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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　われわれは250例に胎児心エコー検査を行い10例の胎児心疾患を経験した．心奇形としては，大血管転

位，両大血管右室起始，ファロー四徴，僧帽弁閉鎖，多脾症，心内膜床欠損の6例であり，不整脈は，

房室ブロック4例，心房粗動，頻拍性上室性不整脈，洞房ブロックの7例であった．胎児心房粗動に対

し，母親に経口的にジゴキシソを投与することで，子宮内で治療できた．房室ブロック4例のうち3例

に心奇形が認められ，2例は死亡した．胎児房室プロヅクの予後は合併心奇形の有無により左右される．

また，胎児心不全が5例に認められ，胎児水腫や胸水，腹水，心のう液貯留といった胎児内への水分の

過剰貯留の所見や，胎児心の大きさ（Total　Cardiac　Dimension）の急激な拡大が認められた．心奇形

のない91例に対し，Totoal　Cardiac　Dimensionを測定した結果4週間に約5mmずつ大きくなることが

わかった．心疾患をもつ胎児に対しては心不全の有無をよく把握しておくことが大事である．

　　　　　　　　　はじめに

　われわれは1980年より胎児に対し断層心エコー法を

応用することで250例の胎児心の評価を行ってき

た1）一一3）．その結果，10例（表1：心奇形6例，不整脈7

例）の異常を出生前に診断し，出生後までフォP一アッ

プした．その経験をもとに先天性心奇形の出生前診断

胎児不整脈及び胎児心不全の診断，管理につき考察す

る．

　　　　　　　　対象及び方法

　対象は1980年9月より1984年8月までに久留米大学

及び久留米市聖マリア病院をおとずれた妊婦250例で，

異常例はいずれも産科医により何らかの胎児の異常に

気づかれて当小児科に紹介された．他の例はスクリー
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ニングの目的で胎児心エコー検査を実施した．装置は

東芝SSL・53M電子走査型超音波診断装置，横河FP

2000，Aloka　SSD－210DXを用い，トランスジューサー

は3．5MHzのリニアスキャンを使用した．方法は断層

心エコー法にて胎児心構造を評価し，全例ビテ：ホテー

プもしくはポラロイドカメラにて記録した．構造評価

に際しては，われわれもすでに報告した如く1｝一一3），four－

chamber　view，大動脈水平断面（Great－vessel　orienta－

tion　view4｝），左室長軸断面，右室長軸にて動脈管が描

出可能な断面，左室短軸断面，大動脈弓が描出される

断面，上下大静脈と右心房が描出される断面を用いた．

また不整脈が認められた例に対しては，まずfour－

chamber　viewを描出し，その後心房壁及び心室壁の

動きを同時にMモード心エコー図に記録することで診

断の助けとした5）．

　つぎに今回，胎児心の大きさの変化が胎児心不全の
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？：1　胎児心エコー検査で発見さ21た心ハ人患、

SEP　l98｛｝AUG　1984

Case　No． Findings Structural　diagn・sis＃ FETAL　AGEや FCIIF＊ Outcome

1 RV－AO　connection d・TGA，　PA，　PDA 36w （一） alive

2 RV・AO　connection DORV（Taussig－Bing） 34w ／一 ） dead

3 hydrops，　bradycardia TOF 32w 十） dead

4
atresia　of　the　left

AV　valve
MA，　AA，　VSD 29w 1：一〕 dead

5 common　AV　valve
2：1AV　block，　hydrops

Polysplenia，　ECD，

IAA，　PDA
33w 〔十） dead

6 complete　AV　block norma1 36w （一　、　　　ノ anve

7
atrial　flutter

pleural　effusion
normal 34w 1十） alive

8
tachyarrhythmia
pericardial　effusion

norma1 39w （十｝ alive

9
arrhvthmia　　　げ 110rma1 39w ；一） aIive

10 common　AV　valve
2：1AV　block，　hydrops ECD 24w ・1→） dead

Structural　diagnosis＃：1，8）confirmed　by　cathetelization．2－5）by　autopsy．6、7、9，10）only　by

　　　　　　　　　echocardi⊂）gram．

FETAL　AGE（4：Fetal　age　at　diagnosis

FCHF＊：Feta］Congestive　Heart　Failuure

TOTAL　CARDIAC　DIMENSION

輪ご

R＞〈P

尋梼元

DIASTOLE

図1　図の如く，両心室の拡張期最大径を計測する．

　RA：右心房，　LA二左心房，　RV：右心室，　LV：左

　心室

診断のための1指標となり得るかを同時に検討した．

測定に際しては，SahnらのいうTotal　Cardiac

Dimension4）（以下TCDと略す）を用いた．方法は図

1の如く，両房室弁が同時に明瞭に描出できるfour・

chamber　viewにて，右室壁外側から左室壁外側まで

の拡張期最大径を計測した．対象は非心疾患群として，

ビデナテープに記録されたなかからfour－chamber

viewが描出されている在胎20週から39週までの91例

を連続的に選出した．明らかに胎児心に異常を認めた

ものおよび多胎例は対象から除外した．在胎20週から

23週まで15例（平均22週4日），24週から27週まで17例

（平均25週6日），28週から31週まで24例（平均29週5

日），32週から35週まで20例（平均33週4日），36週か

ら39週まで15例（平均37週6日）が対象となった．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．先天性心奇形，胎児不整脈の診断，管理

　Case　1．在胎36週にて心音の異常に気づかれる．胎

児心エコー図にて右側心室から大動脈が起始している

のが認められた（図2）．また徐脈があり，2：1房室

ブロックが疑われた．帝王切開にて出生．心電図では

2：1房室ブロックがあり，心不全出現．出後後2時

間で体外式ペースメーカー使用．2生日に永久式ペー

スメーカー植込みを行い救命しえた．4ヵ月時の心カ

テーテル検査で，大血管転位，肺動脈閉鎖，心室中隔

欠損，動脈管開存と診断した．

　Case　2．在胎34週のとき胎児エコー検査にて，“心臓

の形がおかしい”と気づかれた．本症例の胎児心エコー

検査では大動脈が右側心室より起始している所見と大

きな心室中隔欠損が認められた．両大血管右室起始や

大血管転位が疑われた．帝王切開にて出生．多発奇形

（小顎症，指の位置異常など）を認め，18トリソミーを

疑った．心不全にて死亡．剖検にて両大血管右室起始

（Taussig－Bing）と診断された．

Presented by Medical*Online



昭和61年3月1日 141－（5）

d・TGA　Fetus；36w

w　　　ニ　　　＋eth　　サが　　

』
ぎ
、

x”’”Ymx一

t
r

av
　”「∵　ぶ．

　w轄ぬ
叉聯
　　篭、　　　　　　　xe

　Wt一賠磯

・ こ痴‥
　　E
　　　　　　疎《慨＝’

魂・ぷr唖エ
SUL。 ご〉一

　　　　R　　　　　　　　　　　　　　　　R　　　　　　　　　　　　　　　　　　R

A十P　　A（1）tp（S）　　A・中（S）

図2　右側心室よりアーチを形成する大動脈が起始している所見を認めた．肺動脈が

　いずれの心室から起始しているほかは不明であった（心カテーテル検査の結果は肺

　動脈閉鎖）．図は左から右へ順に断面を胎児の上方へ移動させている．

　RA：右心房，　LA：左心房，　RV：右心室，　LV：左心室，　AV：大動脈弁，　PA：肺

　動脈，Ao　Arch：大動脈弓
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図3　右側房室弁（三尖弁）は開放しているが

　る．

　MV：僧帽弁，　TV：三尖弁

　　　　　FETUS；29W6D
左側房室弁（僧帽弁）は閉鎖してい
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図4　左の図は肺児胸部横断面で，右の図は胎児縦断面を表している．横断面で心臓

　に共通房室弁が認められる．すでに胎児水腫となっており，胸水，腹水，皮下に浮

　腫を認める．

2：1　A・VBLOCK

い舞載藩1舞
　　二ニニニニ芸∴籔㌶議窒言な三

肝 詳驚璽秦嚢蒙擁i叢
　竃一
　　　　0・5sec　　　　　FETUS；33WOD，POLYSPLENIA
　　　　一
図5　上が左房壁，下が右室壁の運動を同時記録して

　いる．右室が1回収縮する間に左房が2回収縮して

　いる．

　LA：左心房，　RV：右心室

＝琴ヨ…嘩鍾．⊇≡ご治
墨雛蓼誌慧麸類癒嚢
　　　　　　　　　　　　一一、．一う」一一一1－一一一一．」

　　Complete　A－V　810ck（36weeks，Fetus）
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　Case　3．在胎32週にて産科で胎児水腫を指摘される．

その基礎心疾患検査のため胎児心エコー検査を施行し

た．胎児水腫を認めたが，大血管の描出が困難で構造

評価ができなかった．すでに徐脈傾向（60～100回／分）

にあり，翌日子宮内死亡．剖検でファロー四徴症を認

めた．

　Case　4．在胎29週の胎児エコー検査でHoloprosen・

cephalyの脳奇形が認められ，心奇形検索のため胎児

ぞ、

轟
で
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姦
翠

｝図6　上が左房壁，下が左室壁の運動を同時記録して

　いる．左室が1回収縮する間に左房が3～4回収縮

　している，心房内で認められる6utteringは卵円孔

　の動きである．

　RA：右心房，　LA：左心房，　IAS：心房中隔，　LV：

　左心室

心エコー検査施行．左側房室弁閉鎖の所見を得た（図

3）．経膣分娩にて出生し，3生日に呼吸不全，心不全

にて死亡．剖検にて僧帽弁閉鎖，大動脈弁閉鎖，心室

中隔欠損，動脈管開存，大動脈弓低形成を認めた．

　Case　5．在胎33週にて徐脈を指摘．胎児心エコー検

査では共通房室弁を認め（図4），2：1房室ブロック
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図7　左が治療前，右が治療後のMモード心エコー図を示す．治療前心房が460beatt／

　min心室が230beats／minで2：1伝導の心房粗動であったが，治療後は心房心室共

　に135beats／minに減少している．

　RA：右心房，　LV：左心室，　RV：右心室，　LA：左心房

34w2d

（図5）を合併していた．すでに胎児水腫の状態にあり，

帝王切開にて娩出後ペースメーカーを挿入し蘇生を試

みたが反応せず死亡した．剖検にて多脾症，共通房室

弁，大動脈弓遮断，動脈管開存が認められた．

　Case　6．在胎36週にて胎児徐脈を指摘される．心房

収縮毎分160～170回，心室収縮毎分40～50回であり，

先天性完全房室ブロックと診断した（図6）．心奇形は

認めなかった．39週で帝王切開にて出生．胎児期には

胸・腹水や胎児水腫など心不全症状の出現は認めな

かったが，出生後数時間で心不全が出現し，体外式ペー

スメーカー挿入．一週間後永久式ペースメーカーを植

込み救命しえた．出生後の断層心エコー検査では心奇

形は認めなかった．また，本症例の母親はSLEの症状

はないが，抗核抗体が陽性を示し経過観察中である．

　Case　76）7）．妊娠34週で腹痛を訴え受診．胎児心拍モ

ニターで頻拍を認め，胎児心エコー検査を行った．心

奇形はなかったが，Mモード心エコー図で心房収縮毎

分460回，心室収縮毎分230回の所見を認め（図7），2

対1伝導の心房粗動と診断した．そこで妊婦に対し経

口的にジゴキシンを投与した．1回目0．5mg，3時間後

0．5mg，更に9時間後0，25mg追加した．投与開始後

17．5時間で心房心室共に毎分135回と収縮回数が減少

した．また心拍が減少した後の胎児エコー図（図8）

では，多量の胸水貯留が認められた．自然破水もあり，

2日後shake　testが陽性になるのを待ち帝王切開施

行．Apgar　scoreは1分後8点．心電図は洞調律を示
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図8　治療後の胎児エコー図．多量の胸水貯留が認め

　られた．心構造異常は認められなかった．

　RA：右心房，　LA：左心房，　RV：右心室，　LV：左

　心室，PE：胸水

した．胸水貯留による呼吸障害があり人工換気を必要

としたが，2日後胸水は消失しその後経過良好で，1

年後の現在まで再発はない．
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　間隔は全く不規則で，当初心房細動を疑った．
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図10　Case　8の9ヵ月時の心電図を示す．心拍数は毎分100～120回の頻拍を示し，矢

　印の如く，P波は多種のものが出現．基線は心房細動と異なり，平担である．chaotic

　atrial　rhythmが考えられた．

1輪撒置璽糊
　　　　｝1

　Case　8．在胎39週のとき胎児心拍の不整に気づかれ

る．胎児心拍は全く不規則（図9）で，心房細動や洞

不全症候群を疑った．時に毎分180～190回の頻拍を示

すこともあった．経過中心のう液貯留の出現を認め，

心不全を疑い帝王切開施行．出生後一過性に多呼吸（毎

分50　一一　60回），肝腫大（2．5cm触知）あり．心拍は毎分

130～200回と頻拍を示した．出生後の心電図（図9）で

は頻拍性上室性不整脈の所見があり，当初心房細動の

診断のもとにジゴキシンやジソピラミドの内服や直流

除細動を試みたが著変なかった．図10は11ヵ月現在の

心電図だが，（1）P波の形態が3種類以上と多様であ

ること．（2）基線は心房細動と異なり安定しているこ

と．（3）心拍数毎分100回以上の頻拍を示していること

より，この不整脈はchaotic　atrial　rhythm8）と考えて

いる．ベラパミールやアトロピンの静注にも反応しな

かった．
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図11上が胎児期のMモード心エコー図で，下が出生

　後のホルター心電図を示す，胎児期，収縮の“ぬけ”

　が認められた．出生後のホルター心電図では洞房ブ

　ロックが記録された．

　LA：左心房，　LV：左心室

　Case　9．在胎39週で胎児の不整脈に気づかれる．　M

モード心エコー図で間欠的に心房心室ともに収縮しな

い時期が記録され（図11），sinus　arrestやSA　block

が考えられた．経膣分娩にて出生後ホルター心電図を

記録し，SA　blockが認められた．生後1ヵ月まで続い

た後消夫．その間無症状で経過した．

　Case　10．在胎24週にて胎児徐脈を指摘される．胎児

心エコー検査では共通房室弁を認め，完全型心内膜床

欠損と診断した．大血管の評価は困難であった．また

2：1房室ブロックを伴っていた．本症例では定期的

にTCDを計測した（図12）．在胎24週では22mmで

あったが，25週で35mmと急激な拡大を示し，同時に

腹水が出現した．そのため肺児心不全を疑った．26週

ではTCDは45mmと増強し胎児水腫となっていた．

後に胎内死亡となった．

　2．Total　Cardiac　Dimension（TCD）の胎齢による

変化

　在胎20週から39週までの胎児91例を正常群として

Totoal　Cardiac　Dimensionを測定した．その結果，在

胎20～23週ではTCDは2．2±0，3cm　（mean±SD），

24～27週では2．7±0．4cm，28～31週では32±0．3cm，

32～35週では3．8±0．3cm，36～39週では4．3±0．3cm

であった（表2）．
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Signs　of　Fetal　Congestive　Heart　Failure

TCD（mm）

50

40

30

20

10

0

22

（Case：ECD，2：l　AV　B］ock）

　　　45
　　　　　K
35　　　　　　　Hydrops（＋）

．㌧芦ル．Ascites（＋）

24 25 26 27 28（weeks）

　　　　　　　TCD：Total　Cardiac　Dimension

　　　　　　　＃lnorma！　range（mean士SD）

図12　25週には腹水が出現，26週には胎児水腫となっ

　た（Case　10）．

表2　Total　cardiac　dimensionの胎令による変化

　4週間て約5mmずつ大きくなっているのがわかる

fetal　age
（weeks） 2023 24－27 28－31 3235 36－39

mean（cm）

S．D．（cm）

N

2．2

0．3

15

2．7

0．4

17

3．2

0．3

24

3．8

0．3

20

4．3

0．3

15

　異常例としてCase　10においてTCDを測定したが，

25週より正常群の値から大きく逸脱していき，心不全

による心拡大が確認された．

　　　　　　　　　　考　　案

　1．先天性心奇形の出生前診断について

　まず胎児心エコー検査による診断の意義について，

われわれは次のように考えている．第1に，生後間も

なく急激に悪化する危険性のある心臓病を本検査によ

り出生前に診断されていれぽ，その処置が充分できる

施設で分娩を行うことも可能になること．第2に，胎

児水腫や胸・腹水を認めた場合，あるいは胎児不整脈

がある場合に基礎心疾患があるかどうかが検索できる

という点．第3に，ハイリスク妊娠に対するカウンセ

リングが可能になるという点である．胎児心エコー検

査の適応について，Kleinmanら9）は表3のように述べ

ている．

　つぎにどのような心疾患が診断可能であろうか．比

較的容易なものとしては，一側房室弁閉鎖，完全型心

内膜床欠損，大きな心室中隔欠損などであろう．疑う

ことが可能な疾患としては，ファロー四徴症，大血管
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表　3

Fetal　factors

　Intrauterine　growth　retardation

　Fetal　arrhythmia

　Somatic　anomalies（ultrasound，　fetoscopy）

　Decreased　fetal　activity

　Abnormal　genetic　screen（amniocentesis）

　Hydrops　fetalis

Maternal　factors

　Heart　disease

　Drug　exposure（eg，　alcohol，　narcotics，　lithium，

　antiCOnVUISantS，　etC．）

　Hydramnlos
　Rh　sensitization

　Dlabetes　Mellitus

　Collagen　vascular　disease

Familial　factors

　Congenital　heart　disease

　Genetic　syndromes

by　Kleinman　CS，1983

転位，両大血管右室起始，一側半月弁閉鎖，肥大型心

筋症や心臓腫瘍などがあげられる．大動脈縮窄や大動

脈弓遮断について，Allanら1°）は実例をあげ，その出生

前診断は可能としている．しかしわれわれのところで

は大動脈弓の描出率そしてその明瞭度が他の断面と比

較し低いため，現在のところ診断はまだ難しいと考え

る．

　最後に出生前診断ができた場合，家族，本人に対し

どのように話すかという問題が残る．われわれの現在

の方針としては，父親や家族には事実を告げることが

必要と考えている．妊婦本人に対しては身体的・心理

的状態を考慮し，より慎重でなけれぽならない．話す

際には日常密接な交流がとれている産科医が行うこと

が大切と考える．診断が暖昧な場合，不用意な発言を

慎しむべきことは当然である．次に事実を告げた後，

胎児に対する管理方針を家族，本人と話しあい決定し

なけれぽならない．不整脈や心不全のため，帝王切開

によって積極的に救命策をとるべきか否かしばしぼ問

題となる．その際には，出生後長期生存の可能性，手

術による救命率，心疾患以外の合併奇形の有無，本人・

家族がどの位児の出生を希望しているか，家族の社会

生活背景など多くの因子を考慮しなけれぽならない．

染色体異常やある種の代謝異常症のように羊水穿刺に

より妊娠早期に診断可能な場合には人工妊娠中絶の適

応について検討することになる．先天性心奇形におい

ても，今後早期診断により人工妊娠中絶の適応が問題

日本小児循環器学会雑誌　第1巻　第2号

となる症例が出現する可能性はあると考える．

　2．胎児不整脈の診断・治療

　（i）上室性頻拍症

　胎児の上室性頻拍症は心不全により胎児水腫や胎内

死亡の原因となり得る．胎児頻拍を認めた場合，Mモー

ド心エコー法により診断をつけることが重要である．

その結果，発作性上室性頻拍や心房粗動であれば，子

宮内にて経胎盤的治療を行うことができる．過去の報

告ではジゴキシン11）’．13）の他にプロプラノロール14）や

プロカインアミド15）などを使用した例もある．経胎盤

的治療の効果があれぽ，分娩をより安全に行うことが

でき，特に肺の成熟が期待できない時期においては，

まず検討すべき方法と思われる．もし効果がなければ，

帝王切開や出生後のジギタリス投与やカウンター

ショックなど考えなけれぽならない．

　（ii）房室ブロック

　本疾患の予後を左右する因子としては，基礎に重症

心奇形を有するか否かが最も重要である16）．われわれ

が経験した4例の房室ブロックのうち3例は心奇形を

有し，うち2例は胎児水腫となり死亡した．管理に際

しては，合併心奇形を充分調査しなけれぽならない．

先天性房室ブロックと母体のSLEとの関連性がよく

指摘される17）．われわれも1例に母体の抗核抗体が陽

性であった．房室ブロックの治療方針として，胎児心

不全のない例ではできるだけそのまま経過観察する

が，心不全出現の有無を厳重に監視しておかなけれぽ

ならない．心不全が出現した例では，帝王切開にて娩

出後ペースメーカーを使用する．出生前心不全のない

例に帝王切開が必要であるか否かだが，安全性から考

えると，経膣分娩は現在のところ分娩中のモニタリン

グの点で問題があり，今後の検討を要する．

　3．胎児心不全の診断・管理

　胎児が心不全に陥っていることが確認されれぽ，救

命のためには遅れることなく治療することが必要であ

るが，胎児心不全の診断に関し詳細に検討したものは

広瀬の報告5）以外あまりみない．そこでわれわれも胎

児心不全の際，胎児エコー図でどのような所見が認め

られるかを調べた．まず胎児心の大きさの変化の変化

が心不全の評価に有用であるかを検討した．対照とし

て，非疾患群のTCDを測定したが，在胎20週以後4週

間でほぼ5mmずつ大きくなることがわかった．　Sahn

らの報告4）には胎児の推定体重別のTCDが測定され

ているが，われわれの調査では胎齢別に測定したので，

著しい子宮内発育不全例では側定値をそのまま今回の
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データと比較することはできない．つぎに心疾患をも

つ胎児1例（Case　10）に対し，経時的なTCDの測定

を行った．その結果，心不全が出現しはじめた1週間

（在胎25週から26週まで）に13mmも拡大し，その後も

対照群の大きさから大きく逸脱していた．心拡大

（TCDの変化）を心不全の指標とするには1回の測定

だけでなく，経時的な変化も併せて評価した方がより

確実という印象を得た．今回，胎児心疾患10例のうち

胎児心不全と診断した5例から所見をまとめると，（1）

水分が過剰に胎児内に貯留した所見として，胎児水腫

や胸，腹水，心のう液貯留．（2）胎児心の拡大（TCD

の増大）が認められた．胎児心不全に対する管理法と

しては総合的に判断し，少しでも胎児心不全の疑いが

あれぽ，頻回の観察により心不全の増悪に備えなけれ

ばならない．胎児心不全の診断は分娩の時期，方法の

決定に極めて重要である．心不全があれぼやはり帝王

切開による娩出が適当と考える．時期の決定は肺の成

熟度と心不全の程度をあわせて考える必要があるが，

待ちすぎて時期を失してもいけない．胎児心不全に対

する薬物療法を含めた子宮内治療はまだ未検討である

が，上室性頻拍に対する経胎盤的治療の如く可能性は

残されており，今後の研究開発が待たれる．

　謝意：今回の発表に際し，協力していただきました久留

米大学産婦人科浜田梯二先生，石松順嗣先生，永谷みどり先

生，久留米市聖マリア病院産婦人科井手信先生に深く感謝

の意を表します．
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Prenatal　Diagnosis　and　Treatment　for　10　Fetuses　with　Cardiac　Problems

Katsuhiko　Hirata，　Noriko　Rikitake，　On　Toyoda，　Yoshiharu　Eto，　Tetsuharu　Takechi，

　　　　　　　　　　　　Fumio　Yoshioka，　Kazuoki　Yokochi　and　Hirohisa　Kato

　　　　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Kurume　University　Hospital

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Takamoto　Matsunaga

　　　　　　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Kurume　University　Hospital

　　　We　have　performed　fetal　echocardiography　on　250　cases，　and　found　10　cases　of　fetal　cardiac　disease

（6cases　of　cardiac　anomalies　and　7　cases　of　arrhythmias）．　The　cardiac　anomalies　we　found　were　TGA，

DORV，　TOF，　MA，　Polysplenia　and　ECD．　The　arrhythmias　were　complete　AV　block，2：1　AV　block（3

cases），　atrial且utter，　supraventricular　tachyarrhythmia　and　SA　block．　The　purposes　of　the　prenatal

diagnosis　of　CHD　are　the　following　three　points．　The　first　is　that　when　the　prenatal　diagnosis　become

possible，　we　can　manage　more　promptly　for　critical　CHD　of　neonate．　The　second　is　that　we　can　examine

the　complicated　cardiac　anomalies　when　we　find　the　hydrops　fetalis　or　fetal　arrhythmias．　And　the　third　is

that　we　can　councel　for　the　pregnant　women　in　high　risk．

　　　We　successfully　treated　fetal　atrial　flutter　by　administering　digoxin　on　the　mother　orally．　This

successful　treatment　is　the　first　case　in　Japan．　We　experienced　4　cases　of　fetal　AV　block．　Three　of　them

had　cardiac　anomalies　and　two　cases　had　hydrops　fetalis　and　died．　We　should　examine　the　existence　of

cardiac　anomaly　when　we　experience　fetal　AV　block．　One　case　of　fetal　AV　block　had　a　positive　anti－

nuclear　antibody　without　CHD．

　　　Five　cases　with　cardiac　problems　showed　congestive　heart　failure．　We　found　excessive　water

retention　into　the　fetal　body（hydrops　fetalis，　pleural　effusion，　ascites，　or　pericardial　effusion）and　in－

crease　of　the　fetal　heart　size（Total　Cardiac　Dimension）as　the　signs　of　fetal　congestive　heart　failure．　We

measured　the　heart　size（Total　Cardiac　Dimension）of　91　fetuses　without　cardiac　disease．　The　results　are

the　following；Total　Cardiac　Dimension　in　20－23　weeks（average　22w4d），24－27　weeks（average

25w6d），28－31　weeks（average　29w5d）32－35　weeks（average　33w4d）and　36－39　weeks（average

37w6d）was　2．2±0．3cm（mean±SD），2．7±0．4cm，3．2±0．3cm，3．8±0．3cm　and　4．3±0．3cm
respectively．　It　is　very　useful　to　evaluate　for　the　conditions　of　the　fetus，　especially　the　existence　and　the

degree　of　heart　failure，　and　we　can　decide　the　appropriate　time　and　method　of　the　delivery．
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