
諸 言

肝部下大静脈欠損は，比較的稀な先天性奇形で，無

脾・多脾症候群に合併することが多いとされてい

る1）．

今回我々は，肝静脈系を側副血行路とする肝部下大

静脈欠損，右肺静脈閉鎖，肺動脈へ還流する腹部大動

脈起始性肺内異常動脈，先天性気管支閉鎖を同一個体

で認めた 1男児例を経験したので，若干の文献的考察

を加え報告する．

症 例

症例：11 歳の男児．

主訴：胸部X線写真の異常陰影．

家族歴：特記事項なし．

既往歴：6カ月時に急性肺炎．

現病歴：生後 6カ月時，発熱，咳嗽が出現し，近医

を受診した．胸部X線写真で右下肺野の異常陰影を指

摘され，急性肺炎として治療され，症状は改善した．

しかし異常陰影が消失しないため，当科を紹介され，

精査の目的で入院となった．気管支造影で右 S 6，

S 7，S 8 の閉塞が確認され，先天性気管支閉鎖と診断

された．以後易感染性が認められなかったため，年 1

回外来での追跡を受けていた．11 歳時の定期受診時

に，肺分画症を疑われ，精査目的で入院となった．

入院時現症：体格，中等度．栄養状態，良好．多呼

吸，頻脈，チアノーゼ，太鼓バチ指は認めず．胸郭，

呼吸音に左右差はなく，心雑音および II 音の亢進も認

めなかった．

入院時検査所見：末梢血液，生化学，血清検査，尿

検査，心電図は異常なかった．胸部X線写真で，右肺

血流の低下，右下肺野に consolidation 状の異常陰影を

認めた．心エコーで主要心区分は［S，D，N］で，右

肺動脈の血流に，“to-and-fro”パターンを認めた（図

1）．腹部エコーで内臓逆位，isomerismはなく，脾臓は

正常であった．

心臓カテーテル検査：右大腿静脈からアプローチし

たが，肝部下大静脈部から中枢側にはカテーテルが挿

入できず，下大静脈で造影を行った．下大静脈は肝部

で閉塞しており，造影剤は多数の拡張した副肝静脈2）を

日本小児循環器学会雑誌 15巻 5・6号 692～696頁（1999年）

肝静脈側副路をもつ下大静脈欠損に右肺静脈閉鎖，

先天性気管支閉鎖を合併した一例

（平成 11 年 4 月 15 日受付）

（平成 11 年 12 月 13 日受理）

鳥取大学医学部小児科学教室

澤田 宏志 田村 明子 但馬 啓子 辻 靖博

長田 郁夫 片山 章 荻原 嘉洋 奥田 浩史

key words：気管支閉鎖，肺分画症，肺静脈閉鎖，副肝静脈，下大静脈欠損

肝静脈系を側副血行路とした肝部下大静脈欠損を合併し，先天性気管支閉鎖と，同部に流入し肺動脈

へ還流する腹部大動脈起始性肺内異常動脈および右肺静脈閉鎖を認めた 11 歳男児例を報告した．6カ月

時に肺炎に罹患した際，右下肺野の異常陰影を指摘され，気管支造影で気管支閉鎖と診断されていた．

11 歳時，肺分画症を疑われ，心臓カテーテル検査により，上記と診断した．肺高血圧，自覚症状，易感

染性がないため，無治療で経過観察している．

本例は，肝静脈系を側副血行路とする肝部下大静脈欠損，右肺静脈閉鎖，肺動脈へ還流する腹部大動

脈起始性肺内異常動脈，先天性気管支閉鎖を同一個体で認めた興味深い症例である．

別刷請求先：（〒697－8511）島根県浜田市黒川町 3748

国立浜田病院小児科 澤田 宏志

要 旨



介して右房に流入した（図 2）．奇静脈，半奇静脈は造

影されなかった．右尺側皮静脈から右心系のカテーテ

ル検査を施行した．主肺動脈圧は収縮期圧，拡張期圧，

平均圧がそれぞれ 32，12，18 mmHgと肺高血圧は認

めなかったが，主肺動脈造影で右肺動脈はほとんど造

影されず（図 3），またいったん右肺動脈へ流入した造

影剤が再び主肺動脈へ逆流した後，左肺動脈へ流入し

左房へ還流する特異的な血行動態像が認められた．右

肺静脈は造影されなかった（図 4）．右室から主肺動脈

への酸素飽和度の STEP UPは認められなかった．左

心系の造影では腹部大動脈から直接分岐し，胸部X

線写真の異常陰影に一致する右下肺野へ流入する異常

動脈が認められ（図 5），毛細血管相を経た後，右肺動

脈→主肺動脈→左肺動脈→左肺静脈→左房へと還流す

る造影像が得られた．右肺静脈は造影されなかった．

以上の検査結果から，副肝静脈を側副血行路とする

肝部下大静脈欠損，右肺静脈閉鎖，右肺動脈→主肺動

脈→左肺動脈→左肺静脈→左房へと還流する腹部大動

脈起始性肺内異常動脈，先天性気管支閉鎖の合併と診

断した．

経過：全身状態は良好で肺高血圧，自覚症状，易感

染性を認めないため無治療で経過観察している．

考 察

肝部下大静脈欠損は下大静脈肝部が欠損する比較的

稀な先天性奇形である3）．腫瘍や血栓などで後天的に

生じた下大静脈閉塞およびBudd-Chiari 症候群とは明

確に区別されるが，原因不明の膜様閉鎖の場合はしば

しばその鑑別は困難である4）．本疾患では通常奇静脈，

半奇静脈が側副血行路として発達するため無症状であ

る5）6）．肝内静脈系を側副血行路とする症例もあるが，

非常に稀である．我々が検索した範囲では，これまで

に 7例の報告があるにすぎない7）～13）．その中で小児例

は 1例のみである7）．またこの疾患では合併症として

心奇形，腹部臓器奇形の合併が多いことが知られてお

り1），精査が必要である．症例により側副血行路が異な

るのは，下大静脈の閉鎖速度が関係していると考えら

れている．すなわち速度が速いと奇静脈系などの既存

の静脈系が側副路として発達するが，遅いと肝静脈系

が側副路として発達するという説である7）．これまで

の報告と比較して本例では肝右葉内の副肝静脈が著明

に発達しており，奇静脈系の側副路は発達していな

かった．上記の説に従えば，下大静脈閉鎖は緩徐に起
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図 1 右肺動脈に“to- and-fro”パターンを認める．

図 2 下大静脈造影：下大静脈は肝部で閉塞し，多数

の副肝静脈の側副血行路を認める．

図 3 肺動脈造影：右肺動脈はほとんど造影されな

い．（矢印）
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こったと考えられた．

先天性肺静脈閉鎖，狭窄は両側，片側，個々の肺静

脈に閉鎖あるいは狭窄が種々の程度に生じる比較的稀

な先天性心疾患である14）．稀に患側肺動脈は気管支動

脈や気管支静脈と吻合する14）15）．症状は肺高血圧，肺

静脈圧の上昇に関連する，体重増加不良，心不全症状

（多呼吸，呼吸困難，哺乳力低下），チアノーゼなどで

あるが，稀には無症状の例もある14）．心臓カテーテ

ル16）では肺動脈圧，肺動脈楔入圧の上昇，左心房圧正常

が特徴で，肺動脈造影では，1）患側の肺動脈が低形成．

2）動脈相は正常側優位に流れ，患側では“to-and-fro”

パターンが認められる．3）静脈相では造影剤の停滞を

みるか，まったく造影されない．本例は症状に乏しかっ

たが，心エコーが診断の糸口となった．従来から肺静

脈閉鎖の診断に心エコーは鑑別すべき疾患を除外する

程度であまり有用ではないと考えられていた17）．しか

し本例では心臓カテーテル所見に一致する“to-and-

fro”パターンが右肺動脈で認められ，心エコーが診断

に有用であった．心エコーにおいて，肺動脈の“to-and-

fro”パターンは肺静脈閉鎖，狭窄に特徴的であると考

えられた．本疾患で肺高血圧を認めない例は稀で，い

ままでに数例しかない15）16）．本例では血行動態におい

て，気管支動脈ではない大動脈系から肺動脈への血液

の流入があり，肺高血圧を認めず，非常に稀であると

同時に特異的であると考えられた．Nasrallah ら15）はそ

の機序として，1）肺のリンパ流の増加．2）罹患側肺

動脈血が気管支静脈を介して，奇静脈系に還流する．

3）健側肺に優先的に肺動脈血が流れる．4）患側肺動

脈と気管支動脈が吻合する．と推測した．本例では上

記 2）は肺動脈造影で否定される．4）は気管支動脈では

ないが大動脈系の血管と吻合していたため同様の機序

が働くと思われる．よって 1）3）4）により肺高血圧を

きたさなかったと考えられた．また主肺動脈での酸素

飽和度の STEP UPが認められなかったが，これは流

入血液量が少ないためと考えられた．

先天性気管支閉鎖は，1953 年に Ramsey ら18）が初め

て報告した比較的稀な疾患である．気管支閉鎖の機序

として，気管支動脈の血行障害とする説が最も広く受

け入れられている19）．気管支が完成してから閉塞が生

じるため，この部位より末梢側の粘液産生細胞から生

じた粘液が貯留すると本疾患に特徴的なmucoid im-

paction が認められ，区域気管支より末梢で閉塞する

と，副行換気により換気は保たれ，air trapping 機構に

より気腫性変化を示すと考えられている20）．一方肺分

画症は，組織の一部が正常気管支系から分離し換気機

能を失い，かつその部分が大循環系から血液の供給を

受けている先天性疾患と定義されている21）．発生学的

には，胎生期に存在する大動脈から流入する動脈が残

存し，肺組織の一部を引き寄せて分画肺を形成すると

する Pryce22）の血管牽引説が広く受け入れられてい

る．しかし Pryce の説では説明できない症例が多く存

在することから，石田は新しい肺分画症の定義を提唱

した23）．彼は肺葉内肺分画症を，正常肺の気管支に欠

損があり，分画肺内の気管支が正常肺の肺門部方向に

集束する『中枢向き群』と，正常肺に気管支の欠損が

なく，分画肺内の気管支が異常動脈の流入部方向に集

図 4 肺動脈造影：肺静脈相では右肺静脈は造影され

ない．

図 5 腹部大動脈より分岐し，右下肺野に流入する異

常動脈を認める．
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束する『末梢向き群』に分類し，『末梢向き群』が先天

的な要因による本来の肺分画症であり，『中枢向き群』

は正常肺の一部に何らかの異常が起こり，二次性に炎

症が加わり分画した，大動脈系の異常動脈から血液の

供給を受ける気管支閉鎖と考えた．このように考える

と本例は腹部大動脈起始性異常動脈を伴う先天性気管

支閉鎖と思われる．異常動脈の流出血管は，これまで

の報告ではほとんど肺静脈でその他に奇静脈，上大静

脈，下大静脈などの大循環系静脈であるが6），稀に肺動

脈に流入したあと肺静脈へ還流する例も報告されてい

る24）～28）．しかし本例のように右肺静脈閉鎖を合併し，

右肺動脈→主肺動脈→左肺動脈→左肺静脈→左房とい

う特異な血行動態を示した報告はない．気管支閉鎖は

約半数で症状はなく，他に頻回の呼吸器感染，呼吸困

難を認めることがある19）．診断は気管支鏡，気管支造

影（最近はできない），で気管支の欠損を確認すること

が重要である19）．治療については無症状ならば手術は

ひかえるべきであるという意見が多い29）．

下大静脈欠損は，無脾・多脾症候群の一症状として

知られており，心房位，胸部臓器位，腹部臓器位の診

断は重要である1）．本例では気管支造影，心エコー，腹

部エコーで isomerismは認めなかった．しかし心房

位，胸部臓器位，腹部臓器位の診断はこれらの検査で

は証明できないこともある30）．その場合，CT，MRI

が有用であり30），本例も無脾・多脾症候群の可能性は

ある．しかし気管支閉鎖は好発部位ではなく19），また

それぞれの奇形は解剖学的に隣接した位置にあること

から，催奇形因子として外傷の可能性も否定できない

と考えられた．

これまで，肝静脈系を側副血行路とする肝部下大静

脈欠損，右肺静脈閉鎖，肺動脈へ還流する腹部大動脈

起始性肺内異常動脈，先天性気管支閉鎖を合併した症

例の報告はなく，本例は興味深い症例である．
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Absence of the Inferior Vena Cava with Collateral Pathways Via the Hepatic Veins Associated
with Right Pulmonary Vein Atresia and Congenital Bronchial Atresia : The Case Report

Hiroshi Sawada, Akiko Tamura, Keiko Tajima, Yasuhiro Tsuji, Ikuo Nagata,
Akira Katayama, Yoshihiro Ogihara and Hirofumi Okuda
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Tottori University

The patient is an 11 year- old boy who was diagnosed as having congenital bronchial atresia at 6
months of age. Cardiac catheterization led to the discovery of the absence of the inferior vena cava
with collateral pathways via the hepatic veins, congenital bronchial atresia associated with an aber-
rant systemic artery to the lower lung emptying into the pulmonary artery and right pulmonary
vein atresia. Since he has no symptoms, such as frequent infections, pulmonary hypertension or he-
moptysis, we have performed no treatment.

This is the interesting case of the complication of these four malformations.
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