
はじめに

第 5大動脈弓はヒトでは胎生期に消失するといわれ

ていたが，Van Praagh ら1）が第 5大動脈弓遺残の症例

を報告して以来，第 5大動脈弓遺残は 1つの疾患概念

となった2）．大動脈弓離断，第 5大動脈弓部の縮窄と動

脈管の組み合わせも報告されているが3）～5）9），いずれ

も手術報告であり，動脈管の開大を目的としたプロス

タグランディンE1（以下 PGE1）の投与例および側副

血管について言及した報告はみられない．

我々は，手術前の管理として動脈管依存性と考え

Lipo-PGE1 を使用したが，病態の悪化を認め，その成因

に“ductal steal”と側副血行路が関与していると考え

られた症例を経験したので若干の考察を加え報告す

る．

症例：日齢 15，男児．

家族歴：特記すべきことなし．

現病歴：在胎 40 週，生下時体重 3,500 g で出生した．

妊娠および分娩経過に異常はみられず，日齢 5に母児

共に退院となった．日齢 7頃より活気不良，哺乳力低

下を示し，日齢 15 に多呼吸，顔色不良を認め，産院に

受診後，当院に紹介され緊急入院となった．

入院時現症：体重 3,370 g，体温 37.3℃，心拍数 126

�分，呼吸数 76�分．収縮期血圧は上肢が 106 mmHg，
下肢 56 mmHgであった．多呼吸と陥没呼吸を認めて

いたがチアノーゼは認めなかった．肺野の聴診上，両

側呼吸音の減弱，湿性ラ音を認めた．心臓の聴診では

I音は正常，II 音は亢進し，心雑音はなかった．明らか

な肝脾腫はなく，全身の浮腫も認めなかった．

入院時検査所見：末梢血，生化学検査に明らかな異

常を認めなかった．大腿動脈血液ガス分析では pH

7.40，Pco2 38 torr，Po2 55 torr，Sao2 88％，HCO3－ 24
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大動脈弓離断（type A），第 5大動脈弓遺残（縮窄），動脈管開存，側副血管を認めた日齢 15 の新生児

例を経験した．入院時，多呼吸，陥没呼吸を示し，胸部レントゲン写真上心拡大を認めた．直ちに人工

呼吸管理を行い，Dopamine，利尿剤を投与した．心エコー検査所見から動脈管依存性と判断し Lipo-PGE1

（5 ng�kg�min）を開始した．7時間後頃より下肢血圧の低下に伴い上下肢血圧差の増大と尿量の減少を認
めた．心エコー検査上，動脈管内の血流が主に左―右短絡を示しており，“ductal steal”が，下行大動脈

の血流を減少させていると考え，Lipo-PGE1 を中止したところ数時間で尿量は増加した．逆行性橈骨動脈

造影を行い，鎖骨下動脈から下行大動脈へ流入する側副血管により，下行大動脈への血流が維持されて

いることが明かとなった．Lipo-PGE1 の中止後 2日目の心エコー検査で動脈管および第 5大動脈弓縮窄

部の閉鎖を認めたが血圧，尿量は安定していた．心エコー，日齢 23 に大動脈弓形成術を施行し，1歳 10

カ月の現在，大動脈吻合部の再狭窄もなく，児の発育発達は良好である．
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mmol�L，BE-0.2 mmol�L を認めた．上肢の経皮的酸素
飽和度は 94％を示していた．

胸部レントゲン写真上，心肺胸郭比は 64％，肺うっ

血像を認めた．心電図では，洞調律，電気軸＋120゜で

あり，左室肥大，右室肥大所見は明らかでなかった．

心エコー検査により，大動脈弓離断（typeA），第 5大

動脈弓遺残（縮窄を伴う）（図 1），動脈管開存，卵円孔

開存と診断した．左室短軸断面上，左室拡張期末期径

は 27 mmと拡大し，駆出率は 55％であった．また右室

拡張末期径は 18 mmであり定性的に収縮性の低下と

判定した．II 度の僧帽弁閉鎖不全（以下MR）を認めた．

一方，動脈管の肺動脈端側に狭小化所見がみられた．

パルスドプラ法で動脈管内血流を記録したところ収縮

期に右―左，拡張期に低速の左―右短絡を示す両方向

性短絡血流を検出した．また第 5大動脈弓の下行大動

脈端に狭小化がみられた．

入院後経過：心不全，呼吸不全に対して，人工呼吸

管理，さらにDopamine，利尿剤の投与を開始した．ま

た動脈管依存性と判断し，入院当日（日齢 15）より

Lipo-PGE1（5 ng�kg�min）を投与した．Lipo-PGE1 開始
後 7時間を過ぎた頃より，触診で上肢の収縮期血圧は

100 mmHgと変化がなかったが，下肢の収縮期血圧が

30 mmHgとなり，尿量の減少を認めた．その時期の心

エコー検査では，動脈管の肺動脈端 3.5 mm，大動脈端

5 mm，第 5大動脈弓縮窄部は 2 mmであった．動脈管

内血流は主に左―右短絡を示していたことから Lipo-

PGE1 を中止としたところ，8時間後には上肢の収縮期

血圧に変化なかったが下肢の収縮期血圧が 50 mmHg

に上昇し，尿量の安定をみた．日齢 16 に施行した逆行

性橈骨動脈造影で左鎖骨下動脈から分岐し下行大動脈

の後面に流入する 3 mm径の側副血管と数本の細い血

管からなる側副血行路を認めた（図 2）．同日の心エ

コー検査でも鎖骨下動脈から起始し，動脈管部より遠
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図 2 右逆行性橈骨動脈造影

Lt. Vert-Ar；左椎骨動脈．Lt. Sub-Ar；左鎖骨下動脈．Coll-Ar；側副血管．D-Ao；下

行大動脈．左本症例の形態診断を示す模式図．

図 1 第 5大動脈弓遺残の縮窄と大動脈弓離断

大動脈弓離断部（�）．第 5大動脈弓縮窄部（�），及
び下行大動脈へ向かうカラーシグナル（▼）．
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位の下行大動脈に血流の流入を認める 3～4 mmの側

副血管を描出しえた（図 3）．日齢 17 の心エコー検査

で，動脈管および第 5大動脈弓縮窄部の閉鎖を認めた

が，血圧や尿量は安定していた．日齢 23 に動脈管の結

紮，第 5大動脈弓切除，大動脈弓下面と下行大動脈を

直接吻合する大動脈弓形成術を施行した．術中所見と

して，下行大動脈に連結する数本の側副血管があり，

太いものは 4～5 mmであった．その後の経過は良好

で，術後 26 日目に退院した．現在，術後 1年 10 カ月

を経過したが児の発育・発達は良好であり．大動脈弓

吻合部の再狭窄も認めていない．

考 察

今回，我々が経験した症例は，大動脈弓離断（type

A）に第 5大動脈弓遺残部の縮窄，動脈管，側副血管を

合併する症例であった．本邦における大動脈弓離断に

第 5大動脈弓遺残を合併した症例を検索したところ，

6報告（7症例）3）～8）があり．全てが type Aであった．

第 5大動脈弓遺残部に縮窄を合併した症例は 5報告（6

症例）3）～7），動脈管開存を合併していたのが 3報告（3

症例）3）～5）であった．また海外の報告例では，大動脈弓

離断，第 5大動脈弓遺残の合併例が 1例9）であった．こ

のように，第 5大動脈弓遺残を合併する大動脈弓離断

に type Aが多いことは，発生学的にも異常の起きた

時期を考える上で興味深い．一方，いずれの症例も診

断時に緊急手術が行われたためか，PGE1 を用い動脈管

を開大させた症例，側副血管が血行動態に影響を与え

たという症例の報告はみられなかった．

本症例の入院後の治療と循環動態の経過について若

干の考察を加えてみたい．入院時の症状は，多呼吸，

陥没呼吸であり，胸部レントゲン写真上，心拡大や肺

うっ血像を認めた．心エコー検査で大動脈弓離断に加

え，第 5大動脈弓の下行大動脈側に縮窄，動脈管の狭

小化と同部に右―左優位の両方向性短絡を認めた．ま

た両心室拡大と収縮性低下， II 度のMRがみられた．

これらの所見から，人工呼吸管理，抗心不全療法に加

え Lipo-PGE1 を開始した．Lipo-PGE1 投与後および中

止後の循環動態の変化は極めて興味深いものであっ

た．その変化を要約すると次の如くである．�Lipo-
PGE1 の開始 7時間後に，上肢の血圧は変わらず，下肢

の血圧が下降し，尿量の減少を認めた．同時期の心エ

コー検査上，動脈管の開大と同部に主に左―右短絡血

流を認めた．�Lipo-PGE1 の中止後，8時間を過ぎた頃

図 3 心エコー検査で確認された側副血管

A 鎖骨下動脈より起始する側副血管．Lt. CCA；総頸動脈．Coll-Ar；側副血管．Lt.

Sub-Ar；左鎖骨下動脈．Rt. Inno-Ao；右無名動脈．B 鎖骨下動脈より起始する側副血

管の血流速波形．C 下行大動脈に流入する側副血管．D-Ao；下行大動脈．側副血管

の流入部（△）．D 下行大動脈に流入する側副血管の血流速波形
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より下肢の血圧の上昇，上下肢の血圧差の減少に伴い，

尿量の増加がみられた．�心エコー検査上，動脈管と
第 5大動脈弓の閉鎖を認めた時期において，下行大動

脈血流の低下が認められるも，尿量は維持された．以

上の経過より，本症例では呼吸管理，カテコールアミ

ン投与により，呼吸，循環動態の改善傾向を示したが，

Lipo-PGE1 を使用した為に，動脈管の開大と肺血管抵

抗の低下がおこり“ductal steal”（左―右短絡）を呈し，

下行大動脈への血流が減少したものと考えられる．一

方，動脈管の閉鎖後，側副血管を介して下行大動脈へ

の血流が保たれたことで，循環動態，尿量が安定した

ものと考えられた．Mathewら10）は大動脈縮窄症をも

つ 2歳以下の 40 症例に心臓カテーテル検査を行い側

副血管の発達を検討し，上行大動脈の血圧の上昇が強

い症例ほど側副血管が発達していることを指摘してい

る．我々の症例では，側副血行路が鎖骨下動脈より起

始し，下行大動脈の背側に流入していが，大動脈縮窄

に伴う側副血行路には他に内胸動脈や上腹部の動脈か

ら下行大動脈，外腸骨動脈に発達する系統も知られて

いる11）．大動脈弓離断や大動脈縮窄の症例に心エコー

検査，造影を行う際，側副血管の存在も念頭におく必

要があろう．

結 語

大動脈弓離断（typeA），第 5大動脈弓遺残（縮窄），

側副血管，動脈管開存を認めた新生児例を報告した．

動脈管依存性と判断し，Lipo-PGE1 を投与したが，

“ductal steal"による体血流減少を呈した．また動脈管

および第 5大動脈弓縮窄部の閉鎖後も安定した循環動

態が得られ，大動脈弓離断・縮窄の症例において，側

副血管の存在にも注意すべきであると考えられた．
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A neonate with persistent fifth aortic arch, patent ductus arterious and a collateral
artery associated with type A aortic arch interruption

Natsuko Ogawa, Hitoshi Misawa, Satoshi Hiraishi, Nobuhiro Takeda, Nobuyuki Fujino,
Yasunori Horiguti, Hamao Hirota, Shingo Kasahara＊ and Seimei Nakae＊

Department of Pediatrics and Cardiovascular Surgery＊, Kitasato University School of Medicine

A 15-day-old male neonate was referred to our hospital for respiratory distress. Type A aortic
arch interruption, persistent fifth aortic arch concomitantly associated with coarctation of the aorta
and patent ductus arteriosus were diagnosed by echocardiography . The infant required endo-
tracheal intubation, dopamine and furosemide. Moreover, Lipo-PGE1 was started to maintain the
blood flow from the pulmonary artery to the descending aorta through the duc-tus. The difference in
blood pressure between the upper and lower limbs increased and the urine volume decreased 7
hours after treatment. Echocardiography demonstrated prominent L-R shunt flow across the ductus.
Then, Lipo- PGE1 was discontinued. Within 8 hours, the blood pressure gradient changed from 30
mmHg to 50 mmHg and the urine volume markedly increased. Retrograde radial angiogra- phy de-
lineated the presence of collateral vessels, which had emerged from the left subclavian artery and
ended at the descending aorta. Arterial blood pressure and urine volume were stabilized even after
closure of the ductus and coarctation site of the fifth aortic arch. He underwent suc- cessful recon-
struction of the aortic arch at 23 days of age. At 22 months of age, his development has been normal
with- out findings of restenosis of the aortic arch.

32―（32） 日本小児循環器学会雑誌 第16巻 第 1号


