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右側大動脈弓に合併した左頚部頚動脈狭窄に対し
J型ガイディングシースを用い橈骨動脈経由でCASを施行した1例
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Abstract 
Objective: A right-sided aortic arch is a rare anomaly of the aorta in fetal life. We experienced a case of left carot-
id artery stenosis with a right-sided aortic arch, which was treated by carotid artery stenting via the trans-radial 
approach with a J-shaped guiding sheath. 
Case Presentation: A 63 year-old man was admitted to the hospital for left common carotid artery occlusion caused 
by cardiac embolism. Magnetic resonance imaging of the chest revealed right-sided aortic aorta. We performed 
mechanical thrombectomy via the trans-femoral approach and managed to get complete recanalization, but severe 
left carotid artery stenosis was detected after mechanical thrombectomy. Later, carotid artery stenting via the 
trans-radial approach with a J-shaped guiding sheath was successfully performed and the patient’s postoperative 
course was uneventful.
Conclusion: A right-sided aortic arch is a rare anomaly, but it is needed to have knowledge on this anomaly since it 
may be detected during some endovascular treatments. Furthermore, trans-radial approach with a J shaped guiding 
sheath was useful for left carotid artery stenting in a patient with a right-sided aortic arch.
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緒　　言

　右側大動脈弓は胎生期の血管形成異常により生じ、極

めて稀である。胸部レントゲンでは大動脈弓がわずかに

突出するが、検査前に気づかないことが多い。右側大動

脈弓の症例に対する頭頚部血管内治療の報告は少ない。

今回、我々は右側大動脈弓に合併した塞栓性左総頚動脈

閉塞に対して血栓回収術を行い、後日頚動脈狭窄症に対

しcarotid…artery…stenting（CAS）を施行した1例を経験

したので、文献的考察を交え報告する。

症例提示

　63歳、男性。既往に脳梗塞、慢性心房細動、脂質異

常症があり、右片麻痺、失語を発症し、他院に救急搬

送となった。頭部MRI/MRAで左総頚動脈閉塞による左

脳梗塞を認めたため、急性期再開通療法目的で当院転

院となった。血圧158/120…mmHg、脈拍…84/分・不整、

Japan…Come…Scale（LCS）I-3、全失語、右上下肢の徒

手筋力テスト（manual…muscle…test:…MMT）0の筋力低

下、右感覚障害といった症状を認め、National…Institute…

of…Health…Stroke…Scale（NIHSS）31であった。血液

検査は随時血糖…125mg/dL、HbA1c（NGSP）5.9%、

LDL-C…121mg/dL、D-dimer…1.0μg/dL、BNP…364.5…

pg/mLであった。頭部MRI拡散強調画像では…Diffusion…

Weighted…Imaging…–…Alberta…Stroke…Program…Early…CT…

Score（DWI-ASPECTS）6/11点の新規梗塞巣を認め…

（Fig.1A,B）、頭頚部MRAにて左総頚動脈閉塞を認めた

（Fig.1C,D）。また大動脈解離否定のため行った胸部MRI…

Gradient…echo法…heavy…T2強調画像では、大動脈解離は

否定されたが、右側大動脈弓、右側下行大動脈であるこ

とが疑われた（Fig.1E,F）。局所麻酔下、trans-femoral…

approach（TFA）で機械的血栓回収術を行った。アル

テプラーゼは右小脳半球に亜急性期脳梗塞を認めたた

め、適応外とした。右大腿動脈に8F…sheathを挿入した。

大動脈造影を行い、右側大動脈弓、左総頚動脈閉塞を

確認した（Fig.2A）。0.035インチガイドワイヤー、4F…

JB2コアキシャルカテーテル、Optimo…EPD…8F…90cm

（Tokai…Medical…Products,…Aichi,…Japan）を同軸で進め

た。左総頚動脈の選択に難渋したが、ガイドワイヤーと

JB2を左外頚動脈に先行させ、それを軸にOptimoを誘導

し左総頚動脈に留置した。Optimoのballoonをinflateし

総頚動脈を遮断し吸引をかけたところ（Fig.2B）、多量

の血栓が回収され完全再開通が得られた（Fig.2C,D）。

しかし左頚動脈分岐部に高度狭窄が残存しており、心

原性の血栓が同部位に引っかかった可能性が考えられ

た（Fig.3）。術後、神経症状は完全回復したが、左網膜

中心動脈閉塞症による視力障害のため左眼は指数弁と

なった。左頚部頚動脈狭窄は後日頚動脈ステント留置術

（carotid…artery…stenting…:…CAS）を行う予定とし、第25

病日、modified…Rankin…scale…2で一旦自宅退院となった。

　左頚部頚動脈狭窄は血管造影検査で狭窄度ECST法

76%、高位はC6椎体レベルと低位で内頚動脈が内側に

位置する回旋位であった（Fig.3）。MRI…black-blood法

Fig.1　入院時
A,…B:……頭部MRI拡散強調画像　DWI-ASPECTS…6/11の

新規脳梗塞を認めた。
C,…D:……頭頚部MRA　左総頚動脈閉塞を認めた。
E,…F:……胸部MR…I…Gradient…echo法…heavy…T2強調画像　大

動脈弓は通常の左側大動脈弓とは異なり後方やや右
側へとターンし（矢印）、右側下行大動脈（白矢頭）へ
と向かう右側大動脈弓、右側下行大動脈の所見を認
めた。

A EC

B FD

Fig.2　血栓回収術
A:……大動脈造影　右側大動脈弓、左総頚動脈閉塞を確認し
た。また左椎骨動脈が左総頚動脈より分岐していた。

B:……Optimoを左総頚動脈に留置したのち、Optimoのballoonを
inflateし総頚動脈を遮断した状態で吸引した。

C:…左総頚動脈の完全再開通が得られた。
D:…多量の赤色血栓が回収された。

A CB D
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によるプラークimagingでは…T1強調画像は対胸鎖乳突筋

比で1.62倍と高信号、T2強調画像も高信号で不安定プ

ラークを示唆する所見であった。CT検査ではプラーク

の石灰化は認めなかった。頚動脈エコーではプラークは

低輝度、狭窄部のpeak…systolic…velocityは524cm/sと大

きく上昇していた。大動脈3D-CTAでは心臓側より、左

総頚動脈、右総頚動脈、右鎖骨下動脈、左鎖骨下動脈

の順で起始しており、aberrant… left…subclavian…arteryを

伴っていた。また左鎖骨下動脈起始部は瘤化しており、

Kommerell憩室の合併も認めた（Fig.4A）。左椎骨動脈

は血栓回収術で判明した通り、左総頚動脈後方から分岐

しており、ガイディングシース誘導時に注意が必要と

思われた（Fig.4B）。左総頚動脈は大動脈弓頂点よりか

なり低位より起始し、血栓回収術時にアクセスに難渋し

たことから右上肢からのほうがアプローチしやすいと

考え、trans-radial…approach（TRA）を選択した。ガイ

ディングシースは手技中の安定性を確保するため先端に

J型の形状がついているAxcelguide…Stiff…J（Medikit…Co.…

Ltd.,…Tokyo,…Japan）を用いることにした。術前1週間前

より元々内服していたアピキサバン10mg/日に加え、ア

スピリン100mg/日、クロピドグレル75mg/日を追加した。

　血管内治療：全身麻酔で行った。右橈骨動脈に6F…

Axcelguide…Stiff-J-1…103cmを挿入した。Axcelguide…stiff…

J付属の6F…シモンズ型コアキシャルカテーテルで左総

頚動脈を選択した（Fig.5A）。Radifocus…Guidewire…0.035…

180…cm（Termo…Corporation,…Tokyo,…Japan）先行でイン

ナーカテーテルを左外頚動脈へと誘導し…（Fig.5B）、ガ

イドワイヤーをRadifocus…half-stiff…0.035…260cm（Termo…

Corporation,…Tokyo,…Japan） に 交 換、Axcelguideを 左

総頚動脈へと誘導した（Fig.5C）。左総頚動脈造影を行

い、ガイディングシースの位置が問題ないことを確認し

た（Fig.6A,B）。Caroid…GUARDWIRE…PS（Medtronic,…

Fig.3　血栓回収術術後左総頚動脈造影　
閉塞は完全再開通したが、狭窄病変が残存した。

A:……正面像　内頚動脈は外頚動脈より内側に位置する回旋位
であった。

B:…側面像　病変はC6椎体レベルと低位であった。

Fig.5　CAS　ガイディングシース留置
A:…コアキシャルカテーテルで左総頚動脈を選択
B:…コアキシャルカテーテルを左外頚動脈に誘導
C:……half-stiffガイドワイヤーとコアキシャルカテーテルを軸にAxcel-
guide…stiff-Jを左総頚動脈に誘導

Fig.4　大動脈3D-CTA（A:…正面像、B:…LAO像）
血管は心臓側より、左総頚動脈、右総頚動脈、右
鎖骨下動脈、左鎖骨下動脈の順で起始。左椎骨動
脈は左総頚動脈より起始していた。
（LAO:…left…anterior…oblique）

A B

A B

A CB

Fig.6　左総頚動脈造影
A,B:…CAS前
C:…CAS後

A CB
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Santa…Rosa,…CA,…USA）で病変部をleison…crossし、distal…

protection下にRx-Genity… 3.5… ×…40mm（Kaneka… Inc,…

Osaka,…Japan）で前拡張したのち、PRECISE…PRO…RX…

8…×…40mm（Cordis,…Miami…Lakes,…FL,…USA）を留置し

た。Rx-Genity…5.0…×…30mm（Kaneka…Inc,…Osaka,…Japan）

で後拡張を行い、吸引カテーテルでdebrisを吸引して

protctionを解除した。遮断時間は16分32秒と通常の

CASと遜色ないものであった。最後に左総頚動脈造影

を行い良好な拡張が得られていることを確認し手技を終

えた（Fig.6C）。手技中、ガイディングシースが大動脈

に滑落しないか慎重に確認しながら手技をすすめたが、

ガイディングシースは終始安定していた。術後は合併症

を認めず、経過順調で自宅退院となった。

…

考　　察

　右側大動脈弓は胎生期の大動脈弓の発生過程で生じ、

本邦での報告では0.14%1）の発生頻度とされる。内臓逆

位症による右側大動脈弓が最も頻度が高く、本症例のよ

うに内臓逆位を伴わない場合は約0.04%となる2）。多く

の場合無症状であるが、先天性心疾患や弁疾患を合併

することがある。下行大動脈は右側、左側どちらの場

合もあり、その頻度に差はないが、右側の場合は心奇形

の合併が多い。aberrant…subclavian…arteryを合併する場

合は血管による食道圧迫が原因で嚥下困難をきたすこ

ともある3）。発生早期の大動脈は、前腸の腹側で心臓か

ら連続する腹側大動脈と、背側を下行する1対の背側大

動脈からなる。腹側−背側大動脈間に各鰓弓に一致し

て左右6対の大動脈弓（鰓弓動脈）が出現、消失するこ

とで大動脈弓が形成されていく。第1、2大動脈弓は間

もなく消失し、第3大動脈弓は頚動脈に、第4大動脈弓

の左側は大動脈弓に、右側は右鎖骨下動脈起始に、第5

大動脈弓はすぐに消失し、第6大動脈弓が左右肺動脈と

なって左ではその遠位側が動脈管となる。このように

正常な大動脈の発生は、左第4大動脈弓が残存しそれ以

外が消退することであるが、右第4大動脈弓が残存した

場合、右側大動脈弓となる3,4）（Fig.7）。大動脈弓は分岐

形態によりいくつかの分類が提唱されているが、右側大

動脈弓の分類の1つにKinghts…&…Edwards分類 5）がある。

食道後大動脈弓の有無と左鎖骨下動脈の走行により分類

され、（1）with…a…retroesophageal…aortic…segment、（2）

without…a…esophageal…aortic…segmentにまず分類し、さ

らに（2）を1.…mirror…image…branching、2.…aberrant…left…

subclavian…artery、3.…isolation…of…left…subclavian…artery

に分類している。Stewartら6）は（2）の1、2、3をそれ

ぞれType…I、II、IIIに分類し、頻度は順に59%、39.5%、

0.8%と報告している（Fig.8）。Kommerell憩室は右側背

側大動脈の遺残とされ、TypeIIに最も多いと言われてい

る3）。保有者の6%で破裂、53%で破裂または解離を来し

たという報告もみられるため7）、アクセスの際に注意が

必要である。また右側大動脈弓において、左椎骨動脈は

通常のnormal… left…subclavian…arteryまたはaberrant… left…

subclavian…arteryから分岐する場合と、左総頚動脈から

分岐する場合があるが、後者は稀と言われている3）。

　本症例は慢性心房細動を認めたものの、循環器精査で

は他の異常を認めず、嚥下障害も認めない無症状の右側

大動脈弓症例であった。血管は心臓側より、左総頚動脈、

右総頚動脈、右鎖骨下動脈、左鎖骨下動脈の順で起始し、

aberrant… left…subclavian…arteryを伴っており、TypeIIで

あった。左椎骨動脈は左総頚動脈から分岐する稀な分岐

パターンも合併していた。Kommerell憩室の合併も認め

ており、TFAでは同部位に力学的ストレスが加わる可

能性があり、左総頚動脈は大動脈弓頂点よりかなり低位

から起始しTFAで行った血栓回収術時にアクセスに難

渋したことから、右上肢からのアプローチ（transbrachial…

Fig.7　文献4より引用
A:…6対のbranchial…archを示したRathke…diagram
B,C:…正常大動脈弓とその分枝の発生を示すschema
IA:……intersegmental…artery、LCCA:… left…common…carotid…
artery、LECA:… left…external…carotid…artery、LICA:…
left… internal… carotid…artery、RCCA:…right…common…
carotid… artery、RECA:… right… external… carotid…
artery、RICA:… right… internal… carotid… artery、BA:…
brachiocephalic…artery、LDA:…left…ductus…arteriosus、
LPA:… left…pulmonary…artery、LSA:… left… subclavian…
artery、RDA:…right…ductus…arteriosus、RPA:…right…
pulmonary… artery、RSA:… right… subclavian… artery、
ALSA:… aberrant… left… subclavian… artery、ILSA:…
isolated…left…subclavian…artery

A CB
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approach（TBA）もしくはTRA）を選択することとし

た。加藤ら8）は左総頚動脈の分岐角度やKommerell憩室

の破裂・解離リスクを考慮しTBAでCASを行い、安全

に手技を完遂できたと報告している。Ohtaniら9）はTFA

でのCASを予定としたが左総頚動脈へのバルーン付き

ガイディングカテーテルの誘導が困難であったため、右

TBA…に変更して治療した症例を報告している。誘導困

難であった原因として左総頚動脈の分岐が大動脈弁に近

い位置からであったことを挙げている。右上肢からの

アプローチにはTBAとTRAがあるが、Kiemeneijら10）は

TRAの方が穿刺部の皮下血腫、正中神経麻痺、仮性動

脈瘤形成、前腕虚血、コンパートメント症候群等の合併

症の発生が低く高い安全性を認めたとしており、我々

はTRAを選択した。ガイディングシースは、先端がス

トレート型の場合、右鎖骨下動脈から左総頚動脈の高

低差が大きいため、左総頚動脈分岐部でkinkingしたり、

stent…delivery…sheathを通過させる際に大動脈に滑落し

てしまう恐れがあったため、先端にJカーブ形状がつい

ているAxcelguide…Stiff-Jを使用した（Fig.9）。Stiff-Jは

先端の折り返し長8cmのtype-1と11cmのtype-2があり、

高低差に応じて使い分けることができる。シースの中間

層にステンレス鋼線のラウンドワイヤーブレードを使用

することで、耐kink性を向上させている11)。Jカーブの

作成方法や目的血管への誘導方法にはコツが必要である

が、手技中ガイディングシースは安定しており、有用で

あった。

結　　語

　右側大動脈弓に合併した左頚部頚動脈狭窄に対しJ型

ガイディングシースを用い橈骨動脈経由でCASを施行

した1例を報告した。右側大動脈弓はまれな大動脈弓パ

ターンであるが、血管内治療を行うにあたり認識してお

く必要がある。またCASの際、右橈骨動脈経由J型ガイ

ディングシースが有用であった。
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