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はじめに

　胎児診断技術が進歩するにつれ，出生前に先天性心
疾患ならびに腹部疾患の診断がつく症例が増加し，両
者の合併例も経験するようになってきた．今回われわれ
は，腹壁破裂を合併した大動脈弓離断複合〔interrupted
aortic arch：IAA（type A）〕症例に対して，腹部外科と共
同で手術方針を決定し，日齢 9 で両者の根治を終えた
1 例を経験したので報告する．

症　　例

1．在胎週数

　37週 5 日，2,456gの低出生体重児．

症例報告

新生児期早期に腹壁破裂ならびに
大動脈弓離断複合両者の根治術を行った 1 例

藤本　欣史，猪飼　秋夫，太田　教隆，村田　眞哉
中田　朋宏，坂本喜三郎

静岡県立こども病院心臓血管外科

Key words：
腹壁破裂，大動脈弓離断複合，胎児診断

要　　旨

　胎児診断で腹壁破裂を合併した大動脈弓離断複合〔IAA（type A）〕と診断された新生児に対し，日齢 0 にサイロ形成，
日齢 2 に胸骨正中切開下で大動脈弓離断複合の一期的根治手術を行った．胸部，腹部両圧迫による心臓への影響を
避けるため，胸骨開放のまま帰室，日齢 7 に二期的胸骨閉鎖，日齢 9 に腹部閉鎖を行い，無事根治終了した．新生
児の複雑疾患に対して，安全域を十分に確保した綿密な治療戦略を立てることで，合併症を起こすことなく両者の
根治を新生児期に終えた．
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2．診断

　大動脈離断複合（type A），心室中隔欠損症（2 型），動
脈管開存，卵円孔開存，肺高血圧，腹壁破裂．

3．現病歴

　在胎36週に胎児エコーで腹壁破裂，IAAと診断され
た．帝王切開にて出生，直後に挿管され当院へ搬送，
上記診断が下された．

4．入院時現症

　身長43cm，体重2,456g，心拍数175/分，血圧は右上肢
が70/40mmHg，下肢は72/42mmHgで，経皮的酸素飽和
度は上肢95％，下肢86％であった．胸部聴診上Levine 3
度の収縮期心雑音を聴取した．腹部ほぼ正中，umbilical
cordの右側に 3 × 4cmほどの腹壁欠損を認め，胃ならび
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腸管を整復した後に，肺の圧迫が原因と思われる換気
不全をしばらく認めたが，呼吸器設定変更にて回復し
た．術直後は，FiO2 = 0.21でPO2 = 48.8mmHgであった
が，徐々に高肺血流状態となり，PO2 = 60台に上昇，経
皮的酸素飽和度も上肢99％，下肢93％にまで上昇し
た．血圧は，上肢が74/40mmHg，下肢が65/40mmHgで
あった．翌日の胸部X線で肺野のRDS陰影が軽快してき
たため，lipo PGE1を 3ng/kg/minに減量して経過観察し，
日齢 2 に胸骨正中切開でIAAの一期的根治を行った．
IAAの治療方針に関しては，根治術か姑息術（大動脈再
建ならびに肺動脈絞扼術）かで議論が分かれる点である
が，術中に側臥位を維持すること自体は可能である
が，左肺圧迫が腹部臓器にもたらす影響，肺血流量調
節の難しさ，姑息術後の血行動態の不安定さなどの不
確定要素が存在するため，一期的根治術を行う治療方
針とした．
　胸部の術野確保のため，まず手術室で腸管のほとん
どを腹腔内に収め，サイロを高さ 1cmに減高した．無名
動脈に吻合した 3mmの人工血管経由送血と主肺動脈か
らの 2 本送血，上下大静脈からの 2 本脱血で人工心肺
を開始（Fig. 3），直腸温25˚Cで心停止とし，動脈管組織
を可及的に切除し，下行大動脈を上行大動脈にまで入
り込む形で 7-0 吸収性モノフィラメント糸にて吻合した
（拡大大動脈吻合：EAA）．その後右房切開を加えて，
卵円孔直接閉鎖と経右房的心室中隔欠損パッチ閉鎖を
ともに 6-0 ポリプロピレン糸の連続縫合で行った．心停
止時間62分，体外循環時間144分であった．体外循環か
らの離脱は容易で，血行動態も安定していたが，腸管
の浮腫に伴う腹腔内容積の増加が横隔膜の挙上という

に腸管のほぼすべてが体外へ逸脱していた（Fig. 1）．肝
臓等の他臓器の逸脱は認めなかった．末梢は温かく，
自尿を認めた．診断後lipo PGE1を 5ng/kg/minの持続静注
を開始した．

5．検査所見

　血算，生化学検査は異常を認めなかった．血液ガス
分析ではpH 7.295，base excess −5.3とアシドーシスを認め
た．胸部X線上，心胸郭比55％で，肺野はRDS様であっ
た．心エコー上，大動脈弁は 3 弁で，弁輪径も4.9mm
（73％ of normal）あった．大動脈弁下部は4.2mm（63％ of
normal）だったが，形態上の左室流出路狭窄は認めな
かった．胃内容を200mlほど吸引し，洗腸したところ，
腹部の膨満はかなり改善した．

6．治療戦略

　腸管の乾燥，壊死，感染の防止を最優先とし，逸脱
した腸管をまず姑息的に整復する外科手術を先行さ
せ，状態の安定を確認した後に胸骨正中切開下でIAA一
期的根治術を行う方針とした．閉胸に伴う心拍出量の
減少が腸管虚血等の合併症を生じる可能性があるた
め，当初より胸骨開放のまま帰室する方針とし，二期
的胸骨閉鎖を行うことで安全域を確保した．また，閉
胸，閉腹も別に行うこととした．

7．術中所見ならびに臨床経過

　出生当日（生後 5 時間）に，逸脱した胃ならびに腸管
の整復ならびにAllen-Wrenn法1）によるサイラスティック
シートを用いたサイロ形成を施行した（Fig. 2）．術中，

Fig. 1 Gastroschisis.
An abdominal wall defect was located just right of the
midline. The size of the defect was about 4 cm, and the
stomach and most of the small intestine extruded from
the defect.

Fig. 2 Silo plasty.
The patient underwent silo plasty initially using a silastic
sheet on day 0.
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形で肺，心臓を圧迫する可能性もあるため，胸骨，皮
膚を開放のままとし，皮膚にサイラスティックシート
を補填した状態で帰室した．
　血行動態は安定していたが，術後に全身の浮腫が進
行する傾向にあったため，術当日早期から水溶性副腎
皮質ステロイド製剤（水溶性ハイドロコルチゾン）を
10mg/kg/dayの用量で 1 日 3 回の静注で使用した．腸管
壁，皮下組織の著明な浮腫を認めたものの，経過中胸
腹水の流出はほとんど認めなかった．尿量は自尿で
5.0ml/kg/hour維持しており，血清クレアチニン値も
1.0mg/dl以下で推移した．浮腫の軽減を待ち，日齢 7 に
二期的胸骨閉鎖術を行ったが，来る閉腹に伴う腹腔内
臓器による心臓の圧迫に備え，心膜を大きく切開し，
心臓を左胸腔内へ落とし込むスペースを確保した．強
心剤を 3�g/kg/hourに増量したものの，血行動態に大き
な変動はなく，尿量も5.0ml/kg/hourと流出良好であっ
た．水溶性副腎皮質ステロイド製剤は二期的胸骨閉鎖
術後も同量を継続使用し，漸減しながら最終的に日齢
11日に中止した．心胸郭比も40％台中半で推移した．
閉胸の影響がとれた日齢 9 に閉腹術施行し，根治を得
た（Fig. 4）．術後腹腔内容積の増加に伴う右横隔膜の挙
上を認めたが，心機能は安定しており，経管栄養の吸
収も良好であった．

考　　察

　腹壁破裂の頻度は1.66/10,000人2），1.76/10,000人3），わ
が国ではさらに頻度は低く，0.467/10,000人4）と報告され
ている．なかでも，新生児期早期に手術介入を要する
心疾患を合併した例は極めてまれである．しかし，新
生児開心術の技術的改善と胎児診断技術が飛躍的に進
歩していくなか，腹部疾患を合併した先天性心疾患に
対しての手術介入は今後も避けては通れない5–7）．新生
児期に手術介入を要する症例では，両疾患とも複雑か
つ重症であることが多いが，当院では染色体異常など
のない症例においては，積極的に手術介入する方針と
しているが，その際には，手術時期，手術術式の検討
はいうまでもなく，呼吸，循環生理や諸臓器の機能が
未熟な新生児に対し，どのような方法で安全域をとる
かが重要である．
　未熟児ならびに新生児期早期の患者は，腎臓を含む
全身諸臓器の機能に加えて，呼吸・循環生理も未熟
で，予備能力，安全域が非常に少ない．そのため，同
時期の治療に関しては，これらを考慮した治療戦略を
立てなければならない．一般に，新生児期早期の開心
術ならびに閉胸が全身にもたらす影響としては，① 心
拍出量減少とそれに起因する末梢循環不全，② 人工心

肺の影響，③ 全身性の浮腫，④ 腹部の圧迫・虚血など
があり，開腹術ならびに閉腹が全身にもたらす影響と
しては，① 腸管浮腫と，それに伴う腹腔内容積増加に
よる横隔膜挙上，② 腹膜灌流が不可能であること，③
経腸栄養開始の遅延，④ 感染のリスクなどがある．胸
部と腹部両疾患を合併する新生児期早期の患者の場合
には，特にこれら複雑に関連している種々の危険因子
を可能な限り取り除いた治療戦略が望ましいと思われ
る8，9）．
　今回われわれがとった治療戦略は，① 腸管壊死，感
染の防止のために，まず腸管の整復と保護を姑息的に
行う，② 体位変換による腸管虚血の防止，術中の腹部
圧迫防止のため，胸骨正中切開で根治手術を行う，③
腸管を圧迫する手術操作を必要とする横隔膜部下行大
動脈送血は併用せず，低体温下で腹部諸臓器の酸素消

Fig. 3 Surgical view of the interrupted aortic arch.

Fig. 4 Repair was completed on day 9.
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費量を極力抑え，かつ心停止時間を最小限にする手術
を行う，④ 術後予想される腸管浮腫による腹腔内容積
の増加が，横隔膜挙上という形で循環，呼吸障害をも
たらす可能性があるため，血行動態は安定していても
開胸のままとする，⑤ 閉胸，閉腹に備え，術後早期から
副腎皮質ステロイド製剤を積極的に使用し，新生児開心
術後にしばしば経験する全身性浮腫を極力抑える，⑥
閉胸，閉腹は状態の改善を待って別々に行い，閉腹後
の心臓の圧迫に備えて心膜を大きく切開し，心臓を左
胸腔へ落とし込むスペースを確保する方針であった．
いずれも，呼吸・循環生理や諸臓器の機能が未熟で予
備能力の少ない新生児に対して，十分な安全域を確保
することを第一に考えた治療戦略であり，この戦略に
従い本症例を日齢 9 に根治し得た．

結　　語

　腹部外科と共同で手術方針を決定し，おのおのの手
術順序，体位，術式ならびに術後管理において，安全
域を十分に確保した治療戦略を立てることにより，腹
壁破裂を合併したIAAの未熟児を日齢 9 に根治し得た．
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