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弁粘液腫により先天性僧帽弁狭窄を呈した18トリソミーの1例

（平成6年6月27日受付）

（平成6年11月28日受理）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　弁粘液腫による先天性僧帽弁狭窄の1新生児例を経験した．18トリソミー，心室中隔欠損，大動脈縮

窄，動脈管開存および脊髄髄膜瘤を合併しており，心不全，水頭症が徐々に進行し，3カ月で死亡した．

剖検上，本症例の腱索は短く，二つの乳頭管が接近していたが，僧帽弁の組織化学的構造は保たれてお

り，三尖弁，肺動脈弁および大動脈弁には異常は認められなかった．先天性僧帽弁狭窄の原因としての

粘液腫は稀であり報告した．

　　　　　　　　　　緒　　言

　小児における心臓腫瘍の頻度は少なく，病理学的に

は横紋筋腫が最多で60％，線維腫，奇形腫が約10％，

粘液腫は5％と報告されている1）．また，心臓粘液腫に

おいては左房原発が70％～80％とされており1）2），弁原

発の粘液腫は極めて稀である．

　今回，われわれは僧帽弁に発生した粘液腫により僧

帽弁狭窄を呈した18トリソミーの1剖検例を報告し

た．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：日歳0，女児．

　主訴：チアノーゼ．

　家族歴：患児は第3子．第2子は死産（男児）であっ

た．

　現病歴：在胎28週の時，胎児エコーにて胎児奇形を

疑われた．36週5日で自然分娩にて出生したが，1分

アプガースコアが1点で当科に入院した．

　入院時現症：体重1，460g．身長48．5cm．上肢と比較

して下肢に強いチアノーゼを認めた．呼吸は微弱，心

拍数は105bpmで不整であった．心音でII音の充進が

あり，胸骨左縁第3から第4肋間の3／6収縮期心雑音お

よび心尖部の2／6拡張期雑音が，日齢3頃からはっきり

と聴取された．大泉門は大きく突出し，腰部に脊髄髄
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膜瘤があり，髄液が流出していた．小顎，耳介低位，

手指の重合，足の揺り椅子状変形などの外表奇形が認

められた．

　入院時検査成績：血液ガスでは高炭酸ガス血症およ

び低酸素血症があったが，貧血，CRPおよび血清IgG

の上昇は認められず，染色体検査で核型は47，XX，＋

18であった（表）．胸部レントゲンでは，心胸郭比63％

で肺うっ血を認めた（図1）．心電図ではWenckebach

型のII型房室ブロックを呈しており，2対1ブロック

や洞調律が混在していた（図2）．心エコー図で僧帽弁

の心室側に乳頭状の高エコー域を認め，カラードプラ

にて左心室流入血流のモザイクがあり，僧帽弁狭窄を

呈していた（図3a，3b）．その他に心室中隔欠損，大動

表　入院時血液検査成績

動脈血液ガス

　PH
　PCO2

　PO2

　HCO，

　BE

WBC
RBC
Hb
Ht

Plt

染色体

7．257

54．OmmHg

46．6mmHg
24．Ommol〃

－
3．8　mmol／／

20，100／mm3

4．49×］⑪4／mm3

17．1g／d］

51．6％

10．3×104／mm3

47，XX，十18

T．BiI

GOT
GPT
CPK
BUN
Creat

Na
K
Cl

CRP
IgG

IgA

IgM

2．Omg／d1

　661U〃

　21U〃
1，0971U〃

　13　mg／dl

　／．Omg／d1

　132mEq／／

　4．1mEq／／

　108mEq／1

　0mg／d1
　484mg／d1

　2．0　mg／dl

　5．7mg／dl
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脈縮窄，動脈管開存が認められた．

　臨床経過：生直後から呼吸困難が強く，人ll呼吸管

理を行った．LipoPGEI，強心剤，利尿剤，血管拡張剤

の投与を行ったが，心不全および水頭症が進行し，日

齢109に死亡した．

　　　　　　　　　　剖検所見

　肉眼所見（図4）：心市rは3］g．僧帽弁の前尖およ

び後尖の形態は保たれていたが，両弁の心室側に付着

するように超米粒人の乳頭状の腫瘍が増牛し，一部で

規い腱索を巻き込んでいた．このために弁の開閉が制

鰯
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限されていた．腫瘍表面は黄色，平滑，軟であり，心

内膜および心筋への浸潤は認められなかった．乳頭筋

は二つ存在したが，接近していた．三尖弁，人動脈弁

および肺動脈弁の形態異常は認められなかった．膜様

部心室中隔欠損，動脈管開存，大動脈縮窄が認められ

た．

　組織学的所見（図5）：腫瘍は僧帽弁の心室面から乳

頭状に増生していた．また，腫瘍細胞は小型でクロマ

チンに富んだ核の紡錘型の細胞で，粘液様物質の中に

散在する1ように増生し，表面は内皮に覆われていた．

石灰化，廠痕化および腺管構造は認められなかった．

僧帽弁の組織学的構造は正常であった．

　　　　　　　　　　考　　察

　一弄没に粘液腫の病理所見は，肉眼的には，息肉状，

乳頭状あるいは分葉状の腫瘤で有茎性でゼラチン状を

呈するD2｝．また，組織学的に腫瘍細胞は紡錘型あるい

は多角形であり，細胞周囲にはムコ多糖類に富む粘液

様物質が認められる1）L）．本症例も同様の肉眼所見およ

び臨床所見を示し，粘液腫と診断した．

「

図1　人院時胸部レン1・ゲン．CTRは63％で肺うっ血

　が。忍められた．

11ト匠茸thi「茸士

図2　人院時心電図．Wenckebach型のII型房室ブ

　ロックを呈しており，2対1ブロックや洞調作が混
　在していた．
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図3a，　b　入院時心一Lコー図．僧帽弁の心室側に結節状の高エコー域およびカラードプラでは左心室

　流入lfrl流のモザイクがあり，僧帽弁狭窄を呈していた．

、
』
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図4　肉眼的剖検所見．僧帽弁の前尖および後尖の形

　態は保たれていたが，両弁の心室側に付着するよう

　に超米粒大の乳頭状の腫瘍が増生し，一部で短い腱

　索を巻き込んでいた．腫瘤表面は黄色，平滑，軟で

　心内膜および心筋に浸潤は認められなかった．乳頭

　筋は二つ存在したが，接近していた．
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　図5　組織学的剖検所見．腫瘍は僧帽弁の心室面から

　乳頭状に増生していた．また，腫瘍細胞は小型でク

　　ロマチンに富んだ核の紡錘型の細胞で，粘液様物質

　　の中に散在するように増生し，表面は内皮に覆われ

　　ていた．石灰化，搬痕化および腺管構造はなく，僧

　帽弁には組織学的に異常が認められなかった．

　小児の心臓粘液腫はまれで，Ergina3）らは1900年か

ら1991年の間の5歳以下では15例で，右房粘液腫が9

例であったとしている．本邦では，森ら4）が小児左房粘

液腫は5例しか認められなかったと報告している．

　さらに，本症例のように心室および弁原発の粘液腫
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は心房原発よりさらに少ない．Chanら5）は，1919年か

ら1981年の問に左室原発粘液腫の小児例を1例のみ経

験した．藤原ら6）によると左室発生の粘液腫の報告は

6例のみであったという．

　これらのことから，本症例のように僧帽弁から左室

内の短い腱索を巻き込むように発生し．このために僧

帽弁狭窄症を示した症例は，極めて稀である．

　粘液腫細胞は，心内膜下層から発生する多分化能を

持つ間葉系細胞に起源があるとする説があるη8）．この

ような間葉系細胞の場合，一般に組織浸潤性に発育す

ることは少ない9）．しかし，足立ら8）が報告しているよ

うに心筋に一部浸潤し，付着部が有茎性でない症例も

ある．本症例も心内膜および心筋には浸潤は認められ

なかったが，腫瘍は僧帽弁から一部腱索まで分布して

いた．

　本症例のように弁粘液腫によって僧帽弁狭窄を来

し，心室中隔欠損および動脈管開存を合併した1新生

児例をEnzenauerらが報告している1°｝．組織学的には

自験例と同様に腫瘍表面が薄い内皮に覆われていた．

　18トリソミーに伴いやすいものとして，胎生期にお

ける弁の不完全な分化過程の結果，生ずるとされる
‘‘

congenital　polyvalvular　disease”がBharatiら】1）や

Balderstonら12）によって報告されている．　Congenital

polyvalvular　diseaseでは，二つ以上の弁が不規則に

結節状に肥厚する．また，弁の組織学的異常として，

spongiosaの増加，　proximalisおよびspongiosaの弾

性線維の減少，弁の4層構築の破綻，酸性ムコ多糖類

の増加が特徴である11）．

　自験例では三尖弁，大動脈弁および肺動脈弁に異常

は認められなかった．僧帽弁では粘液腫でよく認めら

れるムコ多糖類の増加はあったが，細胞構築は正常に

保たれ，spongiosaやproximalisの異常は認められな

かった．

　これらのことから，自験例はcongenital
polyvalvular　diseaseの範疇には入らないと考えられ

た．

　今後，新生児の僧帽弁狭窄においては粘液腫の関与

を検討する必要と思われた．

　症例の病理学的所見に御助言を頂いた大分医科大学病理

学教室第二の秋月真一郎先生，石田哲也先生に深く感謝申

し上げます．

　本論文の一部は，第27回日本小児循環器学会（山形）にお

いて発表した．
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Mitral　Stenosis　Caused　by　Valvular　Myxoma　in　a　Case　with　Trisomy　18

Masanobu　Kojo1），　Katsuhiko　Yamada1），　Teruyuki　Ogawal）and　Kiyoshi　Saito2）

　　　　　　　　　　　　　1）Department　of　Pediatrics，　Oita　Medical　University

　　　　　　　　　2）Department　of　Pediatrics，　Health　Insurance　Nankai　Hospital

　　　We　experienced　a　newborn　with　mitral　stenosis　caused　by　valvular　myxoma．　She　was

complicated　trisomy　18，　ventricular　septal　defect，　coactation　of　aorta，　patent　ductus　arteriosus

and　meningomyelocele．　Her　cardiac　dysfunction　and　hydrocephalus　were　progressive　and　then

she　died　at　3　mouthus　old．　The　autopsy　showed　that　the　chordae　were　short　and　two　papillary

muscles　were　near　together，　however，　there　was　not　disruption　of　architecture　of　four　main

layers　of　the　mitral　valve　in　microscopic　examination．　The　tricuspid，　pulmonary　and　aortic　valve

were　intact．　The　mitral　stenosis　caused　by　valvular　myxoma　was　rare，　so　we　should　consider　the

Similar　CaSe．
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