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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　高尿酸血症を呈したTaussig－Bing奇形および大動脈弓離断の1乳児例を経験した．症例は日齢7で

大動脈弓形成術および肺動脈絞拒術を施行した．その後，心不全は軽減したが，低酸素血症は持続した．

生後2ヵ月より，高尿酸血症（最高値17．7mg／dl）が出現し，　Jatene手術（生後10ヵ月）後，血清尿酸

値が徐々に減少していった．自験例における高尿酸血症の原因としては，赤血球増多症および組織の嫌

気的解糖の充進による尿酸産生増加および腎臓における尿酸排泄低下が関与していると考えられた．チ

アノーゼ性先天性心疾患により高尿酸血症を生ずる報告は多いが，本例のような高値を乳児期早期に呈

した報告例はない．なお，このような症例にも尿酸産生を抑制するアロプリノール，および尿酸排泄を

促進するベンズブロマロンは有効であった．

　　　　　　　　　　はじめに

　チアノーゼ性先天性心疾患に伴う腎障害，赤血球増

多症は加齢とともに進行する．それ故にこれらを原因

とする二次性の高尿酸血症も年齢が高くなるに従って

頻度が上昇する1）一’3）．しかしチアノーゼ性先天性心疾

患における高尿酸血症の乳児期早期発症の報告例はな

い．

　今回，我々はTaussig－Bing奇形および大動脈弓離

断の故息術後に著明な高尿酸血症を呈した1乳児例を

経験したので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例二日齢5，男児，1989年11月24日生．

　主訴：チアノーゼ，多呼吸．

　現病歴：1989年11月24日，在胎39週3日，出生体重

3，034g，正常分娩にて出生．アプガースコア9点（1

分後）であった．日齢1より多呼吸が現れ，日齢3に

はチアノーゼ，鼻翼呼吸，陥没呼吸を認めた．日齢5
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　　　　　徳島大学医学部附属病院小児科

　　　　　　　　　　　　　　　　　早淵　康信

（11月29日）に精査，加療目的で当科紹介され入院と

なった．

　入院時現症：心拍数160／分，整．呼吸数80／分で多呼

吸，陥没呼吸を認めた．心雑音は聴取せず，呼吸音も

正常であった．肝を3cm触知した．皮膚，爪床にチア

ノーゼを認めた．

　入院時検査（表1）：検血一般は特に異常なかった．

表1　入院時検査成績

検血

　白血球　　　9，900／μ1

　赤血球　315×104／μl

　Hb　　　　　12．3g／dl

　Ht　　　　36．3％

　血小板11．5×104／μ1

血液ガス（右梼骨動脈）

　pH　　　　　7．39

　PO2　　　　　24　mmHg

　PCO2　　　　53　mmHg
　HCO　5　　　　33　mmol／l

　BE　　　　　6．6mmol〃

　酸素飽和度　　41％

血清生化学

　GOT　　　　　　621U／l

　GPT　　　　　　441U／l

　LDH　　　　　813　IU／1

総ビリルビソ14．Omg／dl

　　　　　30mg／d1尿素窒素

クレアチニン1．4mg／dl

酸

a
　
糖

尿

N
K
α
血

4、9mg／dl

133mEq〃
2．7mEq／1

84mEq／1

98mg／d1
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血液生化学検査では尿素窒素，クレアチニンの上昇お

よび電解質異常などが認められた．動脈血液ガスは

PaO224mmHg，　PaCO253mmHgと著明な低酸素血

症を呈していた．胸部レ線写真ではCTR　67％と心拡

大が著しく，肺うっ血を認めた．心エコー検査，心カ

テーテル検査にてTaussig－Bing奇形，大動脈弓離断

症，動脈管開存症，および心房中隔欠損症と診断した．

　入院後経過および検査成績（図1）：入院後より呼吸

管理，カテコラミン，利尿剤およびプロスタグランジ

ンE1を投与し，1989年11月30日，心カテーテル検査時

に心房中隔裂開術を行った．

　12月1日（日齢7，体重3，086g），大動脈弓再建術，

肺動脈絞拓術を施行した．術後も心不全および低酸素

血症は持続し，利尿剤をフロセミド60mg，スピロノラ

クトン80mgに増量した．赤血球増多，高尿酸血症は

徐々に進行し，3月12日，RBC　616万／μ1，　Hb　16．4g／

dl，　Ht　53．5％，尿酸は17．7mg／dlとなった．同日のク
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レアチニンクリアランスは47．2ml／min／1．48m2と正

常範囲内であったが，尿酸クリアランスおよび尿酸の

Fractional　excretion（FEしA）は2．8ml／min／1．48m2（幼

小児の正常値10．1±0．9ml／min／1．48m24）），および

5．6％（幼小児の正常値8．1±2．0％5））であった（表2）．

　なお，赤血球hypoxanthine　guanine　phosphor－

ibosyltransferase（HGPRT）は335±74nmol／hr／mg

Hb（同年齢の正常対照232±50），　adenine　phosphor・

ibosyltransferase（APRT）は107．9±3．1nmol／hr／mg

Hb（同年齢の正常対照42．0±4．2）であり，これら酵素

異常による尿酸代謝異常は否定された．

　アロプリノール5mg／kg日およびベンズブロマロン

2．5mg／kg／日の投与を開始し，尿酸値は10～12mg／dl

まで低下したが，なお異常高値が続いた．肺動脈絞拒

術後，赤血球増多症はさらに進行し，9月17日には

RBC　825万／μ1，　Hb　23．3g／dl，　Ht　67．1％となった．

9月26日（生後10ヵ月，体重5，920g），根治術（Jatene

（x10シμ1）
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図1　入院時経過．尿酸，赤血球数およびPO2の経過を示す．

表2　生後3ヵ月（尿酸値急上昇時）の尿酸に関する検査成績

尿酸

RBC
Hb
Ht

PaO2

酸素飽和度

BUN
creatinine

　17．7mg／dl

616×104／μ1

　16．4g／dl

　53．5％

　　30mmHg
　　58％
　　31mg／dl

　　O．5mg／dl

クレアチニンクリアランス　　　47ml／min／1．48m2

尿酸クリアランス　　　　　　2．8ml／min／1．48m2

　　　　　　　　　　　　（正常値：10±1）

FEua（Fractional　Excretion　of　uric　acid）

　　　　　　　　　　　　　　5．6％

　　　　　　　　　　　　（正常値：8．1±2．0）

NAG
β2－MG

（正常値：5－12）

　　4．8U〃

　　28　ng／ml
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図2　Jatene手術後5ヵ月のレノグラム

　　　禰f‖　6
NO）－24－’01
　RENe　D＆S

U
2

法）を施行し，1991年3月5日（術後5ヵ月，体重6，830

g），RBC　461万／μ1，　Hb　12．2g／d1，　Ht　37。2％，尿酸

5．lmg／dlと赤血球増多症はおよび高尿酸血症は徐々

に改善した．なお，2月27日（Jatene手術後5ヵ月）

にレノグラムを行ったが（図2），腎血流量低下や排泄

量低下などの異常を認めなかった．

　根治術後，血行動態が正常化したのちの尿酸クリア

ランスおよびFractional　excretionについても再検す

る予定であったが，1991年4月27日，肺出血による呼

吸不全で死亡した．

　　　　　　　　　　考　　察

　チアノーゼ性先天性心疾患は赤血球増多症，腎障害

を続発し，尿酸の産生増加および排泄障害をもたらす

ことがよく知られている1）～3）6）～10）．しかし，そのほとん

どが青年期以降の例であり，乳児期の報告例はない．

当教室の研究ではチアノーゼ性先天性心疾患16例（3

歳～28歳）全例に高尿酸血症を認めたが，8mg／dl以上

の著明な高値は15歳以上の症例に限られていた9）．

　チアノーゼ性先天性心疾患における腎病変は糸球体

の著しい腫脹，メサンギウム細胞の増生，毛細管の拡

張などであり11｝一一一15｝，病変が進めばクレアチニンクリア

ランスが低下し，尿蛋白が出現する5）9｝11｝一一15）．また尿細

管も低酸素血症に影響を受けやすく，機能異常が認め

られる9）12）14）15）．尿酸は糸球体と尿細管の両方から排泄

されているので，尿酸排泄能はクレアチニンクリアラ

ンスと相関しないことも多い，本例においてもクレア

チニンクリアランスは正常，尿蛋白も陰性であり，糸

球体の機能低下は認められなかった．また，尿中NAG

およびp2クミクグロブリンも正常範囲内であり，明ら

かな尿細管障害はなかった．Jatene手術後のレノグラ

ムにも異常を認めなかった．1日尿中尿酸排泄量が正

常値を上回っており，尿酸クリアランスおよびFEUA

が低値であったことを考えると，尿酸の過剰な産生に

排泄が追いつかなかった状態であったと考えられた．

　低酸素血症に伴う二次的な赤血球増多症は核酸の増

加，分解を促進させ，それに伴いプリン体のde　novo

合成を充進させる．すなわち赤血球増多が尿酸を過剰

に産生させ，高尿酸血症の原因となっている1｝2）7）9）1°）．
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図3　嫌気的状態下でのプリソ体の分解経路

尿酸と赤血球数およびヘモグロビン値との間には高い

相関関係が認められ1｝2）7），本例においても高尿酸血症

の主病因であったと思われる．

　組織の低酸素血症による嫌気的解糖の促進も高尿酸

血症の要因となりうる16）～ls）．好気的代謝下では1分子

のブドウ糖から38個のATPが産生される．しかし，低

酸素状態が続くとTCA　cycleおよび電子伝達系の活

動が低下し，ADPからATPを産生する過程でAMP

が組織に蓄積され，最終的に尿酸となる（図3）．つま

り細胞の嫌気性の危機的状態を反映していることにな

る16）’8｝．大動脈弓再建術，肺動脈絞YE術後に急速な尿酸

値の上昇を認めたのは，同時期に著しい低酸素状態が

続いたことも大きな要因であったと考えられる．

　一般にPO230　一一　40mmHg，　RBC　500～700万／μ1程

度の状態にあるチアノーゼ性先天性心疾患乳幼児例の

大多数では尿酸値は正常範囲内にある．本例は乳児で

あるにもかかわらず著明な高尿酸血症を呈した．この

原因として尿酸の過剰な産生が腎臓の排泄能の閾値を

越えていたことが考えられる．また，フロセミド，ス

ピロノラクトンなど利尿剤を投与していたことが尿酸

排泄能に影響を与えていた可能性もある19）．一方，大動
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脈弓離断症に伴う腎血流量低下による尿酸排泄能低下

も原因として考えられたが，術後のレノグラムの結果

からは否定的であった．

　また根治術（Jatene法）後もしばらく高尿酸血症は

続いた．これは長期間持続していた骨髄の過剰産生し

た赤血球のためと考えられる6）．末梢血の赤血球値は

正常化しつつあったので尿酸値もそれに続き正常化す

ることが予測されたが，肺出血による換気不全のため

死亡し，確認するにいたらなかった．
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ACase　Report　of　Hyperuricemia　in　Infant　with　TaussigBing　Anomaly　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Interruption　of　Aortic　Arch
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　　　　　　　vDepartment　of　Pediatrics，　Tokushima　University　School　of　Medicine

　　2）Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Tokushima　University　School　of　Medicine

　　　Hyperuricemia　is　commonly　recognized　in　adolescence　and　adult　with　cyanotic　congenital　heart

disease．　We　experienced　a　case　of　hyperuricemia　with　TaussigBing　anomaly　and　interruption　of　aortic

arch．

　　　He　underwent　a　correction　of　interrupted　aortic　arch　and　pulmonary　arterial　banding　at　the　age　of

7－day．　Hyperuricemia　had　appeared　since　2－month　old（max　17．7　mg／dl）and　had　developed　untilJatene

operation　at　the　age　of　10　month．　His　hyperuricemia　have　improved　gradually　with　a　disappearance　of

hypoxia　and　polycythemia．

　　　These　profiles　suggest　that　hyperuricemia　could　result　from　a　urate　overproduction　due　to

secondary　polycythemia，　impairment　of　of　urate　excretion　from　kidney，　and　accerelation　of　anaerobic

metabolism．

　　　Allopurinol　and　benzbromarone　were　effective　treatment　for　hyperuricemia　in　a　patient　with

cyanotic　congenital　heart　disease．
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