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20 歳で根治手術を行った左肺動脈上行大動脈起始症の 1例
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Surgical Repair of Isolated Anomalous Origin of the Left Pulmonary Artery  
from the Ascending Aorta in an Adult
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We report a 20-year-old female case of isolated anomalous origin of the left pulmonary artery from the ascending aorta (AOLPA). 
AOLPA is a rare congenital heart anomaly. This report is the fourth adult case of AOLPA in the literature. In patients with 
AOLPA, the left lung is perfused at systemic pressure and the right lung is exposed to the whole right ventricular output. Without 
surgical intervention, the reported mortality rate is 70% during the first year of life due to congestive heart failure or severe 
pulmonary vascular disease. Our patient remained almost asymptomatic except for minor hemoptysis. Cardiac catheterization 
showed her right pulmonary artery pressure was normal and left pulmonary artery pressure was the same as in the aorta. Surgical 
repair was performed consisting of resection of the left pulmonary artery and reimplantation on the pulmonary trunk. Biopsy 
samples were taken from the left lung at the same time. The left lung histologic examination showed severe pulmonary vascular 
disease classified as Heath-Edwards grade 6 and index of pulmonary vascular disease (IPVD) score 2.7. Post-surgical catheter-
ization study demonstrated normal pressure in the left pulmonary artery, and restenosis of the anastomotic site was not observed. 
However, a radionuclide pulmonary perfusion scan demonstrated right lung blood flow 90% and left lung blood flow 10%. Left 
ventricular volume overload was improved after surgery and hemoptysis was absent at the 5 month follow-up. Unbalanced pul-
monary perfusion due to unilateral pulmonary vascular disease should be observed carefully after operation.

要　　旨
　軽微な喀血以外ほぼ無症状で経過し，20歳で根治手術を施行した左肺動脈上行大動脈起始症の 1例を経験した
ので報告する．左肺動脈上行大動脈起始症は稀な奇形で，中でも本症の成人例は極めて珍しく，本症例が我が国
初，世界で 4例目の報告となる．術前の心臓カテーテル検査では左肺動脈圧は体血圧と等圧であったが，右肺動
脈圧は正常であった．20歳時に根治手術（左肺動脈－主肺動脈直接吻合術）を施行した．術中左肺より肺生検を施
行し，Heath-Edwards分類 6度，八巻らの肺生検による重症度分類（index of pulmonary vascular disease：IPVD）2.7度
の高度な肺血管病変を認めた．術後 5カ月目に行った心臓カテーテル検査では肺高血圧は認めなかったが，左肺
の肺血管抵抗は右肺の約 10倍であった．そのため肺血流シンチでは右肺の肺血流量：左肺の肺血流量 = 90：10と
著しい左右差を認めた．術後喀血はみられなくなり，左室容量負荷は軽減したが，肺血流量の左右不均衡につい
ては今後も注意深く経過観察していく必要がある．
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心胸郭比 57％，両肺野の血管陰影の増強を認めた
（Fig. 1）．心電図所見は正常洞調律，QRS軸 0度，左
室肥大を認めた．心エコー検査では左心系の拡大を認
め，左室拡張末期径 57.6 mm（129％ of normal），左室
駆出率 75％，三尖弁逆流はなく，心室中隔の左室側
への圧排は認めなかった．造影 CTでは右側大動脈弓
を認め，主肺動脈は右肺動脈につながり，左肺動脈は
上行大動脈より起始していた（Fig. 2）．

7．心臓カテーテル検査所見（Table 1，Fig. 3）
　右肺動脈圧は 24/12（平均 16） mmHgで右肺の血圧は
正常であった．左肺動脈圧は 104/62（平均 84） mmHg

で大動脈圧と等圧であった．左室造影の計測では左室
拡張末期容積 214 ml（165％ of normal）と拡大を認め
た．大動脈造影では右大動脈弓で上行大動脈より左肺
動脈が起始しており，肺動脈造影では右肺動脈のみが
造影された．他の合併心奇形は認めなかった．
　以上の所見より AOLPA，右側大動脈弓と診断し
た．右肺の血圧は正常で，左肺は高度の肺高血圧で
あったことから，根治手術を行った場合，左肺への血
流量は減少するものの，重度の肺高血圧を来すことは
ないと考えられた．また，左肺の肺血管病変のこれ以
上の増悪が防げること，左心系の容量負荷が軽減され
ることも期待され，根治手術を行う方針とした．

はじめに

　左肺動脈上行大動脈起始症（anomalous origin of the 

left pulmonary artery from the ascending aorta：AOLPA）は
稀な奇形で，類似疾患である右肺動脈上行大動脈起始
症（anomalous origin of the right pulmonary artery from the 

ascending aorta： AORPA）の 1/5～1/6の頻度と言われて
いる．また Fallot四徴症などの合併奇形を伴うことが
多く，合併奇形のない左肺動脈上行大動脈起始症（iso-

lated AOLPA）は極めて稀である．本症の多くは乳児期
早期より呼吸不全や心不全症状を呈するため早期の手
術治療を行わなければ予後は不良であるが，稀に症状
の軽度な例が成人まで生存する．今回われわれは，19

歳時に初めて診断され，20歳で根治手術を施行した
isolated AOLPAの症例を経験したので報告する．

症　　例

1．症例
　20歳，女性．

2．主訴
　喀血．

3．家族歴
　特記すべきことなし．

4．現病歴
　幼児期より年に数回少量の喀血がみられていたが，
肺炎，気管支炎の診断で対症療法をされていた．学校
心電図検診では心肥大を指摘され，胸部 X線検査も施
行されたが診断には至らなかった．18歳時に咳嗽，
喘鳴で近医を受診した際に胸部 X線所見の異常を指摘
され，近医総合病院を紹介受診．経食道心エコー検査
を施行され，当初は動脈管開存症が疑われていた．そ
の後 19歳時に行われた造影 CT検査にて，AOLPA，
右側大動脈弓と診断され，当院紹介受診となった．

5．入院時現症
　身長 157 cm，体重 56.3 kg，呼吸音清，チアノーゼ
は認めなかった．聴診上は第 2肋間胸骨左縁を最強点
とする Levine 2/6の駆出性雑音を聴取した．肝脾は触
知しなかった．

6．入院時検査所見
　一般血液検査は正常範囲内．hANP 74.5 pg/ml，BNP 

41.5 pg/mlと軽度上昇を認めた．胸部 X線検査では，

Fig. 1 Pre-operative chest X-ray demonstrating cardiomegaly 
and increased pulmonary vascularity.
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8．手術所見
　左肺動脈起始部より末梢側の上行大動脈に送血管を
挿入し，右房脱血で人工心肺を確立した．上行大動脈
と左肺動脈を遮断後，心保護液を灌流させ心停止を得
た．左肺動脈の遮断を解除して上行大動脈の起始部よ
り切断した．上行大動脈欠損部は直接縫合閉鎖し，左
肺動脈は主肺動脈へ直接吻合した．人工心肺からの離
脱は容易で，大動脈遮断時間 20分，体外循環時間 41

Fig. 2 Contrast-enhanced 3D-CT image 
showing the anomalous origin of the 
left pulmonary artery arising from 
the ascending aorta.

 a: The left pulmonary artery arising 
from the ascending aorta.

 b: The right pulmonary artery aris-
ing from the main pulmonary trunk.

 AAO: ascending aorta, LPA: left pul-
monary artery, DAO: descending aor-
ta, RPA: right pulmonary artery

Table 1　Cardiac catheterization data

 Pressure Oxygen

 Before surgery After surgery  saturation**

RA (7) (3) 73.0

RV 27/8* 22/6* 71.3

MPA 25/12 (16) 23/8 (14) 73.6

RPA 24/12 (16) 20/8 (12) 72.7

LPA 104/62 (84) 23/7 (13) 96.3

LA*** (12) (6) –

LV 101/16* 102/10* 97.0

AAo 104/58(80) 94/60 (76) 96.6

RA: right atrium, RV: right ventricle, MPA: main pulmonary artery, 
RPA: right pulmonary artery, LPA: left pulmonary artery, LA: left 
atrium, LV: left ventricle, AAo: ascending aorta, ( ) mean pressure, 
*end-diastolic pressure, **before surgery, ***right pulmonary artery 
wedge pressure

Fig. 3
a: Pulmonary angiogram showing the right 

pulmonary artery arising from the main 
pulmonary trunk, and absent left pulmo-
nary artery.

b: Aortogram showing the left pulmonary ar-
tery arising from the ascending aorta.

a

b
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分であった．術中左肺より肺生検を施行した．

9．肺生検所見（Fig. 4）
　肺小動脈中膜の肥厚を認めたが，肺動脈圧の割には

それほど高度ではなかった．内膜病変は高度であった
が種々さまざまで，内膜の線維性肥厚による血管閉塞
を多数認めたほか，縦走平滑筋細胞の増殖による血管
閉塞，angitisによる中膜，内膜の壊死破壊をところど
ころに認めた．中膜の壊死があることより Heath- 

Edwards（HE）分類 6度となり，八巻らの肺生検による
重症度分類（index of pulmonary vascular disease：IPVD）
2.7度と肺血管病変は高度であった．

10．術後経過
　術当日に抜管し，翌日 ICUを退室した．術後の心エ
コー検査では三尖弁逆流はごく軽微で，推定右室圧は
20 mmHgであった．術後 9日目に軽快退院となった．
　術後 5カ月目に心臓カテーテル検査を施行した．右
肺動脈圧は 20/8（平均 12）mmHg，左肺動脈圧は 23/7

（平均 13）mmHgで肺高血圧はなく，左肺動脈吻合部
の狭窄も認めなかった（Fig. 5）．しかし，肺血流シン
チでは右肺の肺血流量：左肺の肺血流量 = 90.4：9.6と
著明な左右差を認め（Fig. 6），これにより計算した肺
血管抵抗は右肺で 2.26 Units・m2，左肺で 24.4 Units・m2

であった．胸部 X線所見上心胸郭比は 44％に改善し，
心電図上左室肥大所見はみられなくなった．また左室
造影の計測では左室拡張末期容積 122 ml（94％ of normal）
に改善し，左心系の容量負荷は軽減していた．
　術後喀血はみられなくなり，現在は特に症状なく大
学生活を送っている．

Fig. 4
a: Small pulmonary artery with mild hypertrophy of media 

without intimal lesions (Elastica-Goldner stain).
b: Small pulmonary artery completely obstructed by thicken-

ing of intima (Elastica-Goldner stain).
c: Small pulmonary artery with necrosis of the media and 

adventitia due to angitis (Elastica-Goldner stain).

Fig. 5 Pulmonary angiogram 5 months after surgery 
showing the left pulmonary artery connected to the 
pulmonary trunk. 



40 日本小児循環器学会雑誌　第26巻　第 3 号

 238

Fig. 6 Lung perfusion scintigraphy 5 months after surgery showing the left lung 
blood flow was 10% of total lung perfusion.

考　　察

　一側肺動脈上行大動脈起始症は稀な奇形で，すべて
の先天性心疾患の 0.12％を占めるにすぎない1）．中でも
AOLPAは AORPAの 1/5～1/6の頻度であり1，2），2008

年までに文献上約 60例の報告がある（Table 2）．また
AOLPAは単独奇形であることは少なく，合併奇形を
伴わない isolated AOLPAは 11例の報告があるのみで
ある3–13）．Kutscheら1）によれば AORPAと AOLPAの
発生学的機序は異なり，AORPAは発生過程における
右肺動脈の左方移動が不完全なために大動脈肺動脈中
隔（aorticopulmonary septum）が形成された時に，右肺
動脈起始部が大動脈側に取り残されてしまうことで生
じる．この場合，大動脈肺動脈中隔欠損を伴うことも
多いため，AORPAでは大動脈肺動脈窓の合併が多い．
一方，AOLPAは大動脈囊（aortic sac）とそれに連なる
大動脈弓の形成異常が原因で，左第 6弓が消失し左第
5弓が残存することで生じる．このため，AOLPAで
は大動脈弓の異常を伴いやすく，右側大動脈弓や鎖骨
下動脈の起始異常の合併が多いとしている1，14–16）．
AOLPAの 50～75％は右側大動脈弓であり2，12，17），
isolated AOLPAに限れば本症例も含めてすべてが右側

大動脈弓であった．
　AOLPAでは，左肺動脈は大動脈から直接血流を受
けるため強い圧負荷がかかり，一方右肺動脈は全身か
らの静脈還流をすべて受けるため容量負荷を生じる．
そのため本症の多くは乳児期早期より重篤な呼吸不全
や心不全を生じ，自然予後は極めて不良で，1年以内
に 70％が死亡すると言われている18）．本症例のように
軽微な喀血以外ほぼ無症状で経過し，成人になって根
治手術を行った症例は極めて稀で，文献上 3例が報告
されているのみであり7–9），本症例が我が国初，世界で
も 4例目の報告となる（Table 2）．
　本症例がほぼ無症状で成人に達することができた理
由としては，（1）Fallot四徴症などの他の合併奇形がな
かったために心雑音やチアノーゼを指摘されなかった
こと，（2）右肺の肺高血圧を生じなかったため，右心
負荷が少なかったこと，（3）左右短絡血流増加による
左心負荷に気付かれずに乳児期をしのぐことができた
こと，などが考えられる．（2）に関しては，肺血管系
には再疎通性（recruitment）があり，かなりの血流増加
にも対応できる予備力があるため，仮に一側の肺動脈
を結紮し片側の肺血流量を 2倍にしても，一側肺の血
管床で対応でき，肺高血圧は起こらないと言われてい
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る19）．本疾患の類似疾患である孤立性一側肺動脈欠損
症では，片肺で全静脈還流血を受け止めることになる
が，肺高血圧を合併する頻度は約 25％と報告されて
おり20），さほど高率ではない．さらに本症例の場合，
肺血管床の多い右肺が正常起始側であったことも，肺
高血圧を生じなかった理由の一つであるかもしれない．
（3）に関しては，AOLPAでは左肺血流はすべて左右短
絡血流となるが，乳児期にこの左室容量負荷による心
不全に気付かれなかったか，あるいは急速に肺血管病
変が進行し左心不全を生じることがなかったために，
乳児期以降左肺の肺血管病変が進行してしまった後
は，左右短絡血流量は軽減し，喀血以外の症状を生じ
ずに成人まで達することができたと考えられる．
　本疾患では肺血管病変の進行が速いため，できるだ
け早期に根治術を行うことが望ましい21）．しかし，年
長児や成人症例であっても，上行大動脈起始側の肺血
管抵抗にかかわらず，右室起始側の肺血管抵抗が高値
でなければ手術適応であり，根治手術は成功し，術後
経過も良好であるという22）．しかし，右室起始側の肺
血管抵抗も極めて高値であった場合には手術適応とな

らない場合もある．具体的には心室中隔欠損症の手術
適応基準を考慮して，右室起始側の肺血管抵抗が血管
拡張薬を使用してもおよそ 10～12 Units・m2を超える
ような場合には手術適応から外れるとされている23）．
　根治手術では左肺動脈を上行大動脈起始部より切り
離して主肺動脈と吻合する直接吻合法と人工血管を用い
る方法とがあり，人工血管を用いるかどうかは左肺動脈
と主肺動脈との距離による24）．年少児で手術を行う場合
は，成長に伴って相対的に狭窄を生じる可能性がある
ため，可能な限り直接吻合することが望ましい2，12，17）．
　術後は，左肺動脈は高血圧・高血管抵抗から低血圧・
高血管抵抗へと急激に変化するため，左肺血流量は大
きく減少する．本症例においては，術後の心臓カテー
テル検査で左肺の肺血管抵抗は右肺の約 10倍で，肺
血流シンチグラフィでは左肺の肺血流量は右肺の約
1/9となった．Longらは AORPAの成人例で，根治手
術の 54カ月後に両側の肺血管抵抗が正常化した症例
を報告している25）．本症例で行った肺生検では，中膜
の壊死破壊像があることにより HE分類では 6度，八
巻らの IPVDでは 2.7度と高度な肺血管病変を認め

Table 2　AOLPA literature review

First author Year Age Sex Aortic arch Associated anomaly Surgery Result

Isolated AOLPA 

Weintraub3) 1966 7 yr M R ― RI S

Caudill4) 1969 4 yr F R ― RI S

Schiller5) 1971 18 mo F R ― RI S

Benatar6) 1987 2 mo F R ― RI S

Sechtem7) 1991 32 yr F R ― RI S

Mittal8) 1993 20 yr M R ― RI S

Prasad9) 1993 23 yr M R ― RI S

Tagliente10) 1996 24 days M R ― RI D 

Aru11) 2001 3 weeks M R ― RI S

Prifti12) 2003 34 days M R ― RI S

Nomura13) 2005 2 mo F R ― RI S

Nakamoto (this report) 2009 20 yr F R ― RI S

AOLPA with associated anomaly

      35 ToF
 

1941
 25 <1 yr 

15 M 23 R
   5 PDA only 

28 RI 24 S
 

–
 17 1–20 yr 

20 F 10 L
   6 VSD   

8 None 11 D
 

2008
 1 >20 yr 

15 NR 17 NR
   2 ASD 

14 NR
 

15 NR
  7 NR     1 DORV, DAA
       1 IAA, VSD

AOLPA: anomalous origin of the left pulmonary, M: male, F: female, R: right, L: left, RI: reimplantation, S: survived, D: died, NR: not reported, 
ToF: tetralogy of Fallot, PDA: persistence of ductus arteriosus, VSD: ventricular septal defect, ASD: atrial septal defect, DORV: double outlet right 
ventricle, DAA: double aortic arch, IAA: interruption of the aortic arch
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た．しかし中膜肥厚や内膜病変が軽度にとどまってい
る血管も混在してみられ，これらの血管床を通じて術
後遠隔期には左肺血流量も増加する可能性があると考
えられる．術後左肺の肺高血圧がなくなったことによ
り，喀血の症状はみられなくなった．また左肺を流れ
ていた大量の左右短絡血流がなくなり，左室容量負荷
は軽減した．今後も肺血流量の左右不均衡については
注意深く経過観察していく必要がある．

結　　語

　20歳で根治手術を施行した極めて稀な isolated 

AOLPAの症例を経験した．術後左肺の肺血管抵抗は
右肺の約 10倍で，左肺の肺血流量は右肺の約 1/9と
なった．喀血はみられなくなり，左室容量負荷は軽減
したが，肺血流量の左右不均衡については今後も注意
深い経過観察が必要である．
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