
日本小児循環器学会雑誌　9巻3号　392～398頁（1993年）

〈原　　著〉

心奇形を合併する染色体異常12例の臨床像

（平成5年3月17日受付）

（平成5年8月30日受理）

札幌医科大学医学部小児科学教室，

浅沼　秀臣

長田　伸夫

沢田　陽子

Key　words：染色体異常，先天性心疾患

田
　
喰

富
轟
安

　　　同

　　英

伊佐雄

　　弘＊

第2外科学教室＊

池田　和男

東舘　義仁

千葉　峻三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　過去7年間に当科にて経験した先天性心疾患（CHD）を合併する21トリソミー以外の染色体異常12例

について，その臨床像，経過と予後について検討を加えた．12例の内訳は3pトリソミー，3q部分トリソ

ミー，4q部分トリソミー，5pモノソミー，10qモノソミー，17pモノソミー，ターナー症候群各1例ず

つ，4pモノソミー2例，18トリソミー3例であった．18トリソミーは全例1年以内に心臓死した．3pト

リソミー，3q部分トリソミー，4q部分トリソミー，5pモノソミーでは心奇形の心内修復は可能であった

が，精神運動発達遅延が高度で，心内修復術についてはその適応を充分考慮すべきと思われた．10qモノ

ソミー，17pモノソミー，ターナー症候群の心奇形は心内修復術が可能であった．精神運動発達遅延は軽

度で，長期予後も良好であり心内修復術の相対的適応と思われた．心奇形はしぼしぼ染色体異常に合併

するが，その治療方針決定にあたっては心臓以外の合併奇形，精神運動発達などの評価が不可欠である．

　　　　　　　　　　緒　　言

　心奇形を合併する染色体異常としては，21トリソ

ミー（ダウン症候群）の頻度が高く，心奇形の特徴な

どについての報告が多い．しかしその他の染色体異常

については未だ充分な知見が得られていない．今回

我々は，当科にて過去7年間に経験した，心奇形を合

併する21トリソミー以外の染色体異常12例について，

その臨床像，並びにその経過と予後について検討を加

えた．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は当科にて過去7年間に経験した，21トリソ

ミー以外の染色体異常に心奇形を合併した12例（男児

4例，女児8例）である．内訳は3pトリソミー，3q部

分トリソミー，4q部分トリソミー，5pモノソミー（猫

鳴き症候群），10qモノソミー，17pモノソミー，ター

ナー症候群各1例，4pモノソミー2例，18トリソミー

別刷請求先：（〒060）札幌市中央区南1条西16丁目

　　　　　札幌医科大学医学部小児科学教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　浅沼　秀臣

3例である．これらの症例に合併した心奇形，心臓以

外の主なる合併奇形，精神運動発達，予後などについ

て後方視的に検討を加えた．心奇形については症例1，

2，6，7，8，12について心臓カテーテル・心血管

造影にて診断．症例3，4，5，9，10，11について

は心エコー法のみで診断した．精神運動発達は，摂食

活動，行動範囲について評価した．自力摂食できず，

経管栄養に頼っており坐位，立位，歩行など自力運動

が不能なものを（＋F），自力摂食は可能だが年齢（月齢）

相当の精神運動発達を認めないものを（＋）とした．

また，日齢25で死亡した症例11は評価不能であった．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）対象症例の染色体異常と心奇形についてTable

1に示す．大動脈縮窄症（CoA）または大動脈弓離断が

3例でいずれも心室中隔欠損症（VSD）を伴っていた

が症例12はsmall　VSDであり僧帽弁狭窄および軽度

の閉鎖不全を伴っていた．ファロー四徴症（TOF）は

2例で，うち1例は肺動脈閉鎖を伴っていた．肺高血

圧症（PH）を伴った両大血管右室起始症（DORV）が
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Table　1

Case 染色体異常 心奇形

1・♀ 3pトリソミー CoA　complex（VSD斗PH）

2・♀ 3q部分トリソミー TOF十PA
3・♂ 4pモノソミー VSD＋mild　PH

4・♀ 4pモノソミー VSD十ASD＋PS
5・♀ 4q部分トリソミー TOF
6・♀ 5Pモノソミー＊ VSD十PH
7・♂ 10qモノソミー VSD十mild　PH

8・♂ 17Pモノソミー VSD十PH
9・♂ 18トリソミー DORV十PH
10・♀ 18トリソミー DORV＋MA＋PH
11・♀ 18トリソミー IAA十VSD
12・♀ pseudo－dicentric　Y　chromosome＊＊ CoA十MS（r）＋TR（small　VSD）

＊猫鳴き症候群　特ターナー症候群

Table　2

Case 合併症 精神運動発達遅延

1 クレチン症 升

2 （一） 十

3 小頭症 十

4 （一） 十

5 （一） 十

6 （一） 十

7 狭頭症 十

8 脊柱側轡，水腎症 十

9 小頭症 十

10 （一） 杵

11 水頭症 判定不能

12 小人症 一

Table　3

Case 手術・経過 年齢 転帰

1 CoA　repair（SCF），　PDA　ligation 4ygm alive

PA　banding

2 rt．　BT　shunt，　It．　BT　shunt 2yllm alive

3 encephalitis→vegitable　stage 3y death

4 （一） 7y alive

5 （一） 9m alive

6 （一） 5m alive

7 （一） 4yllm alive

8 VSD　closure 8y　3m alive

9 heart　failure 4m death

10 heart　failure 10m death

11 Aortic　arch　reconstruction，　PA　banding 25d death

12 CoA　repair→MR，　TR　repair 11y death

2例あり，うち1例はさらに僧帽弁閉鎖を伴っていた．

肺高血圧症を伴うVSDが3例，肺動脈狭窄症（PS）

を伴う心房中隔欠損症（ASD）とASDが各1例であっ

た．4pモノソミーは2例ともASDで，1例ではPSを

合併していた．

　2）主要な合併奇形と精神運動発達についてTable

2に示す．小頭症を2例に認めた．この他クレチン症，

狭頭症，脊柱側轡，水腎症，水頭症，小人症などがあっ

た．精神運動発達遅延については3pトリソミー，4pモ

ノソミー，18トリソミーでは重要で，4q部分トリソ

ミー、5pモノソミー，10qモノソミー，17pモノソミー

では比較的軽度であった．

　3）12例に施行された手術，経過，転帰をTable　3に

示す．7例に外科治療が行われた．症例1，症例11は

新生児期にショック状態に陥り，染色体異常が明らか

になる前に緊急手術に追込まれた症例である．症例1

は心内修復術後も呼吸器系の脆弱性による呼吸不全が

強く，長期間の呼吸管理を余儀なくされた．現在，在

宅酸素療法を行っているが，精神運動発達遅延も重症

で入退院を繰り返している．症例11は大動脈弓再建術，

肺動脈絞拒術後も心不全が改善せず生後25日で死亡し

た．症例2は両側のブレロック短絡術を，症例6，症

例7，症例8は心室中隔欠損閉鎖術を行った．症例2，

症例7，症例8は順調に経過しているが，症例6は，

術後完全房室ブロックとなり，ペースメーカー植込み

術を行った．10ヵ月の現在，未だに座位・寝返りはで

きない．症例12は僧帽弁形成術後に不整脈死した．

　症例3は適度のPSにより肺血流量が良好にコント

ロールされており，ごく軽度のチアノーゼは認めるも

のの，心不全症状は無かった．症例4は非観血的検査
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所見より，中等度の左右短絡を有すると考えられるが，

やはり心不全症状はない．2例とも精神運動発達遅延

が高度であることなどから内科治療のみで経過観察と

した．症例3は脳炎に罹患した後，植物状態となり死

亡したが，症例4は7歳の現在も比較的良好に経過し

ている．症例5は肺動脈，左室ともに発育良好なTOF

で，精神運動発達遅延は比較的軽く，両親の強い希望

により心内修復術を行うべく待機中である．術前に診

〆

Fig．1　症例1の正面像
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断のついた18トリソミーの2例は，手術不適応として

経過観察したがいずれも心不全死した．死亡した症例

のうち症例10のみ剖検を行った．僧帽弁の筋性閉鎖が

特徴的であった．

　以上の症例のうち比較的稀な3例について紹介す
る．

　＜症例1＞（Fig．1，2）

　4歳9ヵ月，♀，3pトリソミー，46XX，－12，　der（12）

t（3　；12）（p21．31；q24．3）pat

　在胎39週2日．アプガースコア7点にて出生．出生

時体重2，500g．日齢1日目に心雑音，多呼吸，哺乳力

低下があり，日齢3日目に強直性痙攣と呼吸不全の増

悪を認め，当科入院．短頭傾向，前額突出，両眼隔離，

内眼角贅皮，鞍鼻，高口蓋，小顎，短頸を認めた．心

エコー ，逆行性梼骨動脈造影にてCoA，　VSDと診断し

た．日齢4日目に鎖骨下動脈弁法による大動脈弓再建

術，動脈管離断術，肺動脈絞拒術を行った．術後，呼

吸不全が強く人工呼吸器からの離脱が困難で，2ヵ月

時に心室中隔欠損閉鎖術，肺動脈絞拒解除術を施行し

た．その後も呼吸不全が続き，人工呼吸器からの離脱

に11ヵ月要した．現在4歳9ヵ月で体重4．8kg（－6

SD），坐位不能，言語（一）と精神運動発達遅延が認め

られ，経管栄養に依存している．呼吸器系の脆弱性は

現在も続き，肺炎，慢性気管支炎等により入退院を繰

り返している．

　＜症例7＞（Fig．3，4）

¶

㎡

Fig．2症例1の心血管造影像，左上腕動脈からの造

　影．大動脈縮窄（矢印）と動脈管開存を認める，

撫

Fig．3　症例7の正面像
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　4歳11ヵ月，♂，10pモノソミー，46XY，　del（13）

（q26．1→qter）

　在胎40週，アプガースコア9点にて出生した．出生

時体重は3，250g．生下時より心雑音が聴取された．チ

アノーゼはなかったが四肢冷感，哺乳不良，特異顔貌

（両眼解離，鼻根部平低，前額突出，狭頭症，耳介低位）

Fig．4　症例7の心血管造影像．心室中隔欠損を認め

　る．

があったため，染色体異常，CHDを疑われ当科を紹介

された，心臓カテーテル検査（7ヵ月時）にて，VSD，

PH，卵円孔開存と診断された．　PHが軽度であったた

め，経過観察としたが，4歳時の心臓カテーテル検査

にて自然閉鎖の限界と判断し，心室中隔欠損閉鎖術を

行い順調に経過している．その他の合併症としては水

腎症，停留睾丸がある．

　＜症例8＞（Fig．5，6）

　8歳3ヵ月，♂，17pモノソミー，46XY，　del（17）

（p11，2）

　妊娠，分娩に特に異常を認めていない．出生時体重

3，210g．頸定4ヵ月坐位1歳5ヵ月，独歩2歳5ヵ月，

言語発達遅延も認められた．顔貌は顔面中央の低形成，

眼裂斜上，内眼角贅皮と特徴的であった．また，生後

まもなく心雑音を指摘され，7ヵ月時に施行された心

臓カテーテル検査にて，VSD，　PHと診断され，1歳

時に心室中隔欠損孔閉鎖術を受けた，術後は軽度三尖

弁閉鎖不全を認めるものの順調に経過している．また

脊柱側轡があり，平成3年8月（7歳6ヵ月時）当院

整形外科にて手術を施行している．

　　　　　　　　　　考　　案

　今回，21トリソミー以外の染色体異常に心奇形を合

併した症例を12例経験したが，予後がもっとも悪かっ

たのは18トリソミーで，3症例ともに1歳以内に心奇
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Fig．5　症例8の顔面像と全身正面像
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Fig．6　症例8の心血管造影像．心室中隔欠損を認め

　る．

形が直接的な原因となって死亡している．18トリソ

ミーは過去の症例が比較的豊富であり，特徴ある臨床

的特徴については報告が多い．合併する心奇形として

報告が多いのは，弁の異常，冠動脈起始異常，VSD，

ASDである1）2）．予後については，2ヵ月以内に50％，

1歳以内に90％が死亡するとされている3）．18トリソ

ミーに関しては今後とも外科的治療の適応となる可能

性は低く，外科治療を行う前の早期診断が重要である，

　逆に長期予後が良好と考えられるのは，10qモノソ

ミー，17pモノソミー，ターナー症候群である．本症例

のように，未端欠失型の10qモノソミーは，これまで12

例の報告があるが，心奇形のあるものは7例で，乳児

期にうっ血性心不全で死亡した2例を除けば，長期予

後は概ね良好である．心奇形ぱVSD，動脈管開存

（PDA）を合併するものが多く，外科的治療の対象とな

りうる4｝一一7）．17pモノソミーはこれまで22例の報告があ

り，心奇形の合併（あるいは心奇形と考えられるもの）

は9例（40．9％）で，そのうち5例は明らかなVSDで，

4例は駆出性心雑音が聴取できる程度であった．長期

予後は良好である8）9）．ターナー症候群は，その約20％

に心奇形を合併すると言われているが，半数以上が

CoAである．これは，外科的に修復可能なものが多く，

また，精神運動発達遅延は軽く，長期予後も良好であ
るlo），

　3pトリソミーでは8割以上，3q部分トリソミー，4

pモノソミー，4q部分トリソミーT　5pモノソミーでも

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第3号

約半数に心奇形を合併するといわれている．どの症候

群も外科的に修復可能なものが多いが，心奇形以外の

合併症が重篤なものや，精神運動発達遅延の高度なも

のもあり（特に5pモノソミー），たとえ，心奇形を外科

的に修復したとしても，心臓以外の原因によって幼少

時に死亡してしまう例もあり，これらに対する詳細な

評価が必要である11）～19）．

　染色体異常に伴う心奇形の症例では，それぞれの疾

患について家族に，病状，考えられる予後などを充分

説明したうえで，治療法を選択すべきことは言を待た

ないが，予後が明らかな疾患では，一定のコンセソサ

スも必要と考えられる．

　　　　　　　　　　結　　語

　1）18トリソミーは心奇形，精神運動発達遅延ともに

重症で，全例1歳以内に死亡した．外科的治療によっ

ても，長期生存は期待できない．

　2）3pトリソミー，3q部分トリソミー，4pモノソ

ミー，4q部分トリソミー，5pモノソミーにおげる，心

奇形は外科的治療により修復可能であるが，精神運動

発達遅延は高度であり，外科的治療にあたっては，心

奇形以外の合併症も考慮し，その適応を個々の症例に

おいて充分検討すべきである．

　3）10qモノソミー，17pモノソミー，ターナー症候

群では心奇形は，外科的治療により修復可能で，精神

運動発達遅延は軽度であり，外科治療後の長期予後も

良好と考えられた．
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Twelve　Cases　of　Chromosomal　Abnormality　with　the　Congenital　Heart　Disease

Hideomi　Asanuma，　Hideshi　Tomita，　Kazuo　Ikeda，　Nobuo　Nagata，　Isao　Todoroki，

　　　Yoshihito　Higashidate，　Yoko　Sawada，　Hiroshi　Ajiki＊and　Shunzo　Chiba

　　　　　　　Department　of　Pediatrics　and　Surgery（Section　2）＊，　School　of　Medicine，

　　　　　　　　　　　　　　　　Sapporo　Medical　University，　Sapporo，　Japan

　　　We　reported　the　clinical　characteristics　and　prognoses　of　twelve　cases　of　the　chromosomal

abnormality　excluding　trisomy　21　with　the　congenital　heart　disease，　which　we　had　experienced　in　7

years　at　our　institution．　The　subject　includes　a　case　of　Turner　syndrome，　three　cases　of　partial　trisomy

syndromes　，（3p，3q　and　4q），　five　cases　of　monosomy　syndromes（a　case　of　5p，10q，17q　and　two　cases　of

4p），　and　three　cases　of　trisomy　18　syndrome．　All　cases　of　trisomy　18　died　in　twelve　months　after　birth

because　of　their　heart　diseases．　Although　heart　malformations　in　patients　of　partial　trisomy

syndromes　of　3p，3q　and　4q　were　surgically　correctable，　their　prognoses　of　psychomotor　development

were　severely　restricted．　In　addition，　their　life　expectancy　is　supposed　to　be　limited　by　other　factors

than　heart　problems．　Thus，　in　these　cases　we　should　be　careful　to　decide　the　therapeutic　strategy，

including　the　surgical　indication，　for　their　heart　diseases．　ln　comparison，　both　heart　diseases　and　other

complicating　problems　in　cases　of　monosomies　of　10q　and　17p，　and　Turner　syndrome　can　be　the

candidate　for　the　medical　or　the　surgical　management　more　or　less　easily．

　　　In　cases　of　congenital　heart　diseases　complicated　with　chromosomal　abnormalities，　we　should

choose　the　best　way　of　management，　taking　into　account　not　only　the　severity　of　heart　disease　but　also

other　problems　including　the　prognosis　of　motor　and　mental　development．
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