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はじめに

　先天性肺リンパ管拡張症（congeni ta l  pulmonary
lymphangiectasis，以下CPL）は100年以上前に記載された
疾患であるが，報告例が少ないため，病態，診断，治
療には不明な点が多い．最近われわれはCPLと，共通肺
静脈閉鎖症（common pulmonary vein atresia，以下CPVA）
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要　　旨

　総肺静脈還流異常症（total anomalous pulmonary vein connection：TAPVC）に合併した先天性肺リンパ管拡張症
（congenital pulmonary lymphangiectasis：CPL）の新生児例を経験した．症例は生後14時間の男児．低酸素血症と循環
不全で発症．手術所見では，左房背側の共通肺静脈幹から頭側に 1 本の細い垂直静脈が出ていたが，多数の細い分
枝となり，無名静脈や上大静脈と連続していた．共通肺静脈閉鎖症（common pulmonary vein atresia：CPVA）への移
行型と考えられた．術後も低酸素血症は持続した．感染，腎不全を併発して術後50日目に死亡した．病理解剖組織
所見では両肺びまん性にリンパ管の拡張がみられた．肺以外の臓器には異常はなかった．
　CPLはまれな疾患であるが，左心系の閉塞疾患に合併した場合は致死的である．診断，治療ともに困難な疾患である
が，高度のチアノーゼや病態に合致しない呼吸不全に遭遇した際には鑑別すべき疾患の一つと考える．
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への移行型と考えられる総肺静脈還流異常症（to t a l
anomalous pulmonary vein connection，以下TAPVC）の合
併例を経験した．若干の文献的考察を含めて報告する．

症　　例

　1）症例

　生直後の男児．血縁関係のない健康な両親の，第 2 子
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A case of congenital pulmonary lymphangiectasis associated with total anomalous pulmonary venous connection is presented.
A male neonate presenting deep hypoxia was transferred to our hospital. He was in shock and severely hypoxemic. Although,

preoperative echocardiography and angiography revealed the common pulmonary vein, which confirmed the diagnosis of total
anomalous pulmonary venous connection, no vertical vein could be seen. The infant underwent an emergency operation fourteen
hours after birth. A fine vertical vein coming off the common pulmonary vein ramified into multiple branches that connected to
the innominate vein and superior vena cava. The common pulmonary vein was anastomosed to the left atrium. Although he could
be weaned off cardiopulmonary bypass quite easily, deep hypoxemia was intractable even after the operation. He died of infection
and renal failure fifty days after surgery.

Postmortem examination revealed diffuse lymphangiectasis of both lungs, leading to the final diagnosis of congenital pulmo-
nary lymphangiectasis. Although rare, this congenital anomaly should be considered when intractable or inexplicable hypoxemia
is encountered.

A Surgical Case of Congenital Pulmonary Lymphangiectasis Associated
with Total Anomalous Pulmonary Vein Connection
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造影されず，還流部位はやはり不明であった（Fig. 3）．
　5）手術所見

　きわめて重篤な低酸素血症と高炭酸ガス血症に加え
て，アシドーシスが急速に進行していたので，タイプ
未確定のままTAPVCとして生後14時間で開心根治手術
を行った．前胸部正中皮膚切開と胸骨縦切開でアプ
ローチした．術中所見では左房背側の共通肺静脈幹か
ら頭側に向かう細い垂直肺静脈の起始が確認できた
が，途中から多数の細かい分枝，または索状物となっ
て，無名静脈から上大静脈にかけて複数の箇所に連結
していた．胸膜は開いていないので，肺の肉眼観察は
行っていない．上行大動脈送血，上下大静脈脱血で人
工心肺を確立．直腸温28度の低体温併用．上行大動脈
遮断，cold blood cardioplegiaによる心停止下にsuperior
approachで共通肺静脈と左房を吻合した．人工心肺の離
脱は容易であったが，離脱後も低酸素血症は持続した．
　6）術後経過

　術後は血圧，脈拍ともに安定し，少量のカテコラミ
ンで利尿も良好であった．しかし，心エコーでは右室

として市内産科医院で出生．母親の妊娠経過には異常な
し．在胎39週 3 日で正常経膣分娩．出生体重は2,775g．
アプガースコアは 1 分で 8 点，5 分で10点であった．
生後 3 時間からチアノーゼが出現．多呼吸となり，経
皮酸素飽和度が低下．市内総合病院のNICUに搬送され
た．呼吸不全が急激に進行したので気管内挿管，人工
呼吸器管理とした．心臓エコー検査で大動脈弓の異常
とTAPVCが疑われたため，当院小児科に転送された．
当院入院時はショック，無尿であったが，大腿動脈拍
動は触知した．
　2）胸部X線写真

　生後 5 時間の胸部X線写真では，左気胸と右肺の細顆
粒状陰影，透過性の低下がみられた（Fig. 1）．
　3）心エコー所見

　当院小児科入院時のエコーでは，左右肺静脈が左房
背側で合流して共通肺静脈幹を成すことが確認でき
た．しかし共通肺静脈幹と左房との交通はなかった．
細い垂直静脈が共通肺静脈管から頭側に向かって起始
していたが，途中で追跡不能となり，還流部位は同定
できなかった（Fig. 2）．
　4）心臓カテーテル検査

　大動脈弓異常が否定できなかったので，心臓カテー
テル検査と造影検査を行った．右室圧は左室圧とほぼ
等圧であった．肺高血圧症が顕著であった（Table 1）．
　肺動脈造影では，動脈管を介して正常の大動脈弓が
造影され，大動脈縮窄症，大動脈離断症などの大動脈
弓異常は否定できた．動脈管をバルーンで閉塞して
行った肺動脈造影では，左右上下の肺静脈は左房背側
で合流して共通肺静脈幹となるが，明瞭な垂直静脈は

Fig. 1 Chest X-ray five hours after birth. Left pneumothorax, fine
granular shadow, and reduced transparency are noted.

Location Systolic Diastolic Mean O2sat

SVC    59.6%

RA a 4 v 3   0

RV 56 EDP 6 

PA 65 44 50

LA   6    0

LV 58 EDP 0 

Room air  pH 7.147, PCO2 81.5, PO2 10.9, BE −4.4
O2 100%  pH 7.150, PCO2 80.2, PO2 25.0, BE −4.3
SVC: superior vena cava, RA: right atrium, RV: right ventricle, PA: 
pulmonary artery, LA: left atrium, LV: left ventricle, EDP: end-diastolic 
pressure

Table 1　Arterial blood gas analysis (on admission)

Fig. 2 Echocardiography. A common pulmonary trunk is seen.
No vertical vein was found.
CPVC: common pulmonary vein chamber, RA: right atrium,
RV: right ventricle, LA: left atrium, LV: left ventricle
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圧は左室圧の80％程度と推測され，肺高血圧症が持続
していることが推測された．心エコーでは，共通肺静
脈幹と左房の吻合部には狭窄はなかった．さらに，術
後も持続する低酸素血症，高炭酸ガス血症に対して
サーファクタントや一酸化窒素を使用したが，改善は
みられなかった．経過中，右気胸も発生した．術後経
過を通じて，肺のコンプライアンスはきわめて高かっ
た．high frequency ventilationも行ったが，改善はみられ
なかった．呼吸不全は次第に進行した．感染，腎不全
も発症し，術後50日目に死亡した．
　7）剖検所見

　肺は左右とも 3 葉であったが，脾は通常の位置に確
認でき，無脾症候群は否定できた．肺動脈は軽度の肥
厚がみられ，Heath-Edward Iの肺高血圧所見であった．
胸膜下，肺小葉間隔壁，細気管支，細動脈周囲に著明
なリンパ管の拡張がみられた．リンパ管の拡張は左右
肺に認められ，呼吸不全の主たる原因と推測された
（Fig. 4）．なお，肺以外の臓器にはリンパ管拡張はみら
れなかった．
　8）最終診断

　出生時から高度の低酸素血症があり，生直後の胸部X
線写真上には細顆粒状陰影と左気胸がみられた．合併
するTAPVCを手術的に根治せしめた後も低酸素血症は
進行性に持続し，胸部X線写真上の異常陰影は消失しな
かった．以上から，剖検所見でみられたリンパ管拡張
は出生時からすでに存在したものと考えられた．剖検
所見と合わせ，CPLを最終診断とした．

考　　察

　CPLはまれな疾患である．1856年，Virchowの報告を
嚆矢とする1）が，独立した疾患単位として記載したの
はBredt2），Laurence3，4）である．報告例は少ないが，
Laurence3，4）は1955年に死産児および新生児期剖検例341
例中 3 例に，さらに1959年には451例中 5 例にCPLを見
出しており，実際の発生頻度は低くないとしたが，死
産児および新生児期剖検例であることを考えると，子
宮内死亡や新生児期死亡の原因としてはまれではな
い，と解釈すべきであろう．臨床上の特徴は，生直後
から高度のチアノーゼ，呼吸不全で発症し，1 週間以内
に死亡することである．Noonanら5）は本症を 3 つの病型
に分類し，Wagenaarら6）はそれを改変した．Wagenaarら
の分類によれば，本症例はTAPVCに合併した二次性
CPLに属する．primaryに発生するもののうち，全身の
リンパ管拡張症の一分症として発生する肺のリンパ管
拡張症は症状も軽度で，長期生存できる．一方，肺に
限局するものや，TAPVC，左心低形成症候群など，左

心系の閉塞疾患に合併するものは，ほぼ致命的とされ
ている．
　リンパ管が拡張する原因については古くから議論が
あった．Giammalvo7）やLaurence3，4）はリンパ系の発生異
常を主張したが，Heumannら8）は肺内リンパ流の閉塞，
Shortland-Webbら9）は肺静脈の閉塞にCPLの原因を求め
た．現在では，Laurence4）が提唱した発生異常説が定説
とされている．胎生 4 週で肺芽が形成され，9 週からリ
ンパ管が肺芽に侵入する．16週ではリンパ管が血管系
よりも優勢である．さらに，胎生20週以降はリンパ管
の退縮が始まり，生後 2 歳に至りようやくリンパ系が成
熟するとされている10）．胎生16週でのリンパ系が優勢な
肺組織と，CPLとの組織所見が酷似していることから，
Laurence4）はリンパ管の生理的退縮が障害されることに

Fig. 3 Angiography confirmed the diagnosis of TAPVC, but
could not show a vertical vein.

Fig. 4 Postmortem pathological findings. Dilated lymphatic
ducts are seen.
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よって本症が発生するとした．
　臨床上の特徴は，生直後からのチアノーゼと呼吸不
全である．X線写真上は非特異的な変化のみであるの
で，臨床的に診断することは困難である．確定診断は
肺生検または剖検に頼らざるを得ない．本症例でも，
生直後の自然気胸，高度低酸素血症，チアノーゼで発
症し，それらはTAPVCの根治術後も改善されなかっ
た．さまざまな病態を考慮したが，最終診断は剖検結
果を待たざるを得なかった．
　本症で高度の低酸素血症が出現する機序は明らかに
されていないが，拡張したリンパ管が肺実質の多くを
占めることから，ガス交換に関わる肺胞の絶対量が減
少するためと考えられる．実際に，本症例でも人工呼
吸器管理中の肺コンプライアンスはきわめて高かった
が，機能している肺胞の絶対量が少ないことに合致す
る所見といえる．
　本症例では，共通肺静脈幹から 1 本の垂直静脈が起
始していたが，途中で多数の分枝ないしは索状物と
なって，無名静脈から上大静脈にかけて連結してい
た．これはCPVAへの移行型11）とも考えられた．CPLと
TAPVCとの合併はまれではない．Franceら12）は826例の
死産児，1,289例の新生児期死亡例，399例の乳児期死亡
例の計2,514例の剖検例のうち，11例・0.44％にCPLを認
め，そのうち 7 例はTAPVDを合併していたと報告して
おり，肺静脈の閉塞がリンパ拡張の原因と主張する一
派の根拠となっている．
　現在のところ，CPLに対しては決定的な治療はなく，
ほぼ致命的な疾患であるが，まれながら長期生存例の報
告13）もある．ただし，長期に生存している例は，多くは
リンパ管拡張が肺の 1 葉のみに限局しており，肺葉切除
が根治的となった例である．われわれの例のように，リ
ンパ管拡張が両肺にびまん性に及んだ例では，根治は不
可能で，移植を治療のオプションとする報告14）もある．
　なお，われわれの症例では剖検時に左肺が 3 葉であ
ることが判明したが，脾は通常の位置に認められ，無
脾症候群ではなかった．左肺のhyperlobulationを合併した
CPLはRywlinら15）が報告しているが，われわれの症例と
同様にCPVA（Rywlinらの論文ではblind common pulmonary
veinと記載）を合併していた．脾についての記載はなかっ
た．われわれが調べ得た限りでは，肺のhyperlobulation
とCPLとの合併例はこの 1 例のみであり，きわめてまれ
と言える．

ま と め

　CPLと，共通肺静脈閉鎖症への移行型と思われる

TAPVCの合併例を報告した．診断，治療ともに困難な
疾患であるが，高度のチアノーゼや病態に合致しない
呼吸不全に遭遇した際には鑑別すべき疾患の一つと考
える．
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