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特異な進行性心筋肥大を呈した純型肺動脈弁閉鎖症の1例

一超音波断層法による経時的観察一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　新生児期に著しい心室壁厚の増加を示した純型肺動脈閉鎖症を経験し，左右心室容積および心室壁厚

を超音波断層法により経時的に観察した．患児は2，950gで出生し，生後3日目よりプロスタグランディ

ンE1を投与し，心臓カテーテル検査を行った．右室収縮期圧は152mmHgで，拡張末期容積は1．6mlと

内腔の著しい低形成を示した．生後14日目Blalock－Taussig　shunt術を行ったが，その前後の右室前壁・

心室中隔・左室後壁厚はそれぞれ9mm・5mm・4mmから10mm・13mm・7mmと変化し，心室中隔の

進行性肥大と左室側への偏位を認めた．左室後壁も肥大し，同時に左室腔の狭小化を認めた．

　患児は生後119日目に肺動脈弁切開術を施行された．これにより右室腔の拡大を認め，臨床症状の改善

をみたが，生後6か月時突然死した．

　本例は右室流出路狭窄の充分な解除が得られず右室自由壁・心室中隔の著しい肥大を認めた．しかし

左室壁にも進行性肥大を生じたことから，本症例の著しい進行性心筋肥大を血行動態の変化だけで説明

するのは困難である．一方，従来より先天性心奇形と肥大型心筋症の合併例が報告されており，本症例

の著しい進行性心筋肥大が同様の機序によることも予想された．

　　　　　　　　　緒　　言

　純型肺動脈閉鎖症（Pulmonary　atresia　with　intact

ventricular　septum）は新生児期の予後不良な重症チ

アノーゼ性心奇形である．近年，本症に対しプロスタ

グランディンE1によるPDAの管理のもとで肺動脈

再建術あるいは短絡術が可能となり，手術成績の向上

が得られている．しかし肺動脈再建術後も右室自体の

発育・肺動脈弁や三尖弁の残存狭窄や逆流の発生・冠

動脈異常などなお多くの問題が残されている．

別刷請求先：（〒553）大阪市福島区福島1－1－50

　　　　　大阪大学医学部小児科　　萱谷　　　太

　本症では右室の低形成および右室肥大を認めるが，

その経時的な変化に関する詳しい報告は見られない．

最近，著者らは新生児期にBlalock－Taussig手術（以

後B－Tshunt術と略す）を行い，さらに生後4か月時

にBrock手術施行後著しい進行性の心筋肥大を示し

た症例を経験し，経過中の左右心室容積，心室壁厚の

変化を経時的に観察したので若干の文献的考察を加え

て報告する．

　　　　　　　　　症　　例

　症例：M．Y．生後3日目，女児．

　主訴：チアノーゼ，心雑音．

　家族歴：特記すべきことなし．
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表1　NICU入室時の検査成績
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　現病歴：在胎38週．出生時体重2，950g．アプガー・

スコア1分値9点で出生した．生下時より第2肋間胸

骨左縁にLevine　2／VIの連続性雑音と第4肋間胸骨左

縁にLevine　3／VIの逆流性収縮期雑音を聴取した．多

呼吸およびチアノーゼの増強を認めたため生後3口目

NICUに収容された．　NICU入室時全身チアノーゼを

認め，呼吸は浅く，胸式で毎分50回，ラ音は聴取しな

かった．心拍数は毎分140回で，収縮期雑音のみ聴取さ

れた．血圧は右上肢で68／38mmHgで，肝は右季肋下に

4cm触知したが，全身浮腫は認めなかった．

　検査成績：NICU入室時，動脈血ガスは，100％酸素

下でPO237．2mmHg，　PCO240．1mmHg，　BE－2．9，

HCO322．OmEq／L，　SO269．0％と低酸素血症を示し

た．一方，末梢血・血液生化学・止血検査・検尿には

異常を認めなかった（表1）．胸部単純レ線では肺血管

陰影は減少しており，心胸郭比は57％であった．心電

図は正常洞調律を示し，右房負荷を認め，電気軸＋70

度，胸部誘導では左室優位であった．2DE検査で細い

肺動脈と肥厚した肺動脈弁を認め，弁の開閉運動は認

めなかった．心室中隔欠損は認めず，純型肺動脈弁閉

鎖症と診断した．

　臨床経過：直ちにプPスタグランディンEl（PGE1）

O．04Pt　g／kg／min．を経静脈的に投与し，チアノーゼの

ビ 懲

図1　入院時胸部単純撮影（正面），

　血管陰影の増強を認める．
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図3　左室造影像（左：正面，右：側面）．左室の拡大と太く蛇行した動脈管を認める．
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図4　B’Tshunt術前後の左心室（心尖部心四腔像），術前（左）左室・左房は拡大し

　ており，術後（右）は小さくなっている．

改善を認めた（FiO20．35，　PO264．1mmHg，　SO2

92．8％）．しかしその後も肝腫大および陥没呼吸は持続

し，呼吸数は毎分70回，胸部単純レ線で心胸郭比70％

（図1）と心不全の増強を認めたため生後13日目，心臓

カテーテル検査を施行した．右室収縮期圧は152

mmHgと高値を示し，拡張末期圧は5mmHgであっ

た．右室造影では右室の低形成を示し，肺動脈弁は閉

鎖していた．また収縮期に右室流出路はスリット状を

呈し，三尖弁逆流を認めた（図2）．一方，左室造影側

面像では太い動脈管を認めた（図3）．左室拡張末期容

積は14．2mlで，岸本ら1）の正常値に対し215％と拡大

していた．一方，右室拡張末期容積は1．6mlで，正常値

に対する比は19％であった．PDAによる高肺血流のた

めの心不全と考え，PGEIを漸減し，生後14日目右B－T

shunt術および動脈管結紮術を施行した．　B－T　shunt

術前後の左室の変化を2DEで評価すると，術前の左室

EDVは，　single　plane　area　length法で12．6mlであ

り，B－T　shunt術後17日目には心室中隔が左室側へ偏

位し，EDVは2．7m1と左室狭小化を認めた（図4）．術

後陥没呼吸は消失し，呼吸状態の改善をみたが，肝腫
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図5　Brock術前後の超音波断層像．　Brock術前（上段）は左室・左房いずれも拡大

　している．術後（下段）は右室内腔の発育がおずかに見られ，心室中隔の肥厚と偏

　位のため左室の著しい偏平・狭小化を認めた．
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図6　心筋肥厚の経時的変化．B－T　shunt術前の右室前壁・心室中隔・左室後壁厚は

　それぞれ9mm・5mm・4mmであり，　BT　shunt術後約2週間でそれぞれ10mm・

　13mm・7mmと変化している．
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大は残存し，チアノーゼは次第に増強した．生後2か

月頃には再び哺乳力の低下・体重増加不良などの心不

全症状の増悪を認めたため，生後104日目（B－T　shunt

術後90日目）に再度心カテ・アンジナを行った．右室

収縮期圧は230mmHgとさらに上昇し，拡張末期圧は

16mmHgを示した．一方，左室圧は107／～3mmHgで

あり，右房・左房間に3mmHgの圧差を認めた．右房圧

の上昇に対しBalloon　atrioseptostomy（BAS）を試

みたが，Rashkind・ミルーンカテーテルによる下大静

脈損傷のため成し得なかった．そこで生後119日目に

Brock手術を施行した．術中観察では肺動脈弁は三弁

性で弁性閉鎖を認めた．直視下に肺動脈弁を切開し，

動脈血ガスの改善を認めた．Brock術後の右室心筋の

変化を2DEで観察すると，術前右室自由壁および心室

中隔は著明に肥厚し，右室内腔をほとんど観察できな

かったが，術後わずかに内腔が拡大し，右室の発育を

示唆していた（図5）．患児は肝腫大・チアノーゼは残

存するものの呼吸状態は安定しており，体重増加も順

調であったが，生後184日目自宅にて突然死した．

　剖検所見：心臓は106gで（正常値28g），外観上ほと

んど右室が占めていた．冠動脈の走行異常はなく，心

筋には肉眼的な虚血性壊死も認めなかった．心尖部よ

り心基部への割面で右室流出路の前壁厚は15mmで

あった．心室中隔厚は15㎜，左室後壁厚は8mmで

あった．ASDはスリット状で長径10mm，肺動脈弁輪

径は5mmで，有効弁口径は3mmであった．

　心筋組織の光顕所見では右室・左室とも心筋細胞の

肥大が認められた．肥大の程度は右室および中隔で強

く，左室では軽度であった．心筋細胞のdisarrayは右

室に軽度認められたのみで間質結合組織の線維化も右

室・左室とも軽度であった．

　　　　　　　　　　考　　案

　純型肺動脈閉鎖症は比較的まれな疾患で，7万分娩

に1例程度で2），全先天性心疾患の約1％を占めると

報告されている3）．その病理・形態学的な異常は主に右

心系にあり，とくに右室内腔の大きさは様々である．

Greenwoldらは4）本症を右室内腔の発育程度に従い2

つに大別した．すなわち通常三尖弁口の形成不全を伴

い，右室腔の小さな1型と三尖弁閉鎖不全を伴い，右

室腔が正常かまたは拡大を示すII型に分類した．その

他の右心系の合併奇形として，よく発達したsinusoid，

右室内腔と連絡する異常冠状動脈，三尖弁の無形成・

低形成，Ebstein奇形，三尖弁狭窄・閉鎖不全，心内膜

線維弾性症などが存在する5）．
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　本症の外科治療成績は右室の形態および低形成の程

度に左右されることが多い．最近，Bullら6｝7｝は右室を

inlet，　trabecular，　infundibular　cavityの3部分に分

け，3群に分類してtranspulmonary　valvotomy，

systemic・to－pulmonary　shunt，　Fontan型手術などの

術式選択を行っている．またWeldonら8），　Joshiら9）は

Bullらの分類に準じて検討し，　infundibulumの欠損

した例およびmajor　sinusoidal　communicationが存

在する例以外の症例には可能なかぎりshunt手術と同

時にvalvotomyを行い，右室を循環に加える方針を提

唱している．一方，Millikenら1°）は右室の発達の程度

に加え，三尖弁の形態より3群に分類し，術式の選択

を行っている．また近年，本症に対してPGE1を投与す

ることによって肺循環を維持し，全身状態の比較的良

好な時期に手術を行うことによって手術成績は著しく

向上した．しかし本症例のように高肺血流によるうっ

血性心不全を来す場合もまれではあるがみられるこ

と11）から，本症に対する新生児期の管理は従来に比べ

大きく様相を異にしている．

　本症例では右室流出路狭窄が著しく右室内腔が狭小

であること，さらに動脈管による肺循環が不安定なこ

とからまずB・Tshunt術と動脈管結紮術を施行した．

これにより高肺血流によるうっ血性心不全症状は消失

し，体重増加も得られた．しかし，その後チアノーゼ

の増強と静脈うっ滞による肝腫の増強を認めたため，

生後104日目に心房中隔欠損作成術（Balloon　atriose－

ptostomy，　BAS）を目的として心カテを施行した．こ

の時点で右室圧はさらに高値を示していた．そこで生

後119日目にBrock手術を追加した．これにより体重

増加も改善し，チアノーゼの軽減とともにエコー上右

室内腔の発育を認めた．本症例では当初，動脈管を介

しての高肺血流によるうっ血性心不全を示したことか

ら動脈管結紮術とB－T　shunt術を施行した．しかしな

がらUCGによる経時的な観察では，これらの術後，右

室前壁・心室中隔は進行性に肥大していたことから

Weldonら8｝Joshiら9）の指i摘する如くより早期に右室

流出路狭窄の解除（Brock術）を行い，充分な狭窄解

除が得られない場合肺血流を維持する目的でB－T

shunt術を追加併用することが重要と考えられる．

　また，本症例の特異な点として進行性の著しい心室

壁肥厚が挙げられる．その主要な変化は新生児期にみ

られた．2DEによる経時的な観察ではBT　shunt術後

右室自由壁および心室中隔が急速に進行性肥大を示

し，肥大した心室中隔の偏位により左室内腔の狭小化
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をみている．この変化はB－Tshunt術後17日目の観察

ですでに認められた（図4，5）．著者らは当初これは

右室の充分な減圧が得られなかったための代償性肥大

によるものと考えた．しかしながら心筋肥厚の経時的

変化をみると（図6），B・T　shunt術前は右室自由壁の

み9mmと肥厚しており，心室中隔・左室後壁はそれぞ

れ5mm・4mmと正常範囲であった．しかし動脈管結

紮・B－Tshunt術によって左室の容量負荷は軽減した

にもかかわらず，術後17日目には心室中隔厚は13mm，

左室後壁厚は7mmと進行性肥大を認めた．これらの心

筋肥大の原因として，右室自由壁および心室中隔の進

行性肥大は著明に上昇した右室内圧と急激な左室容量

負荷の軽減という血行動態の変化による2次性代償性

肥大が考えられる．しかしながら同時期に認めた左室

後壁の進行性肥大の原因をこれら血行動態の変化に求

めることは困難と考えられ，右室圧上昇に対する代償

性肥大の他に心筋自体の病変の存在も予想される．

　先天性心奇形における肥大型心筋症の合併はまれで

はあるが報告されている．その多くはsecundum
ASD，　small　VSD，　PDA，　pulmonary　valve　stenosis，

aortic　valve　stenosis，　coarctation　of　aortaなどに合

併するものである12｝～16）．一方，Luis　Becuら13）はiso－

lated　pulmonary　valve　stenosis　25例の剖検で，全例

が右室心筋のみならず，左室心筋・冠状動脈・上行大

動脈のいずれかに異常を認め，肥大型心筋症が先天的

なものである可能性を示唆している．またpulmonary

valvotomyを施行されたisolated　PS　53例中14例カミ左

室心筋においてmyocardial　dysplasiaなどの組織変

化を示しており，さらにこれらの2例は肉眼的な左室

肥大を示し，他の2例は数年後に典型的な肥大型心筋

症になったと述べている．一般に先天性心奇形による

2次性心筋肥大と肥大型心筋症による心筋肥大の鑑別

を組織変化のみで行うことは困難であり，多くの報告

では組織変化に加え長期にわたる心筋および臨床的変

化によって鑑別が行われている．著者らの症例におい

ても比較的短い観察期間ではあるが，従来指摘されて

いる肺動脈閉鎖あるいは肺動脈狭窄に認められる心筋

肥大に加えて，左室壁厚の進行性肥大を来したことか

ら肥大型心筋症への移行も予想され，この様な症例で

の長期にわたる経時的観察の重要性が示唆された．

　以上，右室心筋肥大に加え，新生児期に心室中隔お

よび左室心筋の著しい進行性肥大を示した純型肺動脈

閉鎖症のまれな症例を経験した．本症例の心筋肥大を

超音波断層法によって経時的に観察し得たのでその機

日本小児循環器学会雑誌　第3巻　第2号

序に関し考察を加えた．
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　　　　　　　　Progressive　Marked　Hypertrophy　of　Interventricular

　　　　　　　　Septum　and　Left　Ventricular　Wall－Observation　of

　　　　　　　　　　　Myocardial　Hypertrophy　by　Two・Dimensional

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Echocardiography一

Futoshi　Kayatani，　Minoru　Ogawa，　Tetsuya　Sano，　Tohru　Nakajima，　Tohru　Matsushita，

　　　Osamu　Nose，　Hikaru　Matsuda＊，　Yasuhisa　Shimazaki＊，　Tomohide　Kawamoto＊，

　　　　　　　Yasunaru　Kawashima＊，　Yoshiyuki　Tanaka＊＊，　Kazuhiko　Nishimura＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Hyakuji　Yabuuchi

　　　Apatient　with　pulmonary　atresia　with　intact　ventricular　septum　was　reported，　whose　ventricular

wall　thickness　were　markedly　increased　during　neonatal　period．

　　　He　was　born　2950　g　in　weight，　recieved　intravenous　prostagrandin－EI　from　3　days　of　life．　He

underwent　the　cardiac　catheterization　at　13　days　after　birth．　The　peak　systolic　pressure　of　right

ventricle　was　150　mmHg，　and　the　cavity　was　severe　hypoplastic．　He　operated　at　next　day　with

Blalock・Taussig　shunt　operation．　The　thickness　of　interventricular　septum　increased　from　5　mm　to　13

mm　after　this　procedure．　And　the　thickness　of　left　ventricular　posterior　wall　increased　from　4　mm　to　7

mm　during　same　period．　In　addition，　the　left　ventricualr　cavity　markedly　decreased　because　of

interventricular　septal　deviation　to　left　ventricle．　He　was　recieved　pulmonary　valvotomy　on　119　days　of

his　life．　By　this　precedure，　he　showed　some　growth　of　right　ventricular　cavity．　His　clinical　sign

improved　by　this　procedure，　but　he　died　suddenly　at　the　age　of　6　months，

　　　We　think　the　reason　for　this　progressive　myocardial　hypertrophy　may　be　combine　of　hypertrophic

cardiomyopathy　and　congenital　cardiac　anomalies．
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