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症例報告

右側大動脈弓に大動脈弓閉塞性病変を伴った新生児開心術 4 例：
合併病変と外科治療
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Aortic arch obstructive disease [coarctation of the aorta (CoA), interrupted aortic arch (IAA)] in the right aortic arch (RAA) is a
rare entity in neonates that requires adequate preoperative information and intraoperative surgical strategy for good results.
We report the results of four neonates [CoA in 1 and IAA (Celoria-Patton’s classification type B) in 3] treated through midline
sternotomy with variable procedures since 1995. All patients survived the operation, although one midterm non-cardiac death
was noted after 7 months. Late reoperation of the aortic arch was necessary in one, and was performed without mortality.
Precise extracardiac and intracardiac anatomical diagnosis based on echocardiographic study supplemented with helical CT
and/or radial angiographic studies offers favorable results through this approach in this morbid, complicated entity.
要

旨

新生児期に外科治療を要する大動脈弓閉塞性病変
（大動脈縮窄，大動脈弓離断）
が右側大動脈弓に合併することは
稀で，術式，補助手段の決定に注意を要する．1995年以来，当科で経験した 4 例〔大動脈縮窄 1 例，大動脈弓離断
3例
（日齢13〜24日，体重1.4〜3.1kg）
〕
に対し，胸骨正中切開アプローチによる修復を行った．全例自己組織による大
動脈弓修復を行い耐術生存した．遠隔死 1（非心臓死：くも膜下出血，術後 7 カ月後），大動脈弓関連再手術 1（術後
10カ月）
を認めた．超音波検査を中心にヘリカルCT，橈骨動脈造影を追加する診断方法をもとに適切な補助手段を用
いることによって，複雑な形態の本疾患群においても良好な外科治療が可能であった．
病変を伴った新生児症例は 4 例で内臓心房位は全例正

はじめに

位であった．手術時日齢は13〜24（平均19）日，体重は

右側大動脈弓（right aortic arch：RAA）と大動脈縮窄

1.4〜3.1
（平均2.5）
kgであった．全例超音波検査にて診断

（coarctation of the aorta：CoA）
，大動脈弓離断
（interrupted

が可能であったが，補完的に血管造影の併用を 2 例に，

aortic arch：IAA）
などの大動脈弓閉塞性病変の合併は極

血管造影とヘリカルCTの併用を 1 例に行った．全例，

めて稀とされる．さらに，これらに対する新生児期外

胸骨正中切開から到達し，大動脈弓再建時の補助手段

科的治療の報告は少ない1–14）．治療に際して，重要な点

として心筋，脳の循環停止による虚血を可及的に回避

である診断手技や術式の選択について自験例 4 例をも

する目的で，上行大動脈もしくは腕頭
（あるいは頸）
動脈

とに考察を行った．

に送血部位を確保し，弓部再建中は片側脳灌流と冠状
対

動脈灌流を維持するICMP
（isolated cerebral and/or myocar-

象

dial perfusion）法，もしくは片側脳灌流のみを維持する

1995年以来，当科で経験したRAAに大動脈弓閉塞性
平成15年 6 月 4 日受付
平成15年 9 月29日受理
26

別刷請求先：〒700-8558

ICP
（isolated cerebral perfusion）
法を用いた15, 16）．症例の概
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Table 1
Case Age (days) Weight (kg)

1

Demographics

Arch anomaly

Anatomy of
great arteries

DAo

Associated
anomalies

PDA

22q11 deletion
syndrome

mirror image

Rt

DORV, AVSD,
TGA, TAPVD

Rt

not examined

13

1.4

CoA

2

23

2.3

IAA (B)

mirror image

Rt

DOLV, VSD

Rt

(−)

3

17

3.1

IAA (B)

isolated lt SCA

Rt

VSD

Bil

(+)

4

24

3.1

IAA (B)

aberrant lt SCA

Lt

VSD, ASD, biAoV

Lt

(+)

DAo: descending aorta, PDA: patent ductus arteriosus, CoA: coarctation of the aorta, DORV: double outlet right ventricle, AVSD: atrioventricular
septal defect, TGA: transposition of the great arteries, TAPVD: total anomalous pulmonary venous drainage, IAA: interrupted aortic arch, DOLV:
double outlet left ventricle, VSD: ventricular septal defect, SCA: subclavian artery, ASD: atrial septal defect, biAoV: bicuspid aortic valve, Rt:
right, Lt: left, Bil: bilateral

要を以下に示す（Table 1）．

動脈流出路再建を行い，さらに両大血管左室起始の状
態になるように心室内導管を作成した．ICP時間114

1．症例 1
最低体重
（1.4 kg）
症例で，超音波検査のみで鏡像型頸

分，大動脈遮断時間87分，体外循環時間239分であっ
た．

部分枝を示すRAA+CoAと診断した．両大血管右室起
始，房室中隔欠損，大血管転位，総肺静脈還流異常
（心

4．症例 4

臓型）
を合併し，右側動脈管を認めた．上行大動脈送血

逆行性橈骨動脈造影とヘリカルCT
（Fig. 2A〜C）
の併用

による体外循環下に拡大端々吻合を用いた大動脈弓再

により，左側下行大動脈を伴うRAA+左鎖骨下動脈起始

建と肺動脈絞扼を行った．ICMP時間15分，体外循環時

異常を合併したB型IAA，左側動脈管の合併
（無症候性不

間66分であった．

完全型血管輪）
と診断した．大血管の相互関係はFig. 2D
のごとくであった．心室中隔欠損，心房中隔欠損，大

2．症例 2

動脈二尖弁の合併を認めた．右総頸動脈と動脈管経由

大動脈造影の追加で鏡像型頸部分枝を示すRAA+IAA

の下行大動脈送血による体外循環の後に，ICMP法下に

と診断確定した．両大血管左
（Celoria-Patton分類17）B型）

左総頸動脈まで切開を延長した拡大端々吻合による大

室起始，心室中隔欠損を合併し，右側動脈管を認め

動脈弓再建を行い，その後に心内修復を行った．ICMP

た．上行大動脈と動脈管経由の下行動脈送血による体

時間24分，循環停止時間22分，大動脈遮断時間66分，

外循環の後に，循環停止下に左総頸動脈まで切開を延

体外循環時間160分であった．

長し拡大端々吻合による大動脈弓再建を行った．体外
循環再開後に，心室中隔欠損孔パッチ閉鎖による心内
修復を行った．循環停止時間21分，大動脈遮断時間59
分，体外循環時間97分であった．

考

察

RAAが正常心に合併する割合は0.1％と言われるが，
通常は心内奇形を伴う場合が多い18）．ファロー四徴症，
肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損症と総動脈幹症などとの合

3．症例 3

併はしばしば経験するが，CoAやIAAなどの大動脈弓閉

逆行性橈骨動脈造影
（Fig. 1A，B）
を併用し，RAA+孤

塞性病変との合併は極めて少なく，新生児期に外科的

立性左鎖骨下動脈を合併する上行大動脈および大動脈

治療を行った文献的報告は，調べ得た限りでは過去に

弓低形成を伴うB型IAA，両側動脈管開存と診断した．

CoA 6 例1–4），IAA 12例4–14）のみであった．手術に際し

大血管の相互関係はFig. 1Cのごとくで，心室中隔欠損の

て，解剖学的特徴，合併心内奇形の有無の把握は，到

合併を認めた．右総頸動脈に吻合した 3mm PTFEグラフ

達方法，術中脳循環の維持など補助手段の選択に重要

トと動脈管経由の下行大動脈送血を用いた体外循環を

である．当科での内臓心房位正位あるいはこれに準じ

用い，ICP法下に低形成な上行大動脈の両側に下行大動

た心房位症例にRAAの合併した頻度は総手術症例数

脈と近位部主肺動脈を吻合する拡大Damus-Kaye-Stansel

1,425例中18例
（1.3％）
であった．また，CoAの頻度は92

（DKS）
吻合法による大動脈弓再建を行った
（Fig. 1D）
．続

例（6.5％），IAAの頻度は26例（1.8％）であった．当科で

いて肺動脈を前方に転位（Lecompte変法）させ右室・肺

経験したRAA+CoA 1 例，RAA+IAA 3 例を対象に術前
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Fig. 1 The AAo gives rise to the LCCA and then terminates in the RCCA. The RPDA arising from the
origin of the right pulmonary artery continues to the right DAo and RSCA. The isolated LSCA
continues from the proximal left pulmonary artery via the LPDA. Dashed lines indicate incisions
for arch repair. LSCA was divided. Extensive modification of the Damus-Kaye-Stansel anastomosis among proximal MPA, AAo, and right DAo was used for arch repair.
A Retrograde right radial angiogram (AP).
B Retrograde left radial angiogram (AP).
C, D Pre- and post-operative schematic demonstrations in patient 3.
AAo: ascending aorta, DAo: descending aorta, LCCA: left common carotid artery, LPDA: left patent
ductus arteriosus, LSCA: left subclavian artery, MPA: main pulmonary artery trunk, RCCA: right common carotid artery, RPDA: right patent ductus arteriosus, RSCA: right subclavian artery

診断と外科的治療に対して考察をする．

A

B

C

D

一般に用いられるStewartら18）の分類によると，I型は，
mirror image branching typeと呼ばれ，近位から左腕頭動

1．RAAと心内奇形

脈，右総頸動脈，そして右鎖骨下動脈の順に分岐する

RAAは左右対称に発生した胎生初期の背側大動脈弓

正常分枝の鏡像型である．II型は，aberrant left subclavian

のうち右側第 4 弓の遺残と左側の退縮（両側大動脈弓例

artery typeで左総頸動脈，右総頸動脈，右鎖骨下動脈，

を除く）
により生じる．通常は心内奇形を伴うことが多

そしてaberrantな左鎖骨下動脈が下行大動脈より最終分

く，また，左側大動脈弓に比べて頸部分枝走行異常の

岐する型でI型に比べて心内奇形を伴うことは少ないと

頻度も高く，いくつかの基本的パターンが存在する．

される．III型は，isolated left subclavian artery typeと呼ば

28
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Fig. 2 The diminutive AAo gives rise to the LCCA and then terminates in the RCCA. A patent LPDA from
the origin of the left pulmonary artery supplies the retro-esophageal LSCA. The RSCA is from the
DAo.
A Retrograde right radial angiogram (AP).
B Retrograde left radial angiogram (LAO45).
C Three-dimensional CT findings.
D Schematic demonstration in patient 4.
*: Retro-esophageal left subclavian artery
Abbreviations as in Fig. 1

A

B

C

D

れ，左鎖骨下動脈が大動脈弓あるいは腕頭動脈から直

つまり右室流出路狭窄によって左側動脈管を通しての

接分岐していない型である．各型の頻度はおのおの59.3

血流の減少が発育途中の左側背側大動脈弓の発育不全

％，39.9％，0.8％である18）．左側動脈管の合併はII型で

に関与していることも推測されている．

血管輪の形成を認めるが，III型以外のRAA自体は臨床
的には問題ない．

2．CoA

また，RAA例では，22q11欠失症候群を高頻度に伴

CoAは心内奇形例の約 4％に合併すると言われ，さら

う19）．本症候群の病態形成の背景と考えられる頸部神経

にRAAに伴うものは 1％以下とされる．当科での経験例

堤細胞の機能不全・遊走異常が大動脈・動脈管の奇形

は92例中 1 例
（1.1％）
であった．本例
（症例 1）
ではStewart

発生の一因と考えられる．そのほかに，胎生期血流，

分類I型で，通常の左側大動脈弓でのCoA例と同様の再

平成16年 1 月 1 日
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建が可能で，手技上の困難さはみられなかった．な

われていた．現在は将来の発育に対する配慮から直接

お，新生児期手術例の報告は 6 例にみられた1–4）．

吻合による修復が基本となっている．われわれの 4 症
例では，RAAにおけるCoA，IAAも通常のCoA，IAAと

3．IAA

同様に自己組織のみによる修復が可能であった．ただ

IAAは心内奇形例の約 1％に合併がみられ，RAAに合

し症例 3 のようにRAAに特有の空間的相互関係を有す

併する頻度はさらに低いが，当科でのIAA 26例中の

る場合，十分な術式の検討が必要となり，最終的に低

RAA合併例は 3 例
（11.5％）
であった．新生児期手術例の

形成な上行大動脈のため拡大DKS吻合変法により左室

4–14）

．離断部位いずれもCeloria-

流出路から下行大動脈に至る血流路を一期的に形成し

Patton分類17）B型に準じ，右頸動脈−右鎖骨下動脈間で

た．屈曲した大動脈の再手術 1 例
（症例 4）
は大動脈弓再

の離断であった．報告された12例のうち，心内修復術

建部位の修復は良好
（術前カテーテル検査で圧格差はな

後生存の報告は 4 例のみである4, 11–13）．合併心奇形とし

し）
であったが，併存した左側下行大動脈のために生じ

ては心室中隔欠損単独のほか，動脈管開存を除く両大

たと思われる近位大動脈弓小弯側の折れ込みを認めた

血管右室起始，大血管転位などが知られる．左側大動

ため大動脈二尖弁の交連裂開術時に隔壁切除術を施行

脈弓にIAAを伴う場合，isolatedな右鎖骨下動脈の合併頻

した．

報告は12例にみられた

20）

度は約40％と言われる ．一方，IAAがRAAに合併する

一期的修復の可否については体外循環技術や周術期

ことは極めて稀であるため明らかではないが，isolated

管理などの側面以外に心内病変により，二室型修復あ

な鎖骨下動脈の合併頻度は左側大動脈弓に比べて高い

るいは，単心室
（Fontan）
型修復の選択，また大動脈弓再

と言われる21）．診断に苦慮した症例 4 は，Fig. 2 のよう

建手術中の脳血流確保の可否などから総合的に判断さ

にB型IAAを伴ったRAAに左側背側食道動脈遺残とそれ

れる．この点，ICMP法，ICP法や循環停止を併用した

から起始する左鎖骨下動脈と診断したが，正確な診断

正中からの大動脈弓病変修復はあらゆる病型に対し，

に関しては議論の余地を残している．

十分な再建を行うのに好適である．今回のCoA合併例

左側大動脈弓におけるB型IAAと22q11欠失症候群の

（症例 1）
では複雑な心内奇形のため，将来のFontan型手

合併はよく知られるが，RAAを伴う場合のIAAがすべ

術を目指した肺動脈絞扼を選択したが，IAA合併の 3 症

てB型であること，また症例 3 にみられた孤立性鎖骨下

例では一期的根治術を施行した．

動脈も22q11欠失症候群に合併することが多く，複合心

まとめ

奇形の発生機序に対する考察上興味深いと考えられ
る．

自己組織のみによる大動脈弓再建に当たり，特に
RAAを合併する症例，さらには一期的根治術を選択す

4．診断検査法

る症例では動脈管を含めた大血管の位置関係，大動脈

基本的な大動脈弓形態や閉塞性病変の診断は超音波

弓閉塞病変部位の長さ，下行大動脈の走行，そして頸

検査で十分に可能であった．しかし，複雑な鎖骨下動

部分枝の走行が重要となる．超音波検査に加えて，ヘ

脈の起始異常や，手術に際しての到達法，補助手段の

リカルCTや逆行性橈骨動脈造影からの診断，術式の選

決定には適宜，ヘリカルCTや逆行性橈骨動脈造影の追

択により複雑な解剖学的特徴を有する重篤な新生児期

加を行うことで空間的相互関係の把握が可能であっ

発症のRAAに合併したCoA，IAA例でも適切な治療が可

た．

能となり良好な成績が得られた．

5．術式について
新生児期心内奇形を合併するCoA，IAAに対する手
術方針は近年大きく変化し，可及的に一期的根治術が

注：本論文の要旨は，第31回日本心臓血管外科学会学術総会
（2001年 2 月，宇部）において発表した．
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