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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　単純型Ebstein奇形の手術適応や手術時期を明確iにするために本症57例の自然歴を検討した．55％の

症例は新生児期から乳児期に発症し，初発症状はチアノーゼ，心音異常であった．乳児期に死亡する症

例を除き，学童期から青年期は安定しNYHA心機能分類は1～II度であった．24歳以降はNYHA心機

能分類はIII～IV度に進行していた．チアノーゼ，心胸比の拡大（65％以上），　NYHA心機能分類III～IV

度は死亡のリスクが高かった．これらの症状は手術により改善した．カプランメイヤー時間生存率曲線

を用いてこれらの危険因子がある症例とない症例について生存率を比較検討すると，学童期から青年期

以降に死亡のリスクが高くなることが分かった．この結果，上記のリスクを有する症例は青年期以前に

手術適応があると考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　Ebsein奇形は1866年Ebsteinが19歳の結核で入院

した荷役夫の症例を最初に報告して以来1），その臨床

症状，自然経過2ト4），手術5）等について多くの報告がな

されている．しかしながらEbstein奇形は先天性心疾

患の中の頻度が0．4％と稀な疾患であるため6），一施設

における集積数も少なく，長期的臨床経過や手術適応，

手術時期に関しては不明確な点が多い．本研究では東

京女子医科大学日本心臓血圧研究所開設以来経過観察

を行っている単純型Ebstein奇形57例についてその臨

床経過を後方視的に検討し，主として手術適応や，手

術時期について考察を加えた．

　　　　　　　　対象および方法

　本研究で対象とした症例は本院に入院した単純型

Ebstein奇形57例（男29例，女28例）である．診断は臨

床症状，理学的所見，心電図，レントゲン，心エコー，

心カテーテル検査，手術所見，剖検により確定した．
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心カテーテル検査は50例に行われた．手術は16例に対

して行われ，1970年以前には7例全例に三尖弁置換術

が行われ，1971年以降は三尖弁置換術7例，Hardy手

術1例，副伝導路切断術，ペースメーカー植え込み術

各2例であった．初診時の年齢は日齢1日から47歳（平

均12歳），最終受診時または死亡時の年齢は6ヵ月から

59歳（平均21．7歳）であった．経過観察中断症例は5

例であった．他院に転院した症例については電話また

は手紙にて転院先の主治医に問い合わせを行った．統

計学的検討はt検定，カイニ乗検定，カプランメイヤー

時間生存率曲線を用い，p＜0．05以下を有意差ありと

した．なお，本論文中の初発時とはなんらかの症状が

発現した時点をいい，初診時とは当院を最初に受診し

た時点である．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．初発時年齢の検討（図1）

　初発時の年齢は出生直後から34歳（平均3．8歳）の間

に広く分布していたが新生児期発症が18例（32％），1

歳未満発症が33例（55％）であり，55例（96％）の症

例が18歳未満に発症していた．
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図1　初発時年齢分布．

　2．死亡時および最終受診時の年齢（図2）

　非手術症例41例においては，死亡時の年齢は各年齢

層に分布しており，一定の年齢層への集積はなかった．

非手術症例の死亡率は19．5％であり死亡時の年齢は平

均23．6歳であった．また生存例の75％は幼児期から青

年期（広辞苑によれぽ青年期とは14，5歳から24，5歳

の時期）に分布していた．長期生存例に関しては3例

が50歳以上まで生存し，1例は生存中，他は2例とも

50歳で死亡した．手術症例16例の全体の死亡率は50％

である．特に1970年以前の手術は7例中1例を除いて

術後急性期に死亡している．しかしながら，1971年以

降は9例中1例（11％）が術後遠隔期に死亡したのみ

であった．非手術症例の死亡原因は，右心不全症状の

進行2例，低拍出症候群，心房細動，心カテーテル検

査時に起こった心室細動各1例，不明3例であった．

術後遠隔期の死亡は2例で，1例は低拍出症候群，他

は不明であった．

　3．初発時の臨床症状の検討（表1）

　新生児期発症の18例において初発症状は12例（66％）

がチアノーゼ，5例（28％）が心音異常であった．幼

児期以降6歳未満の27症例では12例（44％）が心音異

常で，8例（30％）がチアノーゼであった．その他，

発育障害3例，息切れ，心拡大，易感染性，が発端と
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図2　最終受診ないし死亡時年齢の分布齢．上段は非

　手術症例，下段は手術症例．■は1970年以前の手術

　症例．

表1　初診時の臨床症状

臨床症状
新生児期
（n＝18）

～ 6歳
（n＝27）

7歳～
（n＝12）

チアノーゼ 12 8
一

心音異常 5 12 5

発育障害 一
3

一

息切れ 一
1 3

心拡大 一
1 3

感染 1 1 1

その他 一
1

一

なった症例が各1例であった．6歳以降が初発の症例

は12例であるが，チアノーゼは1例も認められなかっ

た．3症例が息切れを主訴にしており他の症例は心雑

音（5例），心拡大（3例）が本症診断の契機となって

いた．

　4．NYHA心機能分類と年齢の関係（図3）

　6歳以上のNYHA心機能分類と年齢の関係につい

て初診時のものについて検討した．死亡例5例中4例
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図3　NYHA心機能分類と年齢の関係．●：死亡例
　（初診時），○：生存例（初診時と最終受診時）．

表2　合併した不整脈

WPW症候群
心房細動

上室性頻拍

房室プ・ツク

洞機能不全

心室性頻拍

例

例

例

例

例

例

O
J
O
」
7
リ
ム
ー
－

は初診時すでにNYHA心機能分類IV度であった．生

存例について検討すると24歳未満の症例は83％が1度

からII度であった．これに対して24歳以上では71％が

III度からIV度であった．特に36歳以上の症例では7例

中6例がIII度からIV度であった（p＜O．Ol）．

　5．不整脈の検討（表2）

　WPW症候群の合併は57例中9例（16％）であり，

全例B型であった．WPW症候群9例中7例に発作性

上室性頻拍を合併していた．心房細動は9例（16％）

に認められ，これは全例20歳以上の心胸比70％以上の

症例であった．その他，房室ブロック2例，洞機能不

全，心室性頻拍が各1例であった．不整脈に対する積

極的治療を必要とした症例が3例あり，WPW症候群

に合併した発作性上室性頻拍の2例にKent束切断，

洞機能不全症候群の1例にペースメーカー植え込み手

術を行った．長期的に抗不整脈薬の内服を必要とした

症例はKent束切断後の再発例2例であった．心室性

頻拍の1例は心カテーテル検査中に頻拍発作が起こ

り，治療の甲斐なく死亡した．

　6．非手術症例における生存例と死亡例の比較（表

3）

　非手術症例41例（生存例33例，死亡例8例）につい

て検討した．初発時の年齢は，生存例が0日から24歳

301－（79）

表3　生存例と死亡例の臨床像の比較（非手術症例

　41例）

生存例 死亡例 pvalue

初診時年齢 11d－40y 26d－42y NS
初診時CTR 64．6％ 73．5％ ＜0．05

初診時NYHA 1－III（1．8） 1－IV（3．3） ＜0．01

チアノーゼ 14（42％） 7（88％） 〈0．01

不整脈 8（24％） 6（75％） ＜0．01
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図4　手術によるNYHA心機能分類と心胸比の変
　化．

（平均3．8歳），死亡例が0日から34歳（平均8．9歳）で，

両群に統計学的な有意差はなかった．初診時の心胸比

は生存例では51％から83％（平均64．5％）死亡例は55％

から99％（平均73．5％）であり死亡例の初診時の心胸

比は有意に大きかった（p＜O．05）．次に初診時（6歳

以上）のNYHA心機能分類を比較してみると生存例

は1度からIII度（平均1．8）であったが死亡例ではIII度

とIV度（平均3．3）であり死亡例の初診時のNYHA心

機能分類は明かに低下していた（p〈0．Ol）．初発時の

チアノーゼの有無について検討すると生存例では14例

（42％），死亡例は7例（88％）にチアノーゼが認めら

れていた（p＜0．01）．不整脈の合併は生存例8例

（24％）死亡例6例（75％）と死亡例に多く認められて

いた（p＜0．01）．WPW症候群に合併した発作性上室

性頻拍の頻度は生存例10％死亡例12％とその差は認め

られなかったが，心不全症状の増悪に合併した心房細

動が死亡例では3例（3／8）に認められ，これに対して

生存例では心房細動の合併は2例（2／33）と低率であっ

た．

　7．術前後の心胸比とNYHA心機能分類の比較（図

4）

　1970年以降に心内修復術を施行した8例について心
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胸比とNYHA心機i能分類の変化を比較した．　NYHA

心機能分類は術前II度からIV度（平均3．0）が術後1度

からIII度（平均1．62）に有意な改善を認めた（p＜

0．01）．心胸比は術前平均0．67から術後平均0．60に縮小
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図5　時間生存率曲線（カプランメイヤー法），a：心

　胸比65％未満と65％以上の症例の比較，b：チア

　ノーゼのある症例とない症例の比較，c：初診時の

　NYHA心機能分類1～II度とIII～IV度の症例の比
　較．

日本小児循環器学会雑誌　第6巻　第2号

した（p〈0．01）．特に心胸比70％以上の3例は著明な

改善を認めた．

　8．カプランメイヤー法による時間生存率曲線の検

討（図5a，　b，　c）

　初診時の心胸比が65％以上の症例とそれ未満の症例

について比較検討すると（図5a）心胸比65％以上の症

例は30歳台になると明かに生存率は低下していた．初

診時のチアノーゼの有無を比較すると（図5b）非チア

ノーゼ群では50歳まで死亡例はなかった，それに対し

てチアノーゼ群では加齢とともに生存率は低下し10歳

台では80％，30歳台では50％に低下していた．6歳以

上の症例で初診時NYHA心機能分類1～II度とIII

～ IV度との症例を比較した（図5c）．　III～IV度の症例は

10歳台で平存率は80％，20歳台で70％，35歳では50％

に低下していた．それに対して，1～II度の症例では

30歳まで100％，それ以降は87％の生存率であった．

　　　　　　　　　　考　　案

　Ebstein奇形の病態は三尖弁中隔尖と後尖の先天的

な付着異常すなわちplasteringまたはdownward

displacementによる右房化右室の形成と壁のUhl化，

腱索間隙の形成不全，大きな三尖弁前尖に起因する三

尖弁逆流時に狭窄，肺血流減少，低拍出，および心房

間交通が存在する場合は右左短絡である．したがって

これらの程度により臨床症状や重症度は異なってく

る．新生児期には生理的な肺高血圧が存在し重症例は

高度の右心不全症状とチアノーゼが認められ，生理的

肺高血圧が消失すれぽこれらの症状は軽減する．した

がって，新生児期を乗り切った患児はその後比較的安

定する．今回我々が対象とした症例の大多数は新生児

期を乗り切った後当院へ紹介された症例であり，この

シリーズから全Ebstein奇形の出生直後からの自然歴

や新生児期，乳児期の治療に関しては言及することは

出来ない．

　1974年Watsonにより報告されたinternational

co－operative　studyにおける505例の集計では乳児期

早期の死亡率は12％と高率で，それ以降は均等に数％

となっている7）．

　MakousらによれぽEbstein奇形の平均寿命は

23～26歳で平均余命は35歳と報告されている9）．それ

らの報告や今回の我々の結果から新生児期から乳児期

を生き抜いた患児はその後安定し，青年期までの大部

分の症例がNYHA心機能分類で1～II度であり比較

的安定した生活を送っているといえる．その後30歳台

に入るとNYHA心機能分類III～IV度の症例が多くな
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り運動能の低下は青年期以降に進行してくるものとい

えよう．我々の症例において死亡時の年齢は各年齢層

に均等に分布していたがこれは，先に述べたように

我々の対象はバイアスがかかっているためといえる．

心内修復術によりNYHA心機能分類は改善するとい

う事実や質的生活という点からみると手術時期は症状

が進行する20歳前に行うのが好ましいように思われ

た．しかしながら壮年期を過ぎてもNYHA心機能分

類II度の症例もあり単に運動能と年齢のみから手術時

期は決定できない．運動能が高齢になっても比較的保

たれている症例は心房細動や脳梗塞で死亡すると報告

されており9｝，手術によりこれらが予防できるか否か

は今後の課題である．

　初発時の臨床症状は初発時年齢によって異なってい

る．すなわち新生児期に発症する症例の66％がチア

ノーゼを主訴としていた．そして乳児期以降6歳未満

に発症した症例はチアノーゼよりむしろ心音異常で発

見された症例が多くなり，さらに6歳以降ではチア

ノーゼを主訴とする症例は皆無となり息切れを主訴に

受診したり，たまたま心音異常や心拡大を発見された

症例となっている．すなわち発症年齢が低い症例ほど

チアノーゼの頻度が高い．これらの症例は三尖弁病変

の程度が強く，右室機能障害と心房間交通の併存によ

り肺血流量が少ない症例と考えられる．

　WPW症候群はEbstein奇形にしぼしば合併する．

我々の症例では16％に合併しており全例B型であっ

た．そのうち7例には発作性上室性頻拍が合併してお

り，特に2例はKent束切断手術を施行した．　Ebstein

奇形は低拍出症候群を呈する疾患であり頻拍発作は生

命にかかわることがある1°）．したがってこの様な症例

には電気生理学的検査やKent束切断術を考える必要

がある．心房細動は9例に認められ，これらの症例は

全例20歳以上で心胸比70％以上の症例であった．Eb・

stein奇形の心房細動は持続する重症三尖弁逆流によ

る心房筋の負荷，右房拡大によるものといえ，心房細

動が起これぽ心房収縮（atrial　kick）が消失するため

心拍出量は低下し臨床症状は増悪し，さらに頻拍発作

が合併すれぽ致命的といえよう．また高齢者の死亡原

因の一つに脳梗塞もあり7）心房細動の発症を抑えるこ

とは予後や質的生活の改善につながるといえよう．

　死亡に関する危険因子の検討では，1．初診時の大き

な心胸比，2．NYHA心機能分類のIII～IV度，3．チア

ノーゼが有意，であった（図5）．したがって個々の危

険因子についてそれがある症例とない症例について時
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間生存率曲線を比較し，生存率に明かな差が生ずる年

齢を決定し，それ以前に危険因子を取り除けぽ（手術

をすれば）予後が改善するという仮定が成立する．こ

の仮定に従うと，妥当な手術時期は，1．新生児期，乳

児期からチアノーゼのある症例では加齢とともに生存

率は低下し生存率が80％となる10歳台に，2．心胸比

65％以上の心拡大のある症例では30歳以降に急激に生

存率が低下するので20歳台以前に，3．NYHA心機能

分類III～IV度の症例は生存率が80％となる10歳台が適

当な手術時期といえよう．手術により死亡原因の30％

を占める右心不全11）の進行を抑えることが出来れぽさ

らに高齢者の死亡原因である頻脈性不整脈や脳血栓9）

の頻度も改善できるものと期待される．不整脈は死亡

例の75％生存例の25％に合併していたが，これは右心

不全症状の強い死亡例に心房細動の合併が多かったた

めである．したがって1～3の危険因子に心房細動が

合併すれぽ臨床的に死亡の危険性が高くなったといえ

よう．全体を通してみると死亡の危険因子を持つ症例

は学童期から青年期にかけて心内修復を行うのが適切

と考えられた．

　1974年Watsonにより報告されたinternational

co・operative　studyの505例においては手術症例71例

の死亡率は54．5％であり，重症度別の死亡率では

NYHA心機能分類1～II度の25例中13例が死亡し，

III～IV度の17例中生存例は3例でありこれらの死亡率

はいずれも非手術症例の死亡率よりも高率であっ

た9｝．しかしながら，1979年Richardらは重症例10例の

手術死亡は3例であったと報告し12），1988年Car・

pentierは14例に右室の再建と三尖弁つりあげ術を行

い手術死亡は2例であったと報告している13）．我々の

施設においても1971年以降術後急性期の死亡はなく，

遠隔期死亡が1例である．手術成功例は我々の症例に

おいてもこれらの報告例においても全例臨床症状の改

善を認めている．人工弁を使用せず安全な手術が可能

となった現在，従来比較的重症例や成人に適応が限定

されていた手術も適応症例や，適応年齢拡大の再検討

が必要と考えられる．

　我々の症例においては死亡例16例のうち術後急性期

の死亡が6例（全例1970年以前）心カテーテルによる

死亡が1例と全死亡例の44％を占めている．1979年の

Mayo　Clinicからの67例の報告は，青年期と壮年期の

死亡原因の違いについて分析している．すなわち10歳

以下では手術や心カテーテルが，50歳以上の症例では

心不全，脳血栓，頻脈性不整脈が死亡原因となること
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が多いとしている9）．しかしながら，前述した様に我々

の施設における1971年以降の手術成績は確実に改善し

ており，今日においては手術による死亡は確実に減少

しているものと思われる．1971年のKumarらの報告

によれぽ死亡原因の30％はうっ血性心不全，20％は突

然死であるが1D，我々の症例においては右心不全，低拍

出症候群各2例，心房細動1例，不明4例であり明か

な突然死はなかった．不明例の中には上室性頻拍，心

房細動の合併症例が各1例あり頻脈性不整脈が原因の

可能性がある．international　co－operative　studyによ

れば突然死症例の60％はNYHA心機能分類1～II度

であり，50％の症例は中等度の心拡大であった．また，

カテーテル検査により死亡した症例は363例のうち13

例（3．6％）であった7）．日常的にもEbstein奇形の心

カテーテル検査の後は重症な低拍出症候群，チアノー

ゼの増悪をしばしぼ経験する．しかし，最近は各種カ

テコラミン，血管拡張剤，集中治療の応用によりそれ

による死亡をみていない．

　　　　　　　　　　結　　語

　1．単純型Ebstein奇形57例の臨床経過について検

討した．

　2．55％の症例は乳幼児期に発症した．これらの初発

症状はチアノーゼ，心音異常であった．乳児期に死亡

する症例を除き学童期，青年期は安定していた．

　3．チアノーゼ，心拡大，NYHA心機能分類III～IV

度は死亡の危険因子であった．これらの症状は手術に

より改善した．

　4．カプラソメイヤー法による時間生存率曲線を検

討した結果手術時期は学童期から青年期が適当と考え

られた．
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Natural　History　of　57　Patients　with　Ebstein’s　Anomaly　of　the　Tricuspid　Valve

　　　　　　　　　　　－In　Relation　to　Indication　and　Timing　of　Surgery一

Yuji　Nakajima，　Sumi　Aiba，　Makoto　Nakazawa，　Akira　Katayama　and　Atsuyoshi　Takao

Department　of　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　lnstitute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　studied　the　clinical　features　of　57　cases　with　Ebstein’s　anomaly　of　the　tricuspid　valve　to　clarify

the　natural　course，　indication　for　and　timing　of　surgery．　Fifty－five　percent　of　patients　presented　with

cyanosis　or　heart　murmur　at　their　onset　during　newborn　or　infantile　period．　The　majority　of　the

patients　remained　NYHA　functional　class　I　or　II　during　their　school　age　and　progressed　into　III　or　IV

thereafter．　Cyanosis，　cardiomegaly　with　a　cardiothoracic　ratio　greater　than　O．65　and　functional　class

III　or　IV　appeared　to　be　poor　prognostic　signs．　However，　these　signs　were　significantly　improved　after

surgery　in　all　8　patients　who　underwent　tricuspid　valve　replacement（7　patients）or　Hardy’s　operation

（1patient）after　1970’s．　Survival　rate　curve　indicates　that　timing　of　surgery　to　patients　with　these　risk

factors　will　be　school　age　to　adolescence　before　the　symptoms　will　severely　progress．
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