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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　症例は3ヵ月の女児．右肺静脈一左房接合部の膜様閉鎖で肺対体血圧比1．8と著明な肺高血圧症をきた

していた．膜様閉鎖を解除し，右肺静脈形成術を施行したが，肺高血圧は遺残し，症例は術後69日目に

死亡した．剖検にて右肺静脈低形成ならびに左肺静脈開口部狭窄の存在が新たに確認された，手術時に

得られた両側の生検肺と剖検肺標本を用いて，1）肺動脈中膜の厚さ，2）肺静脈壁の厚さ，3）肺動脈内

膜病変の重症度につき左右差ならびに経時的変化を検討した．その結果，剖検時において組織変化は著

しく，肺高血圧症は術後も進行していた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　還流異常を伴わない先天性肺静脈閉塞症は稀な疾患

であるが，乳児期早期より肺うっ血，肺高血圧症をき

たすことが多い．しかし，その診断は必ずしも容易で

はなく，また，外科的修復が可能な症例も限られてい

るため予後は一般に不良である．今回，右肺動脈一左

房接合部の膜様閉鎖により著明な肺高血圧症をきたし

た1乳児例を経験したので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　患児：M．0．，3ヵ月，女児．

　主訴：哺乳力不良，呼吸困難．

　家族歴：特記事項なし．

　現病歴：在胎36週，2，000gにて出生．生後1ヵ月よ

り哺乳力不良あり，2ヵ月時，某院入院．次第に多呼

吸，陥没呼吸出現し，胸部X線にて肺うっ血像，心エ

コー検査にて右心系の著明な拡大あり，総肺静脈還流

異常症を疑われ3ヵ月時，当院紹介入院となった．

　入院時現症：体重3，200g，呼吸数70／分，四肢末梢に

別刷請求先：（〒980）仙台市青葉区星陵町1－1

　　　　　東北大学医学部小児科　　　中山　信吾

冷感チアノーゼを認めた．胸部にはラ音は聴取せず，

心雑音もなかったが，第II音の充進を認めた．肝臓は

右肋骨弓下で2横指触知した．

　胸部X線（図1）：心胸郭比56％，心尖部の挙上，右

側に強い肺うっ血像を認めた．

　心電図（図2）：右軸偏位，著明な右室肥大，左室成

分の減少を認めた．

　心エコー検査：右室，肺動脈は拡大し，左室は圧排

され狭小であった．総肺静脈還流異常症にみられるよ

うな共通肺静脈腔の形成はなく，三心房心，僧帽弁狭

窄症の所見もみられなかった．しかし，肺静脈の同定

は困難で，その還流部位は不明であった．

　心臓カテーテル検査：Fio20．5，ドーパミン使用下

で肺動脈圧115／43（78）mmHg，体動脈圧65／43（52）

mmHgと著明な肺高血圧を認めた．肺動脈模入圧は適

正な値は得られなかった．肺静脈の還流部位を同定す

るため，肺動脈wedge　angiographyを行った（図3a）．

左側では，末梢肺動脈より迅速に左肺静脈が造影され

左房へ環流したが，その開口部で軽度の狭窄が認めら

れた．右側は造影剤が肺動脈内で停滞し右肺静脈は造

影されなかった．
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図1　胸部X線正面像（入院時）
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図2　入院時心電図．右軸偏位，右室肥大，左室成分

　の減少を認める．

　手術所見：入院6日目，右肺静脈閉塞を疑い開心術

を施行した．体外循環中心冷却にて17℃まで冷却，循

環停止下で卵円孔を拡大し左房内を検索すると，右肺

静脈は上・中・下葉枝が合流し左房に接続していたが，

その接合部は膜様組織で完全に閉鎖していた．左肺静

脈も上・下葉枝が合流し左房へ接続していたが，その

開口部には狭窄所見はないものと判断した．手術は，

膜様組織を除去し右肺静脈開口部をGore－Tex⑪パッ

チにて拡大した．左肺静脈開口部は処置しなかった．

また，右中葉，左舌状葉より以前報告した方法1）に従い

肺生検を施行した．

　術後経過：術後19日目に人工呼吸器より離脱できた

が，哺乳力は不良で咳蹴，呼吸困難の改善はなかった．

術後50日目，再度心臓カテーテル検査を施行した．肺

動脈圧117／57（80）mmHg，体動脈圧75／50（60）mmHg

と術前同様，著しい肺高血圧症を認め，トラゾリン負

日小循誌　6（2），1990

（a）

轡ぷ
㌶

ξ
㌻

　
　

ぎ

ぷ

　　　　　　　　　9慧　難鰻　議

　　　　　　　一影難薮

　　　　　　　　　　（b）

図3　右肺動脈wedge　angiography（levophase）

（a；術前）造影剤は肺動脈内に停滞し肺静脈は造影さ

れない．（b；術後）右下葉肺静脈が造影されるが細く

低形成である．

荷でも肺動脈圧は低下しなかった．肺動脈wedge　an－

giographyは，上下の右肺静脈が造影され左房へ開口

していたが，いずれも細く低形成が示唆された（図3

b）．左肺静脈開口部における狭窄の有無は造影が不明

瞭で判断できなかった．また肺動脈造影levophaseよ

り求めた左室拡張末期容積は5．Oml，対正常2）68％で

あった．患児はその後，両側の肺うっ血が増強し，肺

出血にて術後69日目に死亡した．

　　　　　　　　　　剖検所見

　肉眼所見：心臓は右心室が著明に肥大および拡大し

左心室腔は狭小であった．手術にて作成した右肺静脈

開口部には狭窄所見はみられなかったが，これより末

梢の3本の右肺静脈は，いずれも外径2mm程度で低形
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　　　　　　　　　　（b）

　　　図4　肺血管組織所見（右剖検肺）

（a；肺小動脈）中膜の著明な肥厚を認める．（b；肺静

脈）中膜の肥厚と弾性線維の配列の動脈化を認める．

成であった．左肺静脈は，外径4mmの上・下葉枝が合

流し外径7mmの単一静脈を形成していたが，開口部に

は明瞭な狭窄所見を認めた．

　組織所見：肺小動脈は中膜肥厚が著しく（図4a），一

部には内膜の細胞性増生，血栓形成を認めた．肺静脈

も中膜肥厚を認め，弾性線維の増生も著しく，動脈と

類似する形態を示した（図4b）．手術にて摘出した膜様

隔壁は心筋線維と肥厚した心内膜ならびに膠原線維よ

り形成され，炎症細胞の浸潤はみられなかった（図5）．

　　　　　肺血管病変に関する組織計測

　肺高血圧症の軽減をみなかった本症例の両側の生検

肺ならびに剖検肺標本を用いて肺血管床の組織計測を

行い，その左右差および経時的変化を比較検討した．

　1．方法

　1）肺小動脈中膜の厚さ

　諏訪3）の方法を用いて肺小動脈の横断面について内
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図5　膜様隔壁組織所見．筋線維（↑）と膠原線維よ

　り形成されるが，炎症細胞の浸潤はみられない．

弾性板ならびに外弾性板をトレースし，血管を完全に

伸展させた状態における半径（R）と中膜の厚さ（D）

を求め両対数グラフ上にプロットし，その回帰直線を

標本間で比較した．

　2）肺静脈壁の厚さ

　できるだけ円形に近い肺静脈標本を選び，内弾性板

ならびに最外縁の筋線維をトレースして肺動脈と同様

の方法でRとDを求め両対数グラフ上にプロットし

回帰直線を求めた．

　3）肺小動脈内膜病変の重症度

　八巻ら4）のIPVD（index　of　pulmonary　vascular

disease）法を用いて個々の肺小動脈の内膜病変の程度

に応じて1点より4点まで評点し，これらの総和を平

均して各標本のIPVDを求めた．

　2．結果

　1）肺小動脈中膜の厚さ（図6）

　両側の生検肺ならびに剖検肺においてはRとDの

間に密な相関が得られた．生検肺ではDの値は左側に

比べ右側が有意に（p＜0．01）高値であったが，剖検肺

ではD値は両側ともにさらに高値になり，また左右差

は認めなかった．

　2）肺静脈壁の厚さ（図7）

　肺動脈と同様にRとDの間に密な相関が得られた．

生検肺ではD値は右側に高値であったが，剖検肺では

左右ともに壁肥厚は増強し，また左右差は見られなか

た．

　3）肺小動脈内膜病変の重症度

　生検肺では一部の肺動脈内膜に細胞性増生を認めた

がその数は少なく，IPVDは右肺1．1，左肺1．3だった．

剖検肺では病変はやや進行していたが内膜の線維性増
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図6　肺動脈半径（R）と中膜の厚さ（D）の関係

（a）生検肺のRとDを両対数座標上にプロットし
た．左右ともに良好な相関関係（右肺；r＝0．94，左肺；

r＝0．96）が得られた．D値は右肺に有意に高値（p＜

0．01）であった．（b）剖検時のRとDの関係を示す．

中膜肥厚に左右差はなかった．（c）生検肺，剖検時の

肺動脈の回帰直線を同一座標に示す．両側ともに中膜

肥厚は剖検時には進行していた．
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　図7　肺静脈半径（R）と壁の厚さ（D）の関係

（a）生検時のRとDを両対数座標上にプロットし
た．左右ともに良好な相関関係（右肺；r＝0．94，左肺；

r＝0．96）が得られた．D値は右肺に高値であった．（b）

剖検肺のRとDの関係を示す．壁厚に左右差はなかっ

た．（c）生検肺，剖検肺の肺静脈の回帰直線を同一座

標に示す．両側ともに壁厚は剖検時には進行していた．

Presented by Medical*Online



平成2年7月1日

生所見はなくIPVDは両側ともに1．4だった．

　　　　　　　　　　考　　察

　還流異常を伴わない肺静脈閉塞症は稀な疾患で，

1951年，　Reye5）が最初に報告して以来，40例ほどの報告

がみられるのみである．後天性肺静脈閉塞症6）も報告

されているが，本症例も含め大部分の症例は閉塞部の

組織所見には炎症所見が見られないこと，また応々に

して不規則な走行の筋線維を含むこと7）等より先天性

の閉塞症と考えられている．発生時期は，胎生期共通

肺静脈と主要静脈系，膀帯卵黄静脈系との連絡が消失

した肺静脈発生後期8）であると推測されている．また，

閉塞は肺静脈内膜8）または中膜9）の過剰増殖による共

通肺静脈の左房への組み込み障害1°）に由来するといわ

れる．臨床症状は身体発育遅延，繰り返す呼吸器感染

症，また時には喀血，チアノーゼ等みられるが，肺高

血圧を伴うことが多く，予後は一般に不良である．

　本症例も右肺静脈閉鎖を外科的に解除したにも拘ら

ず肺高血圧症は遺残し死亡した．組織学的には，両側

の肺小動脈，肺静脈は共に壁肥厚が増強しており，肺

高血圧症は進行していた．この原因として，

　1）右肺静脈低形成の合併

　2）左肺静脈開口部狭窄の進行

が挙げられる．

　右肺静脈低形成は術後，初めて診断された．
Driscoll’1），　Geggelら12）も肺静脈開口部狭窄と低形成

の同側合併例を報告しているが，いずれの症例も開口

部狭窄を解除した後に死亡し，剖検にて初めて肺静脈

低形成の存在に気づかれている．このように一側の肺

静脈において異なった閉塞形態が合併する場合，正確

な診断は困難である．その理由として，接合部閉鎖が

合併する場合，肺動脈wedge　angiographyを行っても

本症例のように肺静脈が描出されないこと，また，開

口部狭窄では同側の肺静脈は拡張するため低形成は見

のがされやすくなる11）12）ことが挙げられる．Nakibl3｝

は肺静脈閉塞の形態として左房接合部に限局した狭

窄，閉鎖と肺静脈形成に分類し，前者においては外科

的修復の可能性を述べているが，本症例は術前の形態

診断が困難だったため適切な治療もむずかしかった．

　本症例における左肺静脈開口部は手術時には正常と

判断されたが剖検時には明瞭な狭窄所見が認められ

た．左肺の肺小静脈壁の肥厚が剖検時において増強し

ていたことから開口部狭窄は経時的に進行したものと

推測される．この理由は不明であるが，Biniら14）も同

様の経過をとった症例を報告している．また，総肺静
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脈還流異常症の術後症例でも共通肺静脈腔一左房吻合

口より末梢の肺静脈開口部に狭窄が生じた例15）一一17）が

幾つか報告されている．これらは，本症例の臨床経過

と考え合わせると興味深い．

　本症例の肺小動脈内膜病変の程度はIPVD法を用

いて評価した．その結果，IPVD値は剖検肺においても

両側ともに1．4であり，内膜病変は軽度であった．術後，

トラゾリン負荷でも肺動脈圧が低下しなかった理由

は，内膜病変の進行よりも右肺静脈低形成ならびに左

肺静脈開口部狭窄の遺残によると思われる．

　本症の治療は外科的修復以外に方法はない．バルー

ンカテーテルによる狭窄部位拡張の試み11）12｝19）は報告

されているが，効果がないかあっても一過性である．

外科治療は閉塞が限局性で末梢の肺静脈が正常である

場合にのみ可能19）である．1971年，川島7）らが15歳男児

において右肺静脈の膜様閉鎖物の除去と左肺静脈開口

部の肥厚内膜切除術を施行して以来，数例の肺静脈形

成術成功例2°）～22）が報告されているが，これらは年長児

で狭窄の及んでいる肺静脈が少なく肺高血圧症も軽度

のことが多い．乳児期に肺高血圧症をきたす症例につ

いては，Paci丘coら23）が左房壁を用いて肺静脈形成術

を施行し，肺動脈圧の低下がみられたと報告している

が，一般に肺静脈壁は脆弱であるため修復は困難であ

り，また術後，高率に再狭窄をきたすユ4）24）ため満足のゆ

く成績は得られていない．肺静脈低形成が存在する：場

合，病変が一側である症例に限り喀血等の症状緩和を

期待して肺葉切除25），一側肺切除26）～28）が適応となる

が，根治手術は不可能である．本症例は乳児期早期よ

り著明な肺高血圧を呈し，また結果的には両側肺静脈

閉塞であったため救命は極めて困難だった．肺静脈閉

塞病変に起因する肺高血圧症の発生機序には不明な点

も多く今後の検討を要する．

　　　　　　　　　　結　　語

　著明な肺高血圧をきたし肺静脈形成術後も改善しな

かった先天性肺静脈閉塞症の1例を経験したので，肺

血管床の変化を組織計測学的に検討し若干の考察を加

え報告した．
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ACase　of　Congenital　Pulmonary　Vein　Obstruction

　　Shingo　Nakayama1｝，　Osamu　Takada1｝，　Toshio　Ohara2），　Hiroshi　Ogata1），

　　　　　　　　　　　　　　　　Shigeo　Yamaki3）and　Eiji　Ishizawa4）

　　　　　　　　　　　　　　1）Department　of　Pediatrics，　Tohoku　University

　　　　　　　　2）Department　of　Pediatrics，　Aomori　Prefectural　Central　Hospital

　　　　　3）Department　of　Thoracic　Cardiovascular　Surgery，　Tohoku　University

4｝Department　of　Thoracic　Cardiovascular　Surgery，　Iwate　Prefectural　Central　Hospital

　　　A3month　female　infant　with　right　pulmonary　vein　atresia　by　a　membranous　diaphragm　is

described．　The　pulmonary　systolic　pressure　was　suprasystemic　and　no　right　pulmonary　veins　could

bevisualized　in　the　right　pulmonary　wedge　angiography．　Although　the　membranous　diaphragm　was

removed　and　right　pulmonary　vein　was　widened　by　Gore・Tex㊥　sheet，　she　died　of　pulmonary　edema　at

69days　after　surgery．　Autopsy　confirmed　the　presence　of　right　pulmonary　vein　hypoplasia　and

stenosis　of　the　orifice　of　left　pulmonary　vein、　Structural　changes　of　the　pulmonary　vasculature（1）

pulmonary　arterial　medial　thickness，2）pulmonary　venous　medial　thickness，3）pulmonary　arterial

intimal　lesions）were　analyzed　quantitatively．　In　the　result，　these　changes　were　found　to　have

Progressed　despite　surgical　venoplasty．
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