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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　胎児期および新生児期に著明な拡大を呈したエプスタイン奇形の1例を経験した．在胎26週時での心

胸郭面積比は40．1％であったが徐々に増大し在胎30週には46．5％となった．胎児水腫の徴候はなく出生

したが，坤吟呼吸およびチアノーゼを認め，高頻度振動換気による人工呼吸器管理とPGE1静注を行っ

た．呼吸器から一時的にではあるが離脱できたことから肺低形成は高度ではないと考えられ，心拡大の

軽減により呼吸状態の改善が期待できる症例であると判断した．日齢11日にStarnes法による手術を行

い術後状態も良好（本邦第1例）で，引き続き8カ月時にBidirectional　Glennを施行した．

　新生児期早期に高度の心拡大を呈するような重症例においても肺低形成は必発ではないこと，また右

室，三尖弁機能の悪い症例に対してStarnes法は手術術式の選択肢となりうることを報告した．また，

HFOによる術前管理が有効であった．

　　　　　　　　　　はじめに

　出生時より高度の心拡大を呈するエプスタイン奇形

の予後は極めて不良であり1）～3），その治療指針も確立

していないのが現状である．今回我々は胎児期から観

察し得たエプスタイン奇形の1例に対しStarnes手

術5）を施行し救命し得た（本邦第1例）ので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例は在胎19週の胎児心エコーでは異常を指摘され

ず，在胎24週に右房の拡大傾向に気付かれ，在胎25週

に有意の心拡大をきたしたため在胎26週1日当院紹介

となった．胎児心エコーを施行したところ，高度の三

尖弁逆流と著明に拡大した右心房を認めた．三尖弁前

尖はカーテン様に大きく，エプスタイン奇形と診断し

た．この時点での心胸郭面積比（CTAR）は40．1％で

あったが徐々に増大し，在胎30週には46．5％となり以

後はほぼ一定で推移した（図1）．

　心拡大は極めて高度であったが，肺胞形成期以降に
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図1　胎児心エコー四腔断面図．右房の拡大は著明で，

　心房中隔は左房に向かい張り出している．三尖弁中

　隔尖は僧帽弁に比べて心尖部よりに付着している．

　RA＝右房，　LA＝左房，　RV＝右室，　LV＝左室．

別刷請求先：（〒980－77）宮城県仙台市青葉区星陵町1

　　　　　－1
　　　　　東北大学医学部小児科　　　柿澤　秀行

進行した心拡大であることから肺低形成が必ずしも高

度ではない可能性もあると考え，胎児水腫の徴候が出

現しなければ母体管理のうえ満期まで外来経過観察す

ることとした．さらに娩出の際は小児循環器医立ち会

いとすること．出生後は肺の圧損傷を極力避けながら
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図2　胸部X線．出生直後に心胸郭比92％の著明な心

　拡大を認める．
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図3　心エコー四腔断面像．三尖弁中隔尖の付着異常

　と大きな前尖を認める．三尖弁逆流は高度で，右房

　は高度に拡大している．RA＝右房，　aRV＝右房化右

　室，LA＝左房，　RV＝右室，　LV＝左室．

積極的に肺血管抵抗の低下を計ること．そして高度の

肺低形成がなければ外科的治療も考慮する，という方

針とした．経過中，腔水症や皮下水腫の所見はなかっ

た．

　在胎35週に母体管理のため産科入院としたところ，

在胎36週2口に頭位自然分娩にて出生した．出生時体

重3，116gで，　APGARは1分6点，5分7点であった．

高度のチアノーゼおよび岬吟呼吸を認め，直ちに挿管

のうえ高頻度振動換気（以下HFO）にて管理とした．

心胸郭比は92％であり，肝臓は3横指触知したが皮下

浮腫は認めなかった（図2）．

　心エコーにて三尖弁中隔尖の低位付着と大きな前尖

を認めエプスタイン奇形，肺動脈閉鎖と診断．三尖弁

逆流は高度で，右房は高度に拡大していた．三尖弁逆

流の流速は3m／sec前後であった．心房間交通での血

流の制限はなかった（図3）．機能的右室の容積は小さ

く，心エコー四腔断面像から求めたCelermajerの重

症度分類3）はgrade　4の最重症型に相当し，積極的な介

入なしでは予後不良と考えられた．心エコー後，動脈

管開存を目的にPGE1を開始した．

　HFO開始後，徐々に換気状態の改善が得られ，日齢

4日に一時的に抜管し得たが，呼吸促拍，呼吸性アシ

ドーシスをきたしたため，日齢6日に再挿管とし以降

はIMVで管理した．この間の経緯から，肺低形成は高

度ではなく，心拡大が改善すれば呼吸器からの離脱は

可能であると判断した．

　しかし積極的な治療にも関わらず心拡大および心不

全の改善が得られないことから，内科的治療の限界と

判断し，日齢11日に外科的治療に踏み切った．

　直視下に観察した三尖弁は高度に変形しており，弁

形成は困難と判断した．そこでStarnesの手術を行う

方針とし，三尖弁閉鎖術，体肺短絡術，動脈管結紮術

および右心房縫縮術を施行した．なお，術中診断では

器質的な肺動脈閉鎖は認めなかった．

　術後，心胸郭比は58％に縮小．呼吸器からの離脱は

比較的容易であった．MRSA感染症のため長期入院を

余儀なくされたが，術後52日目に退院．発達発育も順

調で，生後8カ月にBidirectiona］Glennを方缶行．1歳

3カ月現在，外来経過観察中である．

　　　　　　　　　　考　　察

　エプスタイン奇形は比較的稀な疾患であり，さらに

三尖弁および右室の形態異常が多様であることから，

血行動態や臨床像も症例により多岐にわたることが知

られている．この為，新生児期に症状を呈した症例に

関する治療は画一的に論じることは難しく，特に新生

児期早期に高度の心拡大を示した本症の治療成績は極

めて不良であるのが現状である1）一’4｝．

　今回我々が経験した症例は胎児期から既に著明な心

拡大を呈していた．このように高度の心拡大を伴った

本症の場合，従来より問題にされていたのは，胎児期

からの圧迫に起因する肺低形成の問題と，出生後に遷

延する肺高血圧を克服することのできる右室機能を有
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しているかどうかという2点であり，これらが本症の

治療成績を左右する大きな要因であるとされてきた．

　Hornberger等は胎児死亡した三尖弁異形成19例を

検討し，10例において肺重量が予想重量の半分以下で

あったことを報告しており’），こういった高度の肺低

形成を伴った症例の場合，現時点での救命はやはり困

難であると考えられる．

　以前我々は，新生児期にwall　to　wallの高度の心拡

大を伴った3例の報告をし6），1）羊水過小により肺低

形成を呈する疾患とは異なり，外部からの圧迫による

肺容積の減少の場合，肺成熟はある程度進んでいるこ

と7）8）が報告されていること，2）横隔膜ヘルニアのよ

うに肺胞形成期（在胎24週9り以前から強い圧迫が起

こった場合と，それ以降に次第に圧迫が進行した場合

では肺成熟の程度が異なってくることが知られている

ことから，本症における肺低形成が，新生児肺低形成

疾患として代表的な羊水過小症や横隔膜ヘルニアによ

るもの1°）と質的に異なる症例を含んでいる可能性があ

ることを考察した．最近になり，さらに我々は新生児

早期に死亡した5例の肺を病理学的に検討し横隔膜ヘ

ルニアの肺と比較した11＞．検討した5例においては生

下時の肺圧迫がかなり高度でも横隔膜ヘルニアの患側

肺にみられるような高度の肺低形成はなく，肺小動脈

の中膜肥厚や中膜の末梢への進展もみられないことか

ら，血管攣縮による胎児循環遺残12）は起こしにくいと

考えられた．この為たとえ生下時に高度の圧迫がある

症例でも，心拡大の緩和により肺圧迫を軽減すること

ができれば呼吸状態の改善が期待できる症例があると

考えられた．

　本症例に対しては，出生後は肺の圧損傷を極力避け

ながら同時に過換気による肺血管抵抗の低下を促進す

る目的で，出生直後からHFOによる管理を行った．

HFOは著効し一時期抜管も可能であったことから肺

低形成は高度ではないと判断し，心拡大を軽減するべ

く治療計画を立てた．

　右室機能の評価に関しては議論の余地がある．本症

では出生後の肺高血圧を反映して機能的肺動脈閉鎖状

態となっている症例があり，PGE1投与により動脈管

開存を余儀なくされる場合が少なからずある．豊原ら

はこういった症例に対し動脈管バルーン閉鎖右室造影

を行い，右室から肺動脈への順行性血流を認める症例

ではPGE1を中止した方が状態の改善が得られること

があることを報告した’3）．しかし，順行性血流が得られ

ないような右室及び三尖弁機能の悪い症例は内科的治
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療では限界がある．Celerrnajerらは新生児期発症の50

例を心エコーにて4つの重症度に分類し，最重症度の

5例は全例が心臓死したと報告した3）．我々の症例は

この分類では最重症型に相当したこと，また，術前に

上室性頻拍により失った症例を以前経験していたこと

から，今回は侵襲的な評価は行わずに手術を行う方針

とした．

　Starnesらは，1）確実に肺血流路を確保すること，

2）心拡大を軽減させること，3）三尖弁逆流を止める

こと，4）将来（機能的）根治術もしくは心移植のため

の段階的治療となること，を目標とし，三尖弁パッチ

閉鎖術，心房中隔欠損拡大術，右房縫縮術，体肺動脈

短絡術を行い，5例を救命しだ｝．我々の知りうる範囲

で，本症例はStarnes法による本邦第1例の救命例で

ある．

　Satomiらは胎児期に高度の心拡大を呈した本症お

よび三尖弁異形成の5例を検討し，胎児エコーでの心

胸郭面積比が50％を越えた4例は胎内死亡もしくは出

生直後に死亡し予後不良であったと報告した14）．本症

例において心拡大が高度になったのは胎児心エコー

上，在胎26週から30週にかけてであり，さらに心胸郭

面積比は最大でも50％を越えなかった．この為，肺胞

形成期（在胎24週）以降も肺胞が成熟する余地があっ

たと考えられ，ひいては治療不可能な肺低形成をきた

さずに済んだのではないかと推察された．本症の胎児

期における心拡大の推移を論じた報告も少なく14）15），

この疾患の治療を行う上で示唆に富む知見であると思

われた．また，たとえ胎児期から既に高度の心拡大を

呈してしまった場合でも救命可能な症例があるという

ことは，本症の新生児期管理を考える上で重要である

と考え報告した．

　なおこの内容の要旨は第32回日本小児循環器学会総会

（平成8年，大阪）において発表した．
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An　Infant　with　Ebstein’s　Anomaly，　Who　Underwent　Successful　Starnes’Procedure

Hideyuki　Kakizawa，　Tadayuki　Ohno，　Akira　Ozawa　and　Takashi　Tanaka

　　　　　Department　of　Pediatrics，　Tohoku　University，　School　of　Medicine

　　　　An　infant　with　Ebstein’s　anomaly，　who　underwent　successful　Starnes’procedure　during　the

neonatal　period，　was　reported．　The　mother　was　referred　at　25　weeks　of　gestation　because　of　fetal

cardiomegaly，　The　ratio　of　the　area　of　the　heart　against　the　thorax（CTAR）had　increased　as

gestational　age　increased．　At　birth，　the　infant　required　mechanical　ventilation　and　PGEI　infusion．

His　condition　deteriorated　despite　optimum　medical　treatment．　Starnes’procedure　was　perfor－

med　successfully　when　the　infant　was　l　l　days　old．　Furthermore，　a　bidirectional　Glenn　procedure

was　performed　at　the　age　of　8　months．

　　　　Even　in　severe　cases　of　Ebstein’s　anomaly，　lung　hypoplasia　does　not　always　occur，　and　HFO

can　be　effective　during　Preoperative　care．
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