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長期生存中の左心低形成症候群の4歳男児例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　左心低形成症候群（hypoplastic　left　heart　syndrome，以下HLHSと略す）は新生児期に大多数が死

亡する予後不良の疾患である．我々は，長期生存中のHLHSの4歳男児例を診療中である．症例は在胎

39週5日，正常分娩にて出生した成熟児で，1カ月健診時に体重増加不良，心雑音を指摘され，日齢39

に当院を紹介された．PGE1の持続点滴静注を開始し，生後5カ月時より経口薬に変更し，9カ月時より

外来にて経過観察している．本症例が長期生存している理由として，1）出生時ないしはその後も太い動

脈管が開存していたこと．2）卵円孔の大きさが適当であったこと．3）胎児期の高い肺血管抵抗が持続

し，肺血流量と体血流量のバランスがとれたこと．4）冠血流が維持できたこと．5）右心機能が良好に

保たれたこと，などが考えられる．現在4歳になるが，軽度の運動制限はみられるものの，発育・発達

は比較的良好で保育園に通園している．

　　　　　　　　　　はじめに

　左心低形成症候群（HLHS）は，1952年にLev1）によ

りhypoplasia　of　the　aortic　tract　complexesとして紹

介され，その後Noonanら2）によりhypoplastic　left

heart　syndromeと定義された．本症候群の自然歴は極

めて不良で，95％以上は1カ月以内に死亡するといわ

れている3）．予後を左右する因子として，肺血流量と体

血流量のバランスが重要であるが，現在，経口PGE1製

剤投与にて生存中の4歳男児を経験している．本症の

自然歴を観察するうえで重要な症例と思われるので報

告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　患児：T－H．4歳，男児．

　現病歴：在胎39週5日，正常分娩にて出生，出生体

重は3，066gであった．出生以後は特に症状なく産科を

退院し，1カ月健診時に体重増加不良，心雑音を指摘

され，日齢39に当院を紹介された．

　現症：入院時の体重は3，750gで全身状態は良好で
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あったが，心拍数は142／分，呼吸数は64／分で頻脈と多

呼吸，末梢チアノーゼを認めた．胸骨左緑第3肋間に

は，Levine　2／6度の収縮期駆出性雑音を聴取し，　II音

は元進していた．血圧は収縮期80mmHgで上下肢で差

はなく，腹部では肝を2cm触知した．

　検査所見：右上肢での血液ガス分析ではpH　7．40，

PCO238mmHg，　PO，46mmHg，02　Saturation　81％

であった．胸部レントゲン写真では心胸郭比65％と心

拡大と，肺うっ血を伴った血管影の増強を認めた．心

電図では，洞調律で右軸偏位，右室肥大を認めた．断

層心エコー検査では，左心室は著しく低形成で，僧帽

弁，大動脈弁は閉鎖していた．上行大動脈は極めて細

く（径4．2mm），肺動脈より動脈管を通じての逆行性血

流がみられた．卵円孔は開存し，左房から右房への血

流はジェット状であった．同日に逆行性右擁骨動脈造

影，及び心臓カテーテル検査を施行し，HLHSと確定

診断した（図1）．また，左房圧は平均19mmHgで，右

房との間に13mmHgの圧較差があったため，同時にバ

ルーン心房中隔裂開術を行い，圧較差は8mmHgとや

や軽減した．

　経過：その後，リボPGE1とドパミンの特続点滴静

注と利尿剤の投与を開始，症状は安定し，哺乳は良好
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図1　逆行性右梼骨動脈造影．細いL行大動脈と冠動脈が容易に造影された．大動脈

　弁の動きはなく，negative　jetもみられなかった．　AAO：上行大動脈

となり次第に体重も増加した．2カ月時にドパミンを

中止し，5カ月時よりリボPGEIを持続点滴静注から

1日4回の静注に変更し，経口PGE，誘導体製剤の投

与を開始した．静注は8カ月時に漸減中止した．血液

ガス分析は，概ねPCO，が40mmHg前後，　PO、が35

mmHg前後であった．以後も全身状態は良好であり，

9カ月時に体重5，640gで退院，外来にて経過観察とし

た．退院後も著変なく経過．運動発達は，一一人立ち1

歳7カ月，歩行1歳11カ月であった．

　2歳9カ月時に行った2回目の心臓カテーテル検

査，心血管造影では，血圧は，右室86／0（34）mmHg，

主肺動脈100／62（80）mlnHgで，酸素飽和度は右房内で

上昇がみられたが，左右肺動脈及び左房内にはカテー

テルを進めることはできなかった．右室造影にて動脈

管を通じて左右肺動脈，下行大動脈，及び逆行性に上

行大動脈，冠動脈が造影された．上行大動脈径は3．3

図2　心血管造影（2歳時）．右室造影にて動脈管を通じて左右肺動脈，下行大動脈，

　及び逆行性に上行大動脈，冠動脈が造影された．RV二右室，　MPA：主肺動脈，

　PDA：動脈管，　AAO：上行大動脈，　DAO：下行大動脈
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mmで，動脈管径は7．0×4．8mmであった．また，心

房中隔に小欠損を通して左房から右房へのジエット状

の血流が認められた（図2）．

　現在，胸部レントゲン写真では，軽度の心拡大と左

2弓の突出がみられ，肺血流量増加，肺うっ血が認め

られる（図3）．心電図では，右軸偏位と著明な右室の

容量，及び圧負荷の所見を呈している（図4）．断層心

エコー検査では，右室の壁運動は良好で動脈管は10
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図3　胸部レントゲン写真（4歳時）．軽度の心拡大と

　左2弓の突出がみられ，肺血流量増加，肺うっ血が

　認められる，

mm程度で太く，肺動脈から下行大動脈への血流は1．7

m／sと比較的スムーズである．卵円孔は径約2　．　6inm

と開存し，血流はジェット状で16mmHg（2．Om／s）の

圧較差を認めている（図5）．全身骨のレントゲン写真

では軽度の骨膜肥厚を認めるが，発育・発達に障害は

みられず，経過観察している．

　4歳6カ月現在，多少息切れ等の症状がみられるも

のの，駆け足，ボール蹴り，三輪車こぎ等はできる．

身体所見は，身長97．3cm（1．4SD），体重13．Ikg（－

1．7SD）である．本例は，今春より保育園へ通園してい

る．

　　　　　　　　　　考　　察

　HLHSは大動脈弁，僧帽弁の閉鎖あるいは強度の狭

窄，上行大動脈，左室の低形成により特徴づけられる

疾患群である．本症は，新生児期にほとんどが死亡す

る極めて予後不良の疾患である．1981年にNorwood

ら4）により報告された第一期姑息手術は，本症を救命

するだけでなく，根治手術であるFontan手術をも可

能にした術式である．しかし，残念ながら手術成績は

満足できるものではない．その原因として，一つは術

前，術中，術後の肺血流量の調節が困難であることが

あげられる．術前の治療方針としては，動脈管を充分

に拡張させ，肺血管抵抗の低下による肺血流量の増加

を防ぐこと，すなわち体循環を維持することが重要で

ある．動脈管を維持するのは，PGEIを投与することで
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図4　心電図（4歳時）．右軸偏位と著明な右室の容量，及び圧負荷の所見を呈している．
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図5　断層心エコー図（4歳時）．右室の壁運動は良好で動脈管は10mln程度で太く，

　肺動脈から下行大動脈への血流は17m／sと比較的スムースであった．卵円孔は径

　約26mlnと小さく，1血流はジェット状で16mmHg（20m／s）の圧較差を認めた．

　RV：右室，　RA：右房，　LA：左房，　MPA：主肺動脈，　PDA：動脈管，　AO：大動脈，

　CA：冠動脈

可能であるが，肺血流量をコントロールするためには

酸素を用いず，血中二酸化炭素を高めに保つ（40

mmHg台）ことが必要であるといわれている5｝．この

機序としては，低酸素血症，高二酸化炭素血症により

肺動脈の収縮がおこり，肺血管抵抗が増加するものと

考えられている．このため呼吸回路中の死腔の拡大や

炭酸ガスの混入6），呼吸抑制，酸素濃度の低下などの工

夫がなされている．また，肺血管内にバルーンを留置

し肺血流量の調節を試みたという報告7）もみられる．

また，心房間交通に関して本村ら8）は，HLHSにおける

ASD合併群とPFO群の比較検討で，　ASD合併群の方

が肺血流量が増加する傾向にあったと報告している．

　本症例は，生後1カ月の入院時，アシドーシスは認

めず，心不全徴候はみられたものの全身状態は比較的

良好であった．リボPGE1の投与を開始し，バルーン心

房中隔裂開術は卵円孔が大きくなりすぎない程度に施

行し，心不全のコントロールを行ったが，その後も状

態は安定していた．外科的治療も考慮したが，両親が

手術を希望せず，内科的管理を続けた．体重増加は良

好であったため5カ月時からPGE，誘導体製剤の経口

薬に変更した．動脈管は閉鎖しないtypeで，　PGE1が

有効とは考えにくいが，現在は肺高血圧症の進行には

多少効果も期待できると考え，また副作用も軽度のた

め投薬を続けている．

　本症例が長期生存している理由として，1）出生時な

いしはその後も太い動脈管が開存していたこと，2）卵

円孔の大きさが適当であったこと，3）胎児期の高い肺

血管抵抗が持続し，肺血流量と体血流量のバランスが

とれたこと，4）冠血流が維持できたこと，5）右心機

能が良好に保たれたこと，などが考えられる．我々の

調べた範囲では，最近1歳7カ月の生存中の1例が報

告されている9）が，非手術例において2歳以上の生存
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例は見あたらない．今後，肺一高血圧の進行と卵円孔の

相対的縮小等の危惧はあるが，今後も充分な経過観察

を続けたい．HLHSの予後を考える上で非常に興味あ

る症例と思われた．
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ALong－Term　Survival　Case　of　Hypoplastic　Left　Heart　Syndrome

Makoto　Shinohara，　Katsuhiko　Sone　and　Tomio　Kobayashi

Department　of　Cardiology，　Gunma　Children’s　Medical　Center

　　　The　patient，　who　weighted　3，066　g　at　birth　after　a　fulLterm，　uncomplicated　pregnancy，　was

noted　to　have　a　heart　murmur　and　poor　weight　gain　at　one　month　of　age．　Two－dimensional

echocardiography　revealed　aortic　atresia　with　a　hypoplastic　ascending　aorta，　mitral　valve

atresia，　and　hypoplastic　left　ventricle．　Infusion　of　lipo－prostaglandin　E、　was　administered　to

maintain　patency　of　the　ductus　arteriosus，　and　this　was　replaced　with　oral　preparation　of

prostaglandin　EI　at　5　months　of　age．　His　growth　and　development　have　been　almost　normal　at

4years　of　age．　We　think　that　the　reasons　for　the　Iong　survival　in　this　case　are　1）good　patency

of　the　ductus　arteriosus，2）adequate　size　of　the　formen　ovale，3）balanced　pulmonary　blood　flow

with　systemic　blood　flow，　due　to　the　pulmonary　hypertension，4）good　coronary　flow，　and　5）good

function　or　right　ventricle．
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