
緒　　言

肺底区動脈大動脈起始症は，正常な気管支肺胞組織に
大動脈から分岐する異常血管が流入する先天奇形である
が1），分画肺を認めないため肺分画症とは独立した概念
として捉えられるようになってきた稀少疾患である2）．そ
のなかでも腹腔動脈から流入血管を認めた症例の報告は
少ない．今回我々は，無症候性に発見された左肺底区の
限局性浸潤影に対し，当初は炎症性変化と考えたが最終
的には肺底区動脈大動脈起始症と診断し，左肺底区域切
除術を施行した1例を経験したので報告する．

症　　例

患者：48歳，女性．
主訴：なし．
現病歴：当センターで胆嚢結石手術予定であったが，
術前の単純CTで左下葉に3cm大の限局性浸潤影を認め
たため当科紹介となった．
既往歴：肺炎（8歳）．
家族歴：特記事項なし．
生活歴：喫煙；20本/日×30年，飲酒；なし．
入院時身体所見： 身長155cm， 体重80kg． 体温

36.9℃，血圧118/71mmHg，脈拍73回/分，経皮的動脈
血酸素飽和度（SpO2）97％（室内気）．呼吸音清，左右
差なし．
初診時検査所見：血液検査，心電図，呼吸機能検査に
異常を認めず．
初診時画像所見：胸部X線写真で左下肺野に心陰影と

重なる限局性浸潤影を認めた（図1）．胸部単純CT画像
では左肺下葉S10に収縮傾向を呈する3cm大の限局性浸
潤影を認めた（図2）．
症状に乏しく画像所見からは器質化肺炎等の炎症性変
化を考えたが悪性疾患も否定できないため気管支鏡検査
を勧めたが経過観察を希望した．3ヶ月後の胸部単純CT
画像でも陰影の変化がなかったため気管支鏡検査を施行
した．気管支鏡では観察範囲内に異常を認めず左B10に
対して擦過細胞診，気管支洗浄を施行したが，細菌検査
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図1　初診時胸部X線写真．左下肺野に心陰影と重なる
浸潤影を認める（矢印）．
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や病理検査で陽性所見を認めなかった．3ヶ月後に造影
CTを施行したところ，浸潤影から造影効果を伴う索状
の構造物が横隔膜を貫通し腹腔動脈と合流することを確
認した（図3）．上記所見から索状物は肺に流入する異常動
脈と考え，本症例を肺底区動脈大動脈起始症と診断した．
本疾患は大動脈からの血流が直接肺に流入することに

よる出血のリスク，また左→左シャントによる心不全の
リスクがあるため，無症状ではあったが比較的若年であ
り外科的切除の方針とした．
手術所見：右側臥位．第8肋間より胸腔鏡を挿入し胸
腔内を観察したところ，異常血管である腹腔動脈からの
分枝が横隔膜を貫通して肺底区に流入するのが確認でき
た．これを横隔膜貫通部でEndo GIATM Tri-StapleTM 

Technology（Medtronic）を用いて切離した．肺底区間
で切離したうえ，左肺底区域切除を完了した．
病理組織所見：底区域に流入するやや太い動脈を認め
る．区域性に肺胞壁の肥厚や気管支上皮化生を認める．
すでに線維化をきたしている所見であり，炎症後の経過
としても矛盾しない．
術後経過：術後合併症なく無症状で過ごしている．術

後11ヶ月造影CTで腹腔内に残存した血管は狭小化して
いた．

考　　察

肺底区動脈大動脈起始症は正常な気管支肺構造を有す
る肺底区に体動脈からの異常血管が流入し，正常肺静脈
に灌流する先天性血管異常である．以前は肺分画症の
Pryce I型と扱われていたが1），そもそも気管支分岐異常
による分画肺を認めないため，1962年にCampbellら2）が
本症をanomalous systemic arterializations of lung with-
out sequestrationと提唱し，わが国においても1985年に
小川ら3）が肺底区動脈大動脈起始症を提唱した．
1985年から2016年までの国内外で検索しうる肺底区動

脈大動脈起始症65症例に自験例を加え，特徴と治療法に
ついて表にまとめた（表1）4）～8）．年齢は生後6日から76
歳まで偏りなく幅広い世代にみられ，明らかな性差は認
めなかった．病変は全例下葉に限局しており，うち55例
は左下葉に認めた．血痰・喀血を主訴に発見された症例
が35例と最多ではあるが，自験例のように無症状で発見
された症例も17例あった．異常血管は多くは1本である
が，2本の異常動脈を認めた症例を4例認めた．異常血管
の直径の中央値は10.0mmであった（4.0～20.0mm）．58
例は下行大動脈から異常血管が分岐しており，自験例含
め4例のみ腹腔動脈から分岐している症例があった．治
療法とその他の因子（年齢・性別・分岐元・血管数・血
管径）に明らかな関連は認めなかった．49例は手術が施
行されており，ほとんどは肺葉切除，肺底区域切除など
の肺切除と異常血管の切離を施行されていたが，1例は
異常血管の遮断（ステープリング）のみ行われていた．
2006年からはコイル塞栓術を施行される症例も増加傾向
にあった．
本疾患は大動脈から肺底区に流入する異常血管の確

認，および正常な気管支・肺構造の確認により診断され
る．これらの確認に関して以前は肺動脈造影や気管支鏡
検査が施行されていた．しかし現在では画像診断技術の
進歩により造影CTのみでも異常血管の描出や気管支の
連続性の確認が可能となり，血管造影や気管支鏡検査が
省略される場合もある9）．自験例では造影CTで正常な左
肺動脈のA10が欠損し，左S10には腹腔動脈からの異常血
管が灌流していることを確認した．また，造影CTおよ
び気管支鏡検査においても正常な気管支肺構造であるこ
とを確認できたため肺底区動脈大動脈起始症と診断した．

図2　初診時胸部単純CT．左肺底区（S10）に収縮傾向を
呈する限局性浸潤影を認める．

図3　造影CTを元に作成した3D血管画像．腹腔動脈か
ら分岐して左肺底区に流入する異常血管を認める．
PA：肺動脈，CA：腹腔動脈，矢印：左肺底区に流入
する異常血管．
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本疾患は先天性の血管異常であり，自験例のように健
常者がCTを撮影した際に，偶然に発見されるケースが
考えられる．そのため，下葉（特に左側）に索状影を認
めた際には本疾患を疑う必要がある．自験例では陰影が
浸潤影を呈していたため，単純CTで異常動脈の流入の
確認が困難であった．本疾患は気管支分岐異常を伴わな
いため肺分画症と比較すると感染のリスクは少ないとさ
れているが，炎症性変化を伴う場合には血管影の同定が
困難となることがある．自験例では改めて見直してみる
と，単純CTでも浸潤影から索状影が大動脈に向かって
延びていることが確認できた．また，中野ら10）はCTに
おける異常動脈の特徴として，①大動脈との連続性，②
急峻な途絶などの異常な形態，③末梢の亜区域支以下の
レベルで気管支に伴走する径の太い血管の存在，といっ
た所見を挙げており，自験例でも①～③のすべての特徴
を満たしていたためCT読影の際には有用な所見と考え
られる．
本疾患の治療方針は，無症状の症例は経過観察される

こともあるが，喀血により呼吸不全を呈した症例も報告

されており，基本的には治療介入が必要と考える．治療
法には手術，コイル塞栓術があるが，その選択は各施設
の判断でなされており，明確な基準はないのが現状であ
る．手術の利点は血管の太さや灌流域にかかわらず治療
でき，またこれまでの症例の蓄積も豊富なことが挙げら
れる．手術では異常血管の切離と肺切除が行われるが，
葉切除と区域切除のどちらが良いのか一定の見解は得ら
れていない．血管造影でもわからない異常血管の走行や
シャントなどが存在するため，葉切除の方が安全だとす
る意見もある一方10），区域切除でも良いとする報告もあ
る11）12）．肺底区動脈大動脈起始症に対するコイル塞栓術
は2006年から報告されており，デバイスの発展とともに
近年増加している治療法である．低侵襲であり，若年者
も多いことから美容面でも優れた治療法と考えられる．
しかし，現在のコイル塞栓のデバイスでは10mm以上の
太い血管では閉塞不十分となりうること，塞栓症のリス
クを伴うことが問題点として挙げられている13）．自験例
では事前の造影CTで異常動脈の径が6mm程度とこれま
での報告と比べても比較的細径ではあったが，腹腔内か

表1　肺底区動脈大動脈起始症の66例まとめ（1985～2016年）

合計（例） 66
年齢（中央値［範囲］） 34［0～76］

性別
男性 36
女性 29＊

記載なし 1

症状

血痰/喀血 35
なし 17＊

咳 3
胸痛 6
発熱 3
動悸 1
呼吸困難 1

流入血管

下行大動脈 58
腹大動脈 3
腹腔動脈 4＊

横隔動脈 1

流入血管数
1 61＊

2 4
記載なし 1

流入血管径（mm）（中央値［範囲］） 10.0［4.0～20.0］

部位
左下葉 55＊

右下葉 10
両下葉 1

治療

手術 49＊

塞栓術 7
ステープリングのみ 1

経過観察 8
胎内死亡 1

文献4～8をもとに作成．＊：自験例を含む．
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ら胸腔内へと続く長い血管であったため症例の蓄積が豊
富な手術を行う方針とした．また良性疾患という性質
上，肺機能温存を優先し，毛細血管の増生が底区に限局
されていること，下葉に流入するA6を確認できたことか
らS6を温存した．
自験例の特徴的な点として腹腔動脈から異常血管が分

岐していたことが挙げられる．一般的には下行大動脈か
らの分岐が多数を占め，これまでの報告でも腹腔動脈か
らの分岐は3例を認めるのみであった．一般的に，異常
動脈の残存断端には体動脈圧がかかり瘤化する恐れがあ
るため血管処理は可能な限り大動脈近傍で行うことが良
いとされている10）．しかし，自験例では異常動脈起始部
が腹腔内にあったため横隔膜貫通部での血管処理とな
り，腹腔内に4cm程度の断端が残る形となった．これま
で腹腔動脈から分岐した異常動脈に対して手術が施行さ
れた例の報告はなく，残存血管の瘤化が懸念された．瘤
化した際には手術による切除，もしくはコイルによる塞
栓術を検討していたが，術後11ヶ月で残存血管は狭小化
しており良好な経過をたどっている．

著者のCOI（conflicts of interest）開示：本論文発表内容に
関して特に申告なし．
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Abstract

A case report of anomalous systemic arterial supply to  
the left basal lung segment from the celiac artery

Yuya Shirai a, Kika Kunoa, Kinnosuke Matsumotoa, Yuichi Mitsui a,  
Kiyonobu Uenoa and Yasunobu Funakoshi b

a Department of Respiratory Medicine, Osaka General Medical Center 
b Department of Thoracic Surgery, Osaka General Medical Center

A 48-year-old asymptomatic woman was introduced to our department because of the detection of an abnor-
mal lung shadow before gallbladder stone surgery. Non-contrast chest-computed tomography (CT) showed an ill-
defined area of opacity in the left basal segment. We performed a bronchoscopy that confirmed normal bronchial 
branching, and revealed no significant findings regarding the shadow. Contrast-enhanced CT revealed an abnor-
mal artery branching from the celiac artery and we diagnosed anomalous systemic arterial supply to the left bas-
al lung. Transection of the aberrant artery and a left basal segmentectomy were performed successfully. This 
case presented an infiltrative shadow due to historic inflammation, which made it difficult to identify the aber-
rant vascular shadow. It is necessary to check the inflow of aberrant blood vessels when a funicular shadow is 
detected in the basal lung segment.
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