大動脈へ流入した後で，中枢側と末梢側の両方行へ

向かうのが確認された（図4）．経過は良好で，9月2

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第4号

図4　extra　anatomic　bypass術後の左室造影所見．

　LV：左心室

口に退院した．

　しかし，経過観察中に徐々に上肢血圧が上昇し，1996

年春には収縮期圧が170rnmHgを越えた．さらに頭痛

を訴えるようになった．心臓カテーテル検査を行った

ところ，上行大動脈と下行大動脈の間に再び圧較差を

生じていた．再手術から6年が経過し，成長に伴って

大動脈弓再建部及びEAB　graftの相対的狭窄を生じ

たものと考えた．手術の適応と判断し，1996年11月28

日に入院した．

　現症：身長は175cm，体重は70kgであった．入院時，

右上肢血圧は200／80mmHgに対し左上肢血圧は130／

60minHgであり，左右差を認めた．両側の大腿動脈は

触知できず，下肢血圧は測定できなかった．その他の

身体所見に異常はなく，聴診では心雑音は聴取しな

かった．血液生化学検査は正常であった．

　心臓カテーテル検査：上行大動脈が180mmHgに対

し下行大動脈が110mmHgであり，圧較差は70mmHg

であった．右室と肺動脈間の圧較差は消失していた（表

1）．大動脈造影検査では，EAB　graftの血流は良好で

吻合部狭窄は認めなかった．しかし，上行大動脈から

弓部，下行大動脈へと向かう1頂行性の血流は，EAB

graftの血流に比べて低下していた（図5）．

　胸部CT検査（3DCT）：右後方から見た像を提示し

た．上行大動脈径は15mm，腕頭動脈径は10mmである

が，それより末梢側は細く，弓部径と初回手術の人工

血管径は6mm，それに続く下行大動脈径は9mmで
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図5　extra　anatomic　bypass術後遠隔期の大動脈造影所見．

あった（図6）．腕頭動脈より末梢の弓部及び左総頸動

脈，左鎖骨下動脈の発育が不良であり，上肢圧の左右

差を生じた原因と考えられた．

　以上の検査所見を踏まえ，1996年12月2日に手術を

行った．

　手術所見：左第3肋間で開胸した．癒着剥離は比較

的容易であった．充分に視野を確保したあと計測を

行ったところ，弓部径は10mm，左鎖骨下動脈径は4

mm，初回手術の人工血管径は6mm，それに続く下行

大動脈径は10mmであった．　EAB　graftは確認できな

かった．弓部と下行大動脈との直接吻合は困難と判断

した．弓部と下行大動脈径から考えると，使用できる

人工血管は最大径12mmまでと思われた．しかし，こ

のサイズでは圧較差をなくすのに不充分と判断し，初

回手術の人工血管（Gore－tex　6mm）は温存したまま，

弓部と下行大動脈間に人工血管（Hemashield　12mm）

を吻合した．

　術後経過：術後3週を経過した時点で，上肢血圧は

収縮期が200mmHgと高値であった．これは，圧受容体

のresetによりレニン活性が上昇しているためであ

り，まだ数カ月間は内服薬でのコントロールが必要と

思われた．しかし，術前に触知できなかった両側の大

腿動脈が触知可能となり，下行大動脈への血流は改善

したものと判断した．

　術後4カ月目に心臓カテーテル検査を行ったが，上

行大動脈圧が160mmHgに対して下行大動脈圧が128

　　　　　　　LC（二A　　　LSA

ご驚饗
　　　　　　　aAO

…
熟鵯1

　　　　　　　　　翼

図6　extra　anatomic　bypass術後遠隔期の3DCT所

　見．右やや後方から見た像である．

mmHgであり，圧較差は術前より改善していた（表

1）．大動脈造影検査では，初回手術の人工血管は，そ

の末梢側で閉塞していたが，新たな人工血管を介して

良好な順行性の血流が認められた（図7）．

　　　　　　　　　　考　　察

　IAAの外科治療にっいては，まだ一定した見解が得

られていない．心内修復を含めた一期的根治手術の優

位性を主張する報告2）～4）もあれば，二期的根治手術5）“v7）

を原則とするという報告もある．また，大動脈弓部の
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再々手術後の大動脈造影所見．初回手術の人工

血管（old　graft）の末梢側は閉塞した（矢印）．

再建術式も多岐にわたる5ト9）．われわれは二期的根治

手術を原則としており，大動脈弓部の再建術式につい

ては，Blalock－Park手術を第一選択とし，鎖骨下動脈

の径及び長さが不充分な症例では人工血管を用いてい

る1°）．本症例は，一期手術では大動脈弓部の再建に人工

血管を用い，同時に肺動脈絞拒術を行ったが，この時

の術式の選択としては，基本方針通りであり問題はな

かったと考えている．

　本症例における問題点は，二期手術までの期間が長

すぎたことにある．VSDは術後1年で自然閉鎖した．

この時に二期手術を行えば，肺動脈絞拒解除術だけの

比較的容易な術式で済んだことだろう．初回手術から

7年後に家族の同意を得たが，この時には肺動脈絞拒

部は絞拒解除術だけでは対処できない状態であり，肺

動脈形成術が必要と判断した．

　大動脈弓再建部については，Blalock－Park手術にし

ろ人工血管を用いるにしろ，術後遠隔期に上下肢間の

圧較差を生じたとする報告が散見される．和田らは，

IAA　5例のうち生存している2例（Blalock－Park手

術1例，人工血管1例）では，術後1年目ですでに30

ないしは40mmHgの圧較差を認め，経過観察中と述べ

ている6）．また大嶋らは，IAA　15例中6例にBlalock・

Park手術を行い，生存している4例のうち3例で30

mmHg以上の圧較差を認めており，うち2例ではパッ

チ拡大術が必要であったとしている．しかし，8mmの

人工血管を用いた症例では5例中生存している4例す

べて，有意な圧較差を認めておらず，二期手術におい

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第4号

ても再修復は不要であったとし，新生児期・乳児期早

期の大動脈弓部再建には8mmの人工血管で必要充分

であると述べている7）．本症例で用いた6mmの人工血

管は他の報告例に比べて細く，しかも7年間放置した

ため上下肢間の圧較差を生じたと考えられる．

　肺動脈絞拒部の132mmHgと大動脈弓部の50
mmHgという圧較差は，いずれも手術の適応であり，

同時手術を行う方針で術式を検討した．心内病変と遠

位弓部狭窄を合併する症例に対して，胸骨正中切開だ

けで一期的に手術を行う術式は，1980年にVi・

jayanagarら11）が，1983年にPowellら1）が報告してい

る．遠位弓部狭窄の原因はいずれも大動脈縮窄症であ

るが，血行動態的には本症例とほぼ同一である．Vi－

jayanagarらは，上行大動脈から左の肺門部を通し胸

部下行大動脈へ向かうバイパスを置いた．しかしこの

術式では，横隔神経や肺門部の血管を損傷する危険性

があり，再手術症例においては癒着剥離も必要になる．

Powellらはその欠点を補うため，上行大動脈から右房

前面を通し，心臓の横隔膜面から胸部下行大動脈へ向

かうバイパスを置いた．両者とも，術後に上下肢間の

圧較差は改善したと述べているが，彼等の症例は全例

成人であり，16ないしは18mmの太い人工血管を用い

ている．心内病変との同時手術ではないが，大動脈縮

窄症の再手術にEABを行ったとする報告もある．

Jacobら12）の症例は10歳から17歳までの小児である

が，14歳の2例に対して12mmと14mmの人工血管を

用い，若干の圧較差を残している．それ以外の症例は

16mm以上の人工血管を用いている．　Karolczakら13）

は1歳半の症例に14mmの人工血管を用いているが，

術後観察期間が2カ月と短く，さらに遠隔期での評価

が必要である（表2）．

　われわれは，二期手術に際してPowe］1らの術式を

選択したが，過去の報告例に比べ，12mmの人工血管

は細すぎたといえる．再手術直後は問題なかったが，

その後の6年間で成長に伴う大動脈弓再建部及び

EAB　graftの相対的狭窄を来した結果，再度上下肢間

の圧較差を生じた．

　今回，三度目の手術を前に行った大動脈造影検査で

は，EAB　graftの血流は良好であった．しかし，それ

は上行大動脈から弓部へ向かう順行性の血流がsteal

されていることを示す所見とも考えられる．幼少時期

における動脈系の発育は，血流量に依存する14）．本症例

では，3DCT検査でも術中所見でも，明らかに弓部か

ら胸部下行にかけて大動脈の発育が不良であった．
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表2　上行・下行大動脈間EAB術の報告例

報告者
（報告年）

症例／年齢／性
　　（歳）

診断名 合併手術
人工血管サイズ
　　（mm）

術後の上下肢圧較差
　　（mmH9）

R．Vijiayanagar
　　（1980）

①／30／男 CoA，　AR AVR 16 2

WR　Powell
　　（1983）

②／62／男

③／70／女

④／19／男

⑤／21／男

CoA，　AR

CoA，　AS

CoA，　AAE

CoA，　MR

AVR
AVR
AVR
MAP

18

18

工8

18
一

T．Jacob
　　（1988）

⑥／15／男

⑦／13／男

⑧／15／男

⑨／17／女

⑩／11／女

⑪／15／女

⑫／14／男

⑬／15／男

⑭／10／男

⑮／14／男

reCoA

reCoA

reCoA，　AS

reCoA

reCoA
reCoA，　AS，　MR，　TR

reCoA

reCoA

reCoA

reCoA

　　なし
　　なし

　　OAC
　　なし
　　なし
AVP，　MAP，TAP

　　なし
　　なし
　　なし
　　なし

24

16

20

16

16

18

12

18

18

14

11

8
0
0
0
0
1
0
⑪
0
6

M．A．　Karolczak
　　（1989）

⑯／L5／男

⑰／20／女

reCoA

reCoA

なし

なし

14

20

＿＊

一

一 ：圧較差の記載なし．経過は良好．　＊：症例⑯は術後2カ月での評価．

EAB　graftが効果的であったため，上行から弓部，下

行大動脈への血流が低下し，大動脈の発育を妨げてし

まった．その結果，三度目の手術で用いた人工血管径

も12mmに制限されてしまった．

　本術式は，心内病変との同時手術が可能であり，今

後も応用できる術式である．しかし成長過程にある小

児に対しては，その適応は慎重に検討すべきであり，

用いる人工血管も成人期に圧較差を生じない太さ　（16

mm以上）を選択すべきであると思われる．

　本症例は今でも上行・下行大動脈間に32mmHgの圧

較差が残存しており，さらに厳重な経過観察が必要と

考えている．

　　　　　　　　　　結　　論

　VSDを合併したA型IAAの一期手術後遠隔期に，

Powellらの報告に準じて上行大動脈一胸部下行大動

脈間のextra－anatomic　bypass術を行った．本術式は，

胸骨正中切開のみで大動脈弓部狭窄と心内病変に対し

て同時手術を行いうるという長所がある反面，成長過

程にある小児に対して用いると，大動脈の発育を妨げ，

再度の大動脈弓部再建術に際し使用する人工血管径が

制限される．16mm以上の人工血管が適用できない場

合には，小児に対する本術式の選択は慎重を期すべき

である．
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Three－Staged　Operation　in　A　Boy　with　Interrupted　Aortic　Arch

Ko　Tanakal｝＊，　Munetaka　Kumate1），　Hiroshi　Yasunaga1），　Aritomo　Egashira1），

Kageshige　Todo1），　Jun－ichi　Takagi2），　Teruhiro　Kawano2）and　Takemi　Kawara3）

　　　　　　　　　　　1）Division　of　Cardiovascular　Surgery，　St．　Mary’s　Hospital

　　　　　　　　　　　　　2）Division　of　Pediatric　Cardiology，　St．　Mary’s　Hospital

　　　　　　　　3）Department　of　Surgery，　Kurume　University　School　of　Medicine

　　　　＊Division　of　Cardiovascular　Surgery，　Munakata　Suikokai　General　I｛ospital

　　　　A37－day－old　boy　had　a　pulmonary　artery　banding　and　a　6　mm　Gore－tex　graft　bypass　for

ventricular　septal　defect（VSD）and　interrupted　aortic　arch，　One　year　later，　his　VSD　was

spontaneously　closed．　He　required　pulmonary　artery　reconstruction　for　pulmonic　stenosis　and

bypass　grafting　between　the　ascending　aorta　and　descending　thoracic　aorta　with　a　12　mm　UBE

graft　for　stenotic　aortic　arch　at　7　years　of　age．　He　had　recently　complained　of　headache　and　had

a70　mmHg　pressure　gradient　between　the　radial　artery　and　femoral　artery，　He　underwent　an

additional　bypass　grafting　between　the　aortic　arch　and　upper　descending　thoracic　aorta　with　a

12mm　Hemashield　graft　at　13　years　of　age．　Postoperative　pressure　gradient　decreased　to　32

mmHg，　and　his　complaints　disappeared．
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