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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　高度な肺動脈低形成を合併したAlagille症候群の1例を経験した．症例は2歳，男児．出生後高ビリ

ルビン血症あり．出生直後から心雑音を指摘された．2歳時，身長83cm，体重13kgと正常の身体発達を

示し，精神発達も正常であった．黄疸を認めず．顔貌は前額部突出，眼球陥凹を呈していた．胸骨上部

に駆出性雑音III／VIを聴取した．心臓カテーテル検査では，左室の収縮期圧が100mmHgの時に右室圧

85mmHgと高値で，左右肺動脈と主肺動脈の間に圧差があった．分岐から末梢の肺動脈は全体的に細

かった．血管内エコーで，肺動脈壁は3層の構造を認め，壁肥厚を認めた．肺動脈末梢狭窄が広範囲に

わたるため，カテーテル治療，外科治療ともに適応とはならないと判断し，経過観察の方針とした．

　Alagille症候群は肝内胆管低形成に起因する胆汁

うっ滞をきたす疾患で，特異顔貌（前額部突出，くぼ

んだ眼球），心雑音，脊椎骨異常，身体発達遅延，精神

発達遅延，性腺発達遅延などを合併する1）．本症は欧米

や我が国から多くの報告がある2）』7）．Alagille症候群

の心雑音は85％に認められ，主に末梢肺動脈狭窄に起

因するが，まれにファロー四徴症や肺動脈弁狭窄を合

併することもある3）．本症候群に合併する心血管異常

は軽症であることが多いためか，心臓カテーテル検査

や剖検などでの心疾患診断確定例は，122例の集計の報

告では38例と少ない3）．我が国からの報告例でも心雑

音の有無の記載が主で，心奇形について確定診断した

例は少ない4）－9）．我々は高度な肺動脈低形成を合併し

た本症の1例を経験し，心臓カテーテル検査や血管内

エコー検査を行ったので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：2歳，男児．

　既往歴，家族歴：特記事項はない．

　現病歴：在胎36週，出生体重2，330gで出生．出生後

高ビリルビン血症で光線療法を受けた．乳児期前半に
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　　　　　東京女子医科大学循環器小児科

　　　　　　　　　　　　　　　　　中西　敏雄

は黄疸は消失した．出生直後から心雑音を指摘された．

生後8カ月時，核磁気共鳴画像法（MRI）検査を施行，

肺動脈狭窄を認めた（後述）．2歳時心臓カテーテル検

査のため入院した．

　入院時現症：身長83cm，体重13kgと正常の身体発

育を示し，精神発達も正常であった．全身状態，栄養

状態ともに良好．皮膚は，黄疸を認めず．前額部突出，

鼻根部平坦，眼球陥凹を呈する特徴的な顔貌をしてい

た（図1）．胸骨上部に駆出性雑音III／VIを聴取した．

肝脾は触知せず．眼科検査では異常なかった．

　入院時生化学検査：GOT　77U／1，GPT　45U／／，　LDH

723U／1，γ一GTP　260U／／，ロイシンアミノペプチダー

ゼ281U／／，アルカリフォスファターゼ1，492mg／dlと

軽度の上昇を認めた．その他の諸検査（総蛋白7．1mg／

d1，コリンエステラーゼ382U〃，総ビリルビン0．5mg／

dl等）は正常範囲であった．　B型肝炎ウイルスs抗原，

s抗体は陰性，C型肝炎ウイルス抗体も陰性であった．

　Alagille症候群で染色体20p12の点欠失を認めたと

いう報告があるが，本症例では染色体の検査は施行し

なかった．

　胸部レ線では，心胸享阯ヒ（46％）と正常であったが，

左肺門部肺動脈陰影は減少し，第3，7，9，ユ／胸椎

に蝶形椎骨を認めた．
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図1　前額部突出，鼻根部平坦，眼球陥凹を呈する顔
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図2　（上図）右室造影．右室容積は正常，主肺動脈ま

　では狭窄を認めなかった．（下図）頭側へ30度傾けた

　肺動脈造影．肺動脈分岐から末梢の肺動脈は細く，

　右上葉，左下葉への分枝に狭窄を認めた（黒＋白矢

　印）．

　A～Dの細矢印は図3の血管内エコー観察部位を示
　す．

45－（45）

　心臓カテーテル検査では，左室および大動脈の収縮

期圧が100mmHgのときに右室収縮期圧85mmHgと

高値であった．主肺動脈収縮期圧も同じく85mmHgで

あったが，左右肺動脈収縮期圧はそれぞれ18mmHg，

12mmHgで末梢肺動脈と主肺動脈の間に圧差があっ

た．肺体血流比は1．1で小さな膜様部心室中隔欠損を認

めた．心血管造影から求めた左右心室容積と駆出率は

正常であった．弁直上の主肺動脈の太さは14．1mmで

正常範囲（正常値15．lmmi8）であったが，左右の肺動

脈分枝は細く，その太さはそれぞれ3．8，4．2mm（ヒ葉

枝がでる手前で測定，正常値はそれぞれ10．O，10．8

mmi8）で，正常の半分以下であった．さらに末梢の肺

動脈も細く，右上葉，左下葉への分枝に狭窄を認めた

（図2）．大動脈，頸部動脈，冠動脈には狭窄を認めず，

上行，下行大動脈の太さは，それぞれ正常の94％，95％

と正常範囲であった．

　血管内エコーでは，肺動脈末梢から主肺動脈まで3

層の構造を認め，3層構造のうち，内層，中層の厚さ

を測定すると，左肺動脈で0．4～0．8mm，主肺動脈で

1．2～1．7mmであった（図3）．

　8カ月時のMRI所見と（図4），2歳時の肺動脈造

影を比較すると，MRIでも両側の肺動脈分枝は低形成

性で，2歳時の肺動脈造影所見と大きくは異なってい

なかった．

　本症例の肝障害は軽度であったため，肝障害に対し

ては特に治療しなかった．末梢肺動脈低形成が広範囲

にわたるため，カテーテル治療，外科治療ともに適応

とはならないと判断し，経過観察の方針とした．

　　　　　　　　　　考　　察

　1975年Alagilleらは肝内胆管低形成の30例のうち

15例が慢性胆汁うっ滞に加えて，特徴的顔貌，心雑音，

椎骨異常，身体発育遅延，精神発達遅延などを合併し

ていることに着目し，他の先天性閉塞性胆道疾患とは

異なる症候群として報告した1）．その後彼等は本症の

80例について分析し，特徴的顔貌，慢性胆汁うっ滞，

心雑音，椎骨異常，眼の異常を五大主徴としてあげ
た2）．

　本症では黄疸を主訴とし，新生児，乳児期早期から

高ビリルビン血症が遷延することが多い．本症例は肺

動脈低形成は高度であったが，肝機能検査から推定さ

れる肝内胆管異常は軽度であった．また，本症例では

眼の異常や身体，精神発達の異常もなかった．しかし，

特異顔貌，心疾患，脊椎骨の異常を合併しており，

Alagille症候群と診断してよいと考えられる．
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図3　血管内エコー所見．図3A～Dは図2のA～Dの部位に対応する．肺動脈末梢か

　ら主肺動脈まで3層の構造を認め，3層構造のうち，内層，中層の厚さを測定する

　と，左肺動脈で0．4～0．8mm，主肺動脈で12～1．7mmであった．
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図4　8カ月時のMRI所見．両側の肺動脈分枝は低
　形成性であった（矢印）．

　本症の85％に心雑音を認め，70％に末梢肺動脈狭窄

を，9％にファロー四徴症を合併するという2）．

Alagille症候群でみられる末梢肺動脈狭窄の自然経過

は不明であるが，狭窄が高度な場合や他の心奇形が合

併している場合には予後不良の場合もあると考えられ

る12）．本症例の末梢肺動脈狭窄の狭窄は高度で，8カ月

時のMRIの所見と2歳時の肺動脈造影の所見を比較

しても，狭窄の程度に著変はなく，予後は良くないと

予想される．しかし，小さな心室中隔欠損を合併して

おり，もしこれが将来も自然閉鎖しなければ，右室圧

が上昇したときの安全弁として機能する可能性もあ

る．

　今までの本症候群の報告では，狭窄血管に関する病

理所見の記載はない．血管内エコー所見の報告は，本

症例がはじめてである．正常の肺動脈は，血管内エコー

で周囲肺組織とは区別できない1層の構造として観察

され，壁厚は測定できないのが普通である14）15）．病理標

本での，正常肺動脈分枝部壁厚は02～0．3mmである

と報告されている13）．本症例では肺動脈壁は3層に観

察された．3層構造のうち，内層＋中層の厚さを測定

すると，左肺動脈で0．4～0．8mm，主肺動脈で1．2～1．7

mmで，内膜　中膜の肥厚を示唆した．他の奇形を合
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併して肺動脈狭窄をきたす疾患としては，Williams症

候群が知られており，病理学的には血管壁中膜の肥厚

をきたす1°）n）．Reinら13）はWilliams症候群における

肺動脈を血管内エコーで観察し，肺動脈壁は3層に観

察され，肺動脈壁の内膜や中膜が3mm前後の厚さに著

明に肥厚していることを報告した．本症例の血管内エ

コー上の肺動脈壁厚は，Williams症候群で報告された

壁厚13）に比べ薄かったものの，3層構造は類似してお

り，肺動脈壁の中膜一内膜の肥厚が存在した可能性は

高い．

　本症例では，分枝部より末梢の肺動脈が細く，左右

肺動脈の径は正常の約38％にすぎなかった．肺動脈壁

の肥厚を考慮しても，本症例では肺動脈の径は正常の

半分以下と推定され，肺動脈低形成が存在することは

ほぼ確実である．本症候群の肺動脈狭窄は軽度である

ことが多いためか，心臓カテーテル検査や剖検などで

心疾患診断確定例は，122例の集計の報告では38例と少

ない3）．肺動脈の形状について記載した文献は少ない

が，Silberbachら3｝は肺動脈が高度低形成であった症

例を報告している．

　本症候群で最も多い心血管奇形は，末梢肺動脈狭窄

であるが，肺動脈狭窄や低形成をきたす機序は不明で

ある．Alagille症候群では染色体20p12の点欠失を認め

たという報告があるが，その頻度は症例の約4％と低

い16）17）．Williams症候群ではエラスチン遺伝子の異常

が存在し，血管内エコーでの観察では，その血管病変

は肺動脈，体動脈ともに広範囲にわたる13）．本症例の血

管病変は，少なくとも血管造影や血管内エコーで観察

した限りでは，肺動脈に限局しており，Williams症候

群でみられる広範囲の血管病変とは異なる．本症例1

例の観察から本症候群全般に敷街することは困難であ

るが，本症候群がエラスチンなどの各血管に共通した

構成要素の異常である可能性は少ないのではないかと

推測する．むしろ，肺動脈の形成過程において肺動脈

に限局した異常が発生し，肺動脈の中膜一内膜の肥厚

や低形成がもたらされた可能性が高い．

　本症の心疾患の治療は，肺動脈狭窄の形態により

個々の症例で異なると思われる．肺動脈狭窄が限局し

ている場合にはバルーン拡大術や外科的治療の適応と

なり，ファロー四徴症の場合には外科的治療の適応と

なるが，肺動脈狭窄が応範な場合には治療は困難とな

る．本症例も現時点では治療困難と判断した．
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ACase　of　Alagille　Syndrome　with　Severe　Pulmonary　Branch　Stenosis

Kazuteru　Kosaka，　Toshio　Nakanishi，　Susumu　Okahata＊and　Kazuo　Momma

　　　　　　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　Institute　of　Japan，　Tokyo　Women’s

　　　　　　　　　　　　　Medical　College，　and　Tsuchiya　General　Hospital＊

　　　　Acase　of　Alagille　syndrome　with　severe　pulmonary　branch　stenosis　was　reported．　Heart

murmur　was　noted　in　the　newborn　period．　Magnet　resonance　imaging　at　8　months　of　age　showed

hypoplastic　branch　pulmonary　arteries．　His　facial　phenotype　was　typical　for　Alagille　syndrome，

but　there　was　no　mental　or　developmental　delay　at　2　years　of　age．　Cardiac　catheterization　at　2

years　of　age　revealed　hypopulastic　bilateral　pulmonary　arteries　with　elevated　right　ventricular

systolic　pressure　of　80　mmHg．　Intravascular　ultrasound　imaging　at　the　time　of　catheterization

showed　three－layered　pattern　of　the　pulmonary　artery　wall　with　thick　intimal－medial　layers．

Although　serum　biochemical　studies　showed　abnormalities　suggesting　mild　interlobular　bile　duct

paucity，　jaundice　was　not　noted　and　total　bilirubin　was　normal　at　2　years　of　age．
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