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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　胎児心エコー検査が普及し，先天性心疾患の出生前診断が多く行われるようになってきた．持続性頻

脈性胎児不整脈に対しては経胎盤的薬物治療が一般的に行われるようになった．全ての胎児に対して小

児循環器医が胎児心エコー図検査を行うのは不可能であり，我々はハイリスク妊娠と産科医からの紹介

のあったものを対象として検査を行っている．胎児心エコー図検査のあるべき方向性を見極める目的で，

東京女子医大心研における過去の受診例につき受診理由と受診時期を調べた．1992年12月までに胎児心

エコー図検査を行ったもののうち心疾患の頻度は13．2％，内訳は心内奇形6．3％，不整脈5．3％，心筋疾

患1．3％，その他0．3％であった．受診した理由別に胎児心エコー図検査の受診時期をみてみると，心奇

形疑い，不整脈，羊水過多，胎児水腫など当該胎児自身の理由で受診したものは在胎27週以降に大半が

受診し，同胞の先天性心疾患，母親の先天性心疾患などの理由で受診した例では妊娠15週から26週の間

に大半が受診していた．一方受診理由別有疾患率は産科から心疾患疑いとして紹介されたものではそれ

ぞれ心奇形（35％），不整脈（40％）と高く，産科医の紹介以外で受診したものでは母のCHD（2％），

同胞のCHD（3％）と低かった．産科医との協力体勢を作り心奇形疑いなど当該胎児自身の理由による

受診時期をもっと早期にする必要がある．

　　　　　　　　　背　　景

　胎児心エコー図検査が徐々に普及し，先天性心疾患

の出生前診断の報告例も増加している1）～8）．しかし現

在行われている方法がこのまま普及したと仮定して，

先天性心疾患の児の救命という観点からみて果たして

貢献するであろうか．現在まで行われてきた胎児心エ

コー図検査を振り返って，将来の本検査のあるべき方

向性を見極める目的で本研究を行った．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は1986年1月から1992年12月までに東京女子医

科大学日本心臓血圧研究所において胎児心エコー図検

査を受けたハイリスク妊娠の393例で連続422回であ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　里見　元義

る．これらの胎児心エコー図検査を受診した理由別に

受診時期と胎児心エコー図検査の結果実際に疾患を有

していた率（有疾患率）を調査した．受診した数は初

めて胎児心エコー図検査をうけた在胎週数とし，2週

毎にまとめて記載した．心疾患を有していた症例につ

いては胎児死亡の5例は剖検によって診断を確認し，

残りの全例で出生後の心エコー図検査で診断を確認し

た．

　　　　　　　　　結　　果

　393例全体での有疾患率は44例（112％）に52疾患を

認めた．疾患別内訳は，心血管奇形25例（6．3％），不

整脈21例（5．3％），心筋疾患5例（1．3％），その他1

例（0．3％）であった（表1）．複数の疾患名を重複所

有している例があったため全体での有疾患率と算術的

に合わない．心疾患の内訳は，Ebstein奇形4例，単心

房＋右室性単心室4例，左心低形成3例，三尖弁異形
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成2例，重症大動脈弁狭窄2例，心内膜床欠損2例，

両大血管右室起始症2例，鏡像正常心2例，三尖弁閉

鎖症1例，動脈管弓が描出されにくくドップラーエ

コー上血流の加速を認め動脈管早期閉鎖と診断した1

例の合計25例であった．心筋疾患の内訳は糖尿病の母

親の胎児3例と心臓腫瘍2例であった．その他1例は

表1　393例（延べ422例）の心疾患の内訳

心大血管奇形

不整脈

心筋疾患

その他

25｛　‖（　6．3％）

21修可（5．3％）

5｛　‖（　1．3％）

19［J（　0．3％）

計 52侶可（13．2％）

表2　胎児心エコー図検査の受診理由と受診時期

15．16 17．18 19．20 21．22 23．24 25．26 27．28 29．30 31．32 33．34 35．36 37．38 39＜

心奇形ノ疑 1 2 8 9 9 9 8 46

羊水過多 1 2 3 1 7

胎児水腫 3 2 2 1 8

母親の糖尿病多 2 1 5 3 11

母親の薬剤使用 1 2 2 1 6

母親が先天性心疾患 9 12 20 15 15 7 8 7 7 3 3 2 108

同胞が先天性心疾患 10 19 21 27 17 10 12 11 10 4 9 4 154

胎児不整脈 1 1 2 6 2 5 8 5 4 10 5 4 53

心不全を伴ったGalen静脈瘤であった．

　胎児心エコー図検査を最初に行った在胎週数を受診

理由別にみてみると心奇形の疑いは29週以降40週まで

に集中していた（表2）．羊水過多は28週までは受診者

はなく，29週以降36週までに受診していた．胎児水腫

はやはり28週までは受診者はなく，29週以降36週まで

に受診していた．母親の糖尿病は30週までは受診者は

なく，31週以降38週までに受診していた．母親の薬剤

使用では29週から38週までに集中して受診していた．

母親が先天性心疾患である場合には，15週から38週ま

でまんべんなく受診していた．同胞が先天性心疾患を

有していた場合には15週から38週まで同様に平均して

受診していた．胎児不整脈でも15週から39週まで平均

して受診していた．

　一方上記の理由で胎児心エコー図検査をうけたもの

のうち実際に胎児に心疾患を有していた頻度を有疾患

率としてしらべてみた結果，心奇形疑いでは46例中16

例（35％），羊水過多では7例中3例（43％），胎児水

腫は8例中2例（25％），母親の糖尿病では11例中2例

（18％），母親の薬剤使用では6例中1例（17％），母親

の先天性心疾患では108例中2例（2％），同胞の先天

性心疾患では154例中5例（3％），胎児不整脈では53

例中21例（40％），その他の受診理由では29例中0例で

0％であった．便宜的に在胎27週未満と，27週以降に

分けて受診理由別に有疾患率を調べた（表3）．心奇形

表3　在胎27週未満と27週以降でみた受診数とその有

　疾患率

15－26週 27－40週 総数 有疾患率

心奇形疑い 3（7％） 43（93％） 46 16（35％）

不整脈 17（32％） 36（68％） 53 21（40％）

羊水過多 0（0％） 7（100％） 7 3（43％）

胎児水種 0（0％） 8（100％） 8 2（25％）

母親の糖尿病 0（0％） 11（100％） 11 2（18％）

母親の薬剤使用 0（0％） 3（100％） 6 1（17％）

母親の心奇形 78（72％） 30（28％） 108 2（2％）

同胞の心奇形 104（68％） 50（35％） 154 5（3％）

計 202 191 393 52（13．2％）

の疑い（93％，35％：括弧内は順に全受診例中の27週

以降に受診した例の比率と有疾患率を示す），羊水過多

（100％，25％），胎児水腫（100％，25％），母親の糖尿

病（100％，18％），母親の薬剤使用（100％，17％）と

なっており，これらの受診理由では大部分の例が在胎

27週以降に受診していた．またこれらの例ではいずれ

も有疾患率は高率であった．一方母親の先天性心疾患

（28％，2％），同胞の先天性心疾患（35％，3％）で

は大部分の例が在胎27週未満の早期に受診していた．

しかしながらこれらの例ではいずれも有疾患率は低率

であった．

　　　　　　　　　　考　　案

　本研究の目的は正確な先天性心疾患の頻度を出すこ
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図1　胎児心エコー図検査の受診理由と受診時期の立

　体グラフ

　Sibling’s　CHD：同胞の先天性心疾患，　Maternal

　CHD：母親の先天性心疾患，　Maternal　DM：母親

　の糖尿病，Hydroamnios：羊水過多，　Hydrops

　Fetalis：胎児水腫，　Susp　CHD：先天性心疾患の疑

　い，F－arrhythmia：胎児不整脈

とにあるのではないし，我々の施設に紹介されたいわ

ば選択のかかった母集団の中での検討に過ぎない．そ

のために消化器異常や脳の異常などを主訴として受診

した例が他の報告に比較して著しく少なくなってい

る．しかしながら心臓専門の施設に紹介するに当たっ

て，現在の状態をそのまま持続していって出生前診断

から出生前治療へという将来を考えた場合にこのまま

で良いのかを問い直す意味でこれらの限られた対象に

も拘わらず本研究を行った．上記の結果を立体グラフ

にして図1に示した．心奇形疑い，羊水過多，胎児水

腫など当該胎児自身に問題が発見されてそれが受診理

由となった場合には受診時期が遅れる傾向が認められ

た．一一方母親や同胞の先天性心疾患の場合には妊娠の

早期から受診していた．これら両親の精神的不安によ

るもので当然の結果であろう．胎児不整脈は前2者と

異なり，妊娠全般にわたって受診していた．これは不

整脈が発見された時点でその都度心臓に関係あること

から直ちに紹介されたものと考えられる．

　従って，心疾患を有する胎児を高率にしかも妊娠の

早い早期に診断するためには，心臓以外であっても当

該胎児自身の理由によるハイリスク胎児を産科医が早

期に発見し，循環器医へ紹介するというシステムの確

立が不可欠である．先天性心疾患も出生前診断から出

生前治療へと進歩していくためには重症心奇形をより
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早期に診断することが求められるが，現在の方法で胎

児心エコー検査を続けていったとしても極めて効率の

悪いスクリーニングを行っていると言っても過言では

ない．有疾患率の高い当該胎児の異常を早期に発見し

胎児心エコー図を行う方向へ進まなければ，ただいた

ずらに検査の数を増やしているに過ぎない．肺動脈弁

欠如を伴ったファロー四徴症の胎児で拡大した肺動脈

により気管，気管支，および食道の圧迫のために二次

的に羊水過多を来たした症例の報告もある9）．重症心

疾患に高頻度に胎児水腫を認めたとする報告もあ

る1°）．今回の我々の結果でもこれらの理由で受診した

ものの有疾患率は明らかに高かった．

　また当該胎児の心疾患の疑い，羊水過多，胎児児水

腫の理由で産科医から紹介されたものはいずれも90％

以上が27週以降であった．従って，心臓以外でも当該

胎児に何らかの異常が認められた場合には心疾患の存

在を疑ってまず産科医による心臓の四腔断面の観察を

徹底することと，より早期に循環器医へ紹介して詳細

な心疾患の診断を行うことが重要である11）．

　　　　　　　　　　結　　語

　東京女子医科大学日本心臓血圧研究所で胎児心エ

コー図検査を行った422回393例について検査を受けた

時期とその理由，そして有疾患率を調べた．母親の糖

尿病，母親の薬剤使用，母親の先天性心疾患，同胞の

先天性心疾患などの当該胎児以外の理由で受診した場

合には有疾患率は低く，心奇形疑い，羊水過多，胎児

水腫など当該胎児自身の異常が受診理由の場合には有

疾患率は高いことが分かった．

　一方，受診時期は当該胎児以外の理由の場合には早

く，当該胎児自身の理由の場合には妊娠末期に多いこ

とが分かった．従って先天性心疾患を効率よく早期に

出生前診断するためには産科医と協力して当該胎児自

身の異常が見つかった場合，産科医による集中的な心

疾患のスクリーニングと，循環器医への早期の紹介に

よる胎児心エコー図検査施行するようにすることが必

要である．
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When　and　How　Should　We　do　Fetal　Echocardiographic　Examination？

Gengi　Satomi＊，　Makoto　Nakazawa＊＊and　Kazuo　Momma＊＊
　　　　　　　　　　　　　　　＊Nagano　Children’s　Hospital

＊＊ The　Heart　Institute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　　As　the　fetal　echocardiographic　examination　has　been　popular，　number　of　fetal　cases

increases　who　had　been　diagnosed　as　cardiac　disease　in　utero．　We，　pediatric　cardiologists，　can　do

fetal　echocardiographic　examination　only　for　a　limited　number　of　fetuses　who　had　been　referred

from　obstetricians　or　had　high　risks．　The　reason　and　the　timing　of　the　referral　were　studied　in

consecutigve　422　examinations　for　393　fetuses　who　had　undergone　fetal　echocardiographic

examination　since　1986　through　l992　in　the　Heart　lnstitute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical

College．　The　incidence　of　the　cardiac　anomalies　were　l3．2％，　including　congenital　heart　defects

6．3％，fetal　arrhythmias　5．3％，　myocardial　disease　1．3％，　misceraneous　O．3％．　Most　of　the

fetuses，　whose　reasons　of　referral　were　their　own　abnormalities　such　as　abnormal　fetal　echo

findings，　fetal　arrhythmia，　hydroamnio，　and　hydrops　fetalis，　were　referred　ill　the　late　pregnancy

rather　than　in　the　early　pregnancy．　On　the　other　hand，　the　fetuses　whose　reasons　were　other　than

fetuses　themselves　such　as　familial　history　of　congenital　heart　disease，　maternal　drug　administra－

tion，　maternal　diabetes，　were　referred　relatively　frequent　in　the　early　pregnancy．　The　incidence

of　fetal　heart　disease　showed　significantly　higher　in　the　fetuses　who　had　their　own　referral

reasons　than　the　fetuses　who　had　indirect　referral　reasons．　We　condlude　that　fetuses　who　had

their　own　referral　reasosns　should　be　referred　earlier　to　the　pediatric　cardiologists　in　cooporate

with　obstetrician．
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