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失神を繰り返した左冠動脈起始異常による心筋梗塞の1男児例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　失神を繰り返した左冠動脈起始異常による心筋梗塞の1男児例を経験し，救命する事ができた．左冠

動脈は右冠動脈洞から起始し大動脈と肺動脈に挟まれるタイプで，確定診断には選択的冠動脈造影が必

要であった．左冠動脈右冠動脈洞起始は繰り返す失神および突然死の原因として重要と考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　冠動脈起始異常は稀な先天性心奇形であり，全先天

性心疾患中0．25～0．5％である1）．

　本症の多くは無症状に経過し冠動脈造影検査の際に

偶然発見されたり，突然死後の剖検で発見されてい

た2〕．しかし，近年選択的冠動脈造影法の普及および

種々の検査技術の進歩により，若年者の運動時や運動

直後の突然死や心筋梗塞が多く報告され，冠動脈起始

異常との関連性が示唆されてきた2）3）．今回我々は冠動

脈起始異常の中で，臨床的に問題となる左冠動脈右冠

動脈洞起始の症例を経験したので，冠動脈奇形に関し

て若干の文献的考察を加え報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　患者：14歳，男児．

　主訴：失神，ショック．

　家族歴：特記すべきことなし．

　既往歴：10歳時と11歳時に，体育の授業中に長距離

走の後に失神した．いずれも10分程で自然回復してい

た．13歳時，部活動での長距離走の後に失神し，近医

に搬送され一過性のGOT，　LDH高値，　V、～V6の軽度

ST低下を指摘された．運動負荷心筋シンチを含む

種々の検査では明らかな異常は認められず，運動負荷
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テストでも失神は出現しなかった．なお，心臓カテー

テル検査，冠動脈造影は施行されなかった．以後，高

度の運動を禁止して経過観察されていた．

　現病歴：平成7年8月31日（14歳時），部活動終了後

に家まで走った際に失神した．失神直後は脈拍を触知

せず意識レベルは低下していた．近医へ搬送された後，

心電図（図2）から急性心筋梗塞を疑われて当科へ転

院した．搬送に際し酸素マスクと強心剤点滴静注が開

始され，搬送の途中で意識は清明となり脈拍の触知も

可能となった．心臓マッサージは受けていない．

　入院時現症：身長152cm，体重34kg，血圧85／60

mmHg，脈拍150／分，肺野にcoarse　cracklesを聴取

した．心雑音は聴取せず，肝脾は触知せず，浮腫は認

めなかった．

　入院時検査所見：血液検査（表1）；入院時，白血球

数は14，000／μ1と軽度増加を示し，生化学検査では

GOT　1441U／1，　LDH　7651U〃，　CK　1，3501U〃，　CKMB

1501U／1（11％）と逸脱酵素が上昇していた．　room　air

での動脈血ガス分析ではPO，40．OmmHgと低酸素血

症を呈していた．血清総コレステロールは165mg／dl

で高脂血症は認めなかった．

　胸部X線写真（図1）；心胸郭比50％で心拡大はな

かったが，両側」二肺野にcongestion，右中葉にhair

lineを認め，急性左心不全による肺うっ血が考えられ

た．

　心電図（図2）；失神2時間後の心電図では，II，　III，
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　　　　　　　　　　　　　図1　胸部X線写真
a）入院時；心胸郭比50％，両側上肺野に肺うっ血，右中葉にhair　lineを認めた．　b）

退院時；心胸郭比38％，肺うっ血は改善した．

表1　入院時検査所見

動脈血ガス分析 検血一般 血清および生化学的検査

pH　　　　　　7．32 WBC　　　14，000／μ1 CRP　　　　　　　　O．1mg／dl

PCO2　　　　　　34　mmHg RBC　　　433×104／μ1 CK　　　　　　　1，3501U〃

PO2　　　　　　　40　mmHg Ilb　　　　　　　　　　12．Og／dl CKMB　　　　1501U／／

HCO－3　　　　　18mlno1／／ Ht　　　　　36、0％ GOT　　　　　　　1441U〃

SaO2　　　　　　71％ Plt　　　27．0×104／μ1 GPT　　　　　　　　361U〃

BE　　　　　　－7．Ommol〃 LDH　　　　　　　7651U／／

T－chol　　　　　l65　mg／d】

TG　　　　　　　23　mg／d1
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　　　　　図2　失神2時間後の心電図
II，　III，　aVl、，　V、～V，でST低下とV、～V、のQ波の

出現を認める．

aVF，及びV2～V6にST低下を，　V2～V6にQ波を認

め，左室の広範囲な虚血が考えられた．当科転院時（発

症5時間後）の心電図では（図3）ST変化は既に回復

していた．

　超音波断層心エコー図；左室前壁から側壁にかけて

壁運動が著しく低下していた．冠動脈特に起始部には

明らかな異常を認めなかった．左室拡張末期径は49

mm，左室拡張末期容積は114ml（Pombo法）と拡張し，

駆出率は37％と低下していた．また軽度の僧幌弁逆流

を認めた．

　治療経過：入院時にはすでにSTが正常レベルであ

り，この時点で冠動脈の機能的狭窄はないと考え，選

択的血栓溶解療法やバルーンによる経皮的冠動脈拡張

術の適応はないと判断した．左心不全に対して，強心

剤と利尿剤の投与と上体挙上，酸素投与を施行した．

CKは12時間後の3，5111U／1をピークに低下した．心

エコー図で心機能を評価しながら，薬物および酸素を

減量し第13病日にすべて中止できた．

　入院後検査経過：1）心電図（胸部誘導）の変化（図
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　　　　　　　　　　　　　図3　心電図の変化

2時間後；V、～V，のST低下とV、～V，のQ波の出現を認めた．

5時間後；V，～V、のST変化は既に回復していた．

48時間後；V，～V、にQS　patternを認める．

14日後；Q波は消失したが，V2～V、で冠性Tを認めた．　R波の減高は持続した．

1カ月後lR波は正常化し，明らかな異常Q波は認めなかった．V5、6のT波はやや低

いが正常範囲．

3）；1年前の心電図ではST変化やQ波は認められ

ず，QTcは0．45であった．発症後48時間では，　V1～V，

でQSパターンを呈しており中隔梗塞も疑われた．14

日後にはQ波は消失したがV，～V6で冠性T波が出

現した．その後の経過でST－Tは正常化した．

　2）心エコー図による左室壁運動（駆出率，左室拡張

末期容積）の変化（図4）；壁運動も経過に伴い正常化

し，駆出率は徐々に回復した．左室拡張末期容積は増

加し，発症後48時間で最大となり，その後緩やかに改

善した．

　3）心臓カテーテル検査及び心血管造影；全身状態

が改善し，心エコー図上で左室駆出率が正常範囲まで

回復した後に，冠動脈の器質的な原因を検索する目的

で，第14病日に心臓カテーテル検査を施行した．圧デー

タには異常は認めなかった．2方向シネアンギオから

求めた左室拡張末期容積は，101ml（85％of　Normal），

駆出率は62％で正常範囲であった．冠動脈造影では，

通常の左ジャドキンスカテーテルは左冠動脈への挿入

は困難で，左冠動脈洞造影では左冠動脈は造影されな

かった．右ジャドキンスカテーテルで右冠動脈洞から

起始する左冠動脈に挿入できた（図5）．左冠動脈は肺

動脈と大動脈の間を走行し，両側から圧排されている

所見を認めた（肺動脈の位置を明瞭にするために，ス

ワンガンツカテーテルを肺動脈内に挿入している．）

　4）心筋シンチ；第12病日と第43病日にジピリダ

モール負荷タリウム心筋シンチを施行した．いずれも

明らかな灌流欠損は認めなかった．すでに血流の分布

は回復していた．

　　　　　　　　　　考　　察

　小児期におこる心筋梗塞，心筋虚血の原因としては，

①川崎病後の冠動脈障害，②冠動脈起始異常，③家族

性高脂血症などがある4）．先天性冠動脈起始異常は，他
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　　　　　　　　　図4　心エコー図による左室壁運動の推移

　　　　　　　　　　　（駆出率，左室拡張未期容積）

EF；ejection　fraction，　LVEDV；left　ventricular　end－diastolic　volume
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　　　図5　選択的冠動脈造影（左前60°像）

左冠動脈は肺動脈と大動脈の間を走行し圧排されてい

る．（肺動脈内にスワンガンツカテーテルが留置されて

いる）

RJK；right　Judkins　catheter，　LMT；left　main

trunk，　LCX；left　circumflex，　LAD；left　anterior

descending，　SG；Swan－Ganz’s　catheter

の先天性心疾患との合併頻度が高い．特にファロー四

徴や大血管転位との合併頻度が高く，ファロー四徴に

おける冠動脈起始異常の合併頻度は2～9％と報告さ

れている3｝．Kimbirisらによると，先天性心疾患を合併

していない症例の選択的冠動脈造影では，0．64％に認

められたとある1）．冠動脈起始異常は大別して，A．冠

動脈孔の数の異常と，B．冠動脈孔の位置の異常があ

る5｝．さらに左冠動脈右冠動脈洞起始は左冠動脈の初

期走行により4つに分類される6）．この中の，interar－

terial　courseは，左冠動脈が右冠動脈洞から起始し，

大動脈と肺動脈の間を通るタイプで，はさまれた冠動

脈がリボン状に変形する．本症例はこのタイプと診断

した．心拍出量の増加や大動脈圧や肺動脈圧の上昇に

際し，2本の大血管からの圧迫が増強すると，冠血流

に障害をきたすことがあり，突然死の危険性が高

い2）7）”’9）．左冠動脈起始部が大動脈壁に対し鋭角で，左

後方に走行するので（図6・（i）），冠動脈孔が運動時に

は狭小化さらには完全閉塞に陥ることも考えられる

（図6－（ii））9）．　interarterial　course以外では血流障害

をきたすことはなく臨床的意義は少ない．

　左冠動脈起始異常は冠動脈奇形の1～3％にすぎな

い7）．そのなかなでinterarterial　courseは思春期から

青年期にかけての運動中や運動後の突然死，心筋梗塞

の原因として重要である5）．臨床的には突然死に至ら

ない症例でも運動後に胸痛や失神，不整脈を繰り返す

ことが特徴である2）1°）1’）．本疾患は冠動脈造影，心筋シ
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図6　冠動脈孔の狭小化の機序（文献9より引用）

左冠動脈起始部が大動脈壁に対し左後方に鋭角に分岐

するので，運動時には大動脈の拡張により開口部は狭

小化さらには完全閉塞となる．

LCor；1eft　main　coronary　artery．

ンチあるいは剖検で診断されるが，特に冠動脈造影時

にカテーテルが通常の位置では冠動脈内に挿入できな

いことから疑い，大動脈基部からの造影で確かめられ

ることが多い2）．近年では経食道心エコー法で異常冠

動脈の正確な起始部位，分枝形態，大血管との相対的

位置関係を明らかにすることもある8｝．また，心筋の虚

血状態の評価だけでなく，冠動脈の起始，走行異常の

描出にElectron　Beam　CTやMR　angiographyが注

目されている12）～14）．

　また，冠動脈が大動脈と肺動脈に挟まれるタイプで

は，突然死や心筋梗塞に陥らない場合でも動脈硬化を

起こしやすいといわれている2）’1）．これは，慢性的に外

部から圧力がかかることにより，血管内腔の保持が不

安定となり，血流の乱れと血管内皮の損傷を生じやす

いためと考えられている11）．

　McCarthyら15）は6施設のmulticenter　studyにお

いて，1，050症例の急性心筋梗塞症例のうち1．9％が誤

診されたと報告している．誤診された症例にはST上

昇を伴わない症例が含まれる．左回旋枝1枝病変や軽

度虚血症例に多いが，約1／3に3枝病変もしくは左冠動

脈主幹部病変があり，本症例のように広範囲のST低

下で発症することがある．これらの症例はST上昇か

ら診断される心筋梗塞における偽陰1生症例と考えられ

る．

　急性期の心電図では異常Q波があっても慢性期に

心電図が正常化することがある16）．異常Q波を認めた

心筋梗塞のうち5．6％で心電図が正常化し17），6．7％で

Q波が消失したという〕8）．また心筋梗塞巣が心内膜下

に限局し，異常Q波を形成しない心筋梗塞はこれまで

心内膜下梗塞と呼ばれることが多かった19）．しかし，貫

壁性梗塞であってもQ波を生じないこともあり，また

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第5号

貫壁性でなくても壁厚の1／3以上の梗塞ではQ波を生

じることもあるため，最近では非Q波心筋梗塞という

ことが一般的である19）．非Q波心筋梗塞の診断には，

異常Q波以外のST－T変化（ST低下，陰1生T波）を

参考にするが，血液生化学検査で心筋壊死の証明が不

可欠である19）．

　本症例では，2時間後の心電図変化で，すでにST低

下しており，虚血部位の特定はできないが広い範囲の

心筋虚血が考えられ，5時間後にはSTは改善し虚血

の状態からは脱している．48時間後にはV、～V3でQS

パターンを示し，中隔および前壁の心筋梗塞を疑った．

心エコー図では左室の中隔，前壁，側壁に広範囲な壁

運動低下を認めた．本症例では心筋シンチ上，梗塞巣

が検出されず，心電図変化でも急速にQ波が消失し冠

性T波を呈していたが，CKの高値（ピーク値3，511

1U／／）や逸脱酵素の変化から総合的に心筋梗塞と診断

した．

　壊死に陥らない短時間の虚血状態に再灌流がおき，

一一 時低下していた収縮能が慢性期に回復するものを

stulmed　myocardiuinといい16），それと関連付けて，

虚血に際して心筋が電気的に不活性となったため異常

Q波を呈した過渡的な病態をelectrical　stunningとい

う16｝．14日目の心電図でQ波が消失し，心エコー図で

心機能が改善しており，いわゆるelectrical　stunning

の特徴を示していると考えられる．したがってstun－

ned　myocardiumの状態がかなりの範囲で存在したこ

とが推定できる．

　治療法としては，冠動脈の血流を維持する目的で，

左前下降枝と左回旋枝へのbypass術や新たに左冠動

脈洞に開口させる冠動脈孔変更術，狭小化した冠動脈

のunroofing術などが試みられている9）2〔））．最近では，

異常冠動脈に生じた狭窄部に対する経皮的冠動脈形成

術も施行されている2’）22）．本症例では，心筋梗塞による

心原性ショックから救命する事ができ，心筋も再灌流

により回復することができた．しかし，排便時の力み

でも心電図モニタ上でST変化を認めることがあっ

た．次の心筋梗塞に対する予防としての手術を検討し

ている．運動は全面的に禁止し慎重な管理の下で手術

を期待している．

　　　　　　　　　　結　　語

　1．失神を繰り返した左冠動脈起始異常による心筋

梗塞の1例を救命することができた．

　2．逸脱酵素，心電図の経時的変化，および心エコー

図の壁運動の変化から，stunned　myocardiumと心筋
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梗塞とが混在したと診断した．

　　3．左冠動脈右冠動脈洞起始は繰り返す失神および

突然死の原因として重要と考えられた．
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Anomalous　Left　Coronary　Origin　from　the　Right　Sinus　of　Valsalva

Sachie　Matsuzawa1），　Seiichi　Satol），　Keisuke　Nagasaki1），　Takashi　Sato1｝，

　　　　　Toru　Hirokawa1），　Kikuhiro　Takeuchii），　Makoto　Uchiyamaユ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Shinya　Tsukano2）

　　　　1）Department　of　Pediatrics，　Niigata　University　School　of　Medicine

　　　　　　　2｝Department　of　Pediatrics，　National　Cardiovascular　Center

　　　We　report　a　14－year－old　boy　who　had　an　anomalous　origin　of　the　left　coronary　artery（LCA）

from　the　right　sinus　of　Valsalva．　He　had　several　episodes　of　syncopal　attack　following　exercise

for　four　years，　and　then　displayed　sudden　critical　shock．　Selective　coronary　angiography　revealed

aberrant　LCA　which　arose　from　the　right　sinus　of　Valslva　and　ran　between　the　aorta　and　the

pulmonary　artery．　His　sympton　seems　to　be　due　to　myocardial　ischemia　caused　by　compression

of　the　LCA　which　was　a　result　of　expansion　of　both　the　pulmonary　artery　and　the　aorta　during

exercise，　We　have　reviewed　the　likelihood　of　the　anomalous　origin　of　LCA　from　the　right　sinus

of　Valsalva　resulting　in　repeated　syncopal　attacks　or　even　sudden　death．
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