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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　1976年から1982年の間に日大板橋病院小児科NICUに入院した新生児1，818名について，先天性心疾

患の頻度，種類，予後等を検討した．

　130名（7．2％）に先天性心疾患を認めた．成熟児が95名（9．8％），低出生体重児が35名（4．2％）であっ

た．病型別では，心室中隔欠損が最も多く，続いてファロー四徴，大血管転位であった．低出生体重児

には，心室中隔欠損が高頻度に見られ，大血管転位は見られなかった．

　AFDとSFDを比較すると，　SFDの方に病型のバラッキが見られた．

　死亡したものは45例（35％）あったが，心疾患が原因と思われた死亡例は28例（22％）であった．こ

れらの内，成熟児が23例で，低出生体重児は5例であった．

　また，全先天性心疾患の30％に合併心外奇形を認めた．

　先天性心疾患は，先天奇形の中でも頻度が高く，ま

た死亡率も高い疾患群である1）．特に新生児期に，心不

全症状，低酸素状態を呈する心疾患の管理は新生児医

療において重要な位置を占めている．重症であれぽあ

るほど早期の適切な診断と治療が要求され，そして，

その管理は予後を大きく左右する．このような意味で

新生児医療における先天性心疾患の動向を分折するこ

とは意義あることと思う．

　　　　　　　　　対象及び方法

　対象は，1976年1月より1982年12月までの7年間に，

日大板橋病院小児科NICUに入院したハイリスクイ

ソファント1，818名である．先天性心疾患の頻度，種類，

合併奇形及び予後を検討した．低出生体重児に伴なう

動脈管開存，胎児循環遺残及び不整脈は除外した．

　診断は，臨床症状，心電図，胸部X線写真，Mモー

ド及び断層心エコー法により行なった．また，心臓カ

テーテル法，心血管造影法，手術及び剖検が施行され

たものについては，それらの所見を確定診断とした．

別刷請求先：（〒173）東京都板橋区大谷口上町30－1

　　　　　日本大学医学部小児科　　　山口　英夫

　　　　　　　　　　結　　果

　1）先天性心疾患の頻度，性比と年次推移

　対象期間内にNICUに入院した先天性心疾患児は

130名であり，ハイリスクイソファントの7．2％であっ

た（表1）．男児61名，女児69名で性差は認められない．

年次推移を見ると，1980年までは6～10％であったが，

1981年1982年では4％前後で減少している．

　2）病型別頻度

　表2は先天性心疾患の種類と数を示したものであ

る．種々の先天性疾患が見られているが，そのうちで

表l　NICUに入院した年度別心疾患数と

　その頻度

年度 入院数 心疾患数（比）

1976年 201 19（9．5％）

1977fl 266 24（9．0％）

1978年 222 14（6．3％）

1979年 250 16（6．5％）

1980年 326 34qO．0％）

1981年 298 12（4．0％）

1982年 255 11（4．3％）

刮 1818 ］30（7．2％）

但し低出生体重児の，PDA，　PFC，不整脈は除く
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表2　先天性心疾患の病型別頻度

低出生体重児
病　　　　型 成熟児

a－f－d】） s’f－d2）

計

心室中隔欠損

　　孤立性

　　動脈管開存合併

　　動脈管開存心房中隔欠損合併

　　心房中隔欠損合併

　　僧帽弁狭窄合併

ファロー四徴

大血管転位

　　完全大血管転位

　　修正大血管転位

大動脈縮窄

　　孤立性

　　複合型

肺動脈狭窄

未梢肺動脈狭窄

三尖弁閉鎖

心内膜床欠損

　　動脈管開存

無脾症候群

動脈管開存

総肺静脈還流異常

両大血管右室起始

大動脈弓離断

心房中隔欠損

総動脈幹症

肺動脈閉鎖

冠動脈異常

左心形成不全

　その他

14

3
1
1
2
1
2
1
4
4
6
5
3
1
4
4
3
2
3
1
2
2
1
7

7
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

26

6
1
1
1
1
6
1
2
1
6
5
7
1
6
4
1
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
7

合　　　　計 95 12 23 130

1）a・f－dappropriate・for・date：相当体重児

2）s－f－dsmall－for－date：不当軽量児

も心室中隔欠損，ファロー四徴，大血管転位などが多

く認められた．

　3）心臓カテーテル検査

　新生児期に心臓カテーテル検査を施行したものは34

例（26％）で，大血管転位，ファロー四徴，三尖弁閉

鎖などの例が多かった（表3）．新生児期以降も含め，

初回入院中に心臓カテーテル検査を施行したものは48

例（37％）であった．生後1週未満の早期新生児期に

おいては，大血管転位，ファロー四徴など，全先天性

心疾患の10％に心臓カテーテル検査が施行されてい

る．

　4）観血的治療

　生後2ヵ月以内に観血的治療を必要としたものは

日小循誌　1（2），1986

表3　新生児期の心臓カテーテル検査

人血管転位

ファロー四徴

三尖弁閉鎖

総肺静脈還流異常
無・月暑］症f侯群

大動脈縮窄

肺動脈閉鎖

人動脈弓離断

　その他

表4　2ケ月以内に観血的治療（含，BAS）を

　施手Jした心疾患数

人llIl管転位

フ・ロー四徴

総肺静脈還流異．’常

：尖弁閉鎖

大動脈縮窄

心室中隔欠損

　孤立性

　僧帽弁狭窄合併

動脈管開存

大動脈弓離断

　　その他

∩
コ

つ
」
2
ワ
∠
1

1
1
1
1
3

合　計 23

Balloon　Atrial　Septostomy（BAS）を含めて23例で

全先天性心疾患の18％である（表4）．

　その対象は，大血管転位，ファロー四徴，総肺静脈

還流異常，三尖弁閉鎖などが多かった．

　5）予後

　表5に入院中における死亡例を挙げた．入院中に死

亡したものは45名（34％）であるが，その内の27名

（60％）は新生児期に死亡した．動脈管開存，心房中隔

欠損などを伴う心室中隔欠損，大動脈縮窄，大血管転

位，肺動脈閉鎖及び狭窄，三尖弁閉鎖，動脈管開存な

どでの死亡率が高い．しかしながら死亡例の多くは，

心外合併症のため死亡しており，死亡原因が心疾患と

思われたものは45例中28例で，死亡例全体の60％で

あった．

　死亡した45例中14例（31％）に，染色体異常などの

合併奇形を認め，合併奇形を持つ児39例中18例（47％）

が入院中に死亡している．

　大血管転位，総肺静脈還流異常，左心形成不全の例
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表5　入院中における先天性心疾患の予後

例数 死亡数
心疾患が直接
死因のもの

心室中隔欠損
　　（他の心奇形を伴なう）

8 7 1

大動脈縮牢 11 6 4

大血管転位 13 5 5

肺動脈閉鎖及び狭窄 10 5 3

三尖弁閉鎖 6 3 3

動脈管開存 4 3 1

ファロー四徴 16 2 1

無脾症候群 5 2 1

左心形成不全 2 2 2

心室中隔欠損（孤立性） 27 2 1

総肺静脈還流異常 4 1 1

その他 24 7 5

合　　計 130 45（34％） 28（21％）

表6　死亡率の年次推移

1976～1979 1980～1982 計

　入院数
全死亡数（％）

心疾患が原因
の死亡数（％）

73

27（37％）

20（27％）

57

18（32％）

8（14％）

130

45（35％）

28（22％）

はすべて心不全などによる心臓死であり，これらの症

例には他の合併奇形は認めていない．

　5）死亡率の年次推移（表6）

　全死亡数で見た場合には，1979年以前とそれ以降の

死亡率に差はない．しかし，心疾患が原因で死亡した

と思われるものは1979年までは27％であったが，1980

年以降では14％と減少してきている．

　6）低出生体重児と先天性心疾患

　低出生体重児は838例で全入院の46％である．先天性

心疾患は35例で4．2％に認められた（表2）．その主な

疾患は，心室中隔欠損，ファロー四徴が多く，大血管

転位は見られていない．また緊急手術が必要なものや，

複雑心奇形は少ないようである．予後は成熟児と比べ

て差がないが死因別に見た場合，心疾患自体が原因で

死亡したものは14％で，成熟児の場合の24％と比べて

低い（表8）．

　心外奇形は15例（低出生体重児の43％）に認められ

た．これらの児の60％が死亡している．また，死亡し

た児の75％に心外奇形が認められた．

　7）心外奇形について

　130例の先天性心疾患のうち39例（30％）に，染色体

151－（15）

表7　先天性心疾患における染色体異常と心外奇形

21－trisomy

18－trisomy

Hallerman’Streiff，　synd．

Noonan　synd．

その他の心外奇形

　単一騎帯動脈

　腎・尿路奇形

　消化管奇形

　その他

表8　先天性心疾患を伴う成熟児と低出生体重児

　との比較

成熟児 低出生体重児 計

全入］院数 980 838 1818

心疾患数
（心疾患率）

　95
（9．8％）

　35
（4．4％）

　130
（7、2％）

合併奇形数
（合併奇形率）

　24
（25％）

　15
（43％）

　39
（30％）

　　死亡数
　　（死亡率）

ナ合併奇形を有する

一 合併奇形有さない

　　　33
　　（34％）　　／　　　＼

　十　　　　［＝

　9　　　24
（38％）　（33％）

　　　12
　　（35％）　　／　　　＼

　±　　　‘－

　9　　　　6
（60％）　（30％）

　45
（35％）

心疾患が原因
の死亡数
　（死亡率）

　23
（24％）

　5
（14％）

　28
（21％）

異常を含む心外奇形の合併を認めた．

　染色体異常は15例（12％）で，21－trisomy　12例，18－

trisomy　3例であった（表7）．

　その他の心外奇形は22例（17％）で，腎尿路，消化

器系の奇形が多かった．心外奇形を伴う心奇形として

は，心室中隔欠損，大動脈縮窄，心内膜床欠損などが

多く，大血管転位，総肺静脈還流異常，左心形成不全

などには認められなかった．

　　　　　　　　　　考　　按

　最近の小児循環器病学，心臓外科の進歩は目覚まし

いものがある．心エコー法の導入により，非観血的に

相当正確な先天性心疾患の解剖学的診断が可能になっ

た．またプロスタグランディンE、の普及により，新生

児期における，低酸素状態の改善が可能になってきて

いる2）～4）．

　外科技術の向上は，リスクの高い症例に対しても手

術を可能にし，過去に死を余儀なくされていたような

症例に対しても延命が期待できるようになってきてい
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る．しかしながら依然として先天性心疾患による死亡

は相当存在するのが現状である．

　我々の施設での死亡率を見ると1979年以前と1980年

以降では相当の改善がみられる．

　この事実は先に述べた新しい機器の導入とプロスタ

グランディン投与などの新しい治療法の出現によるも

のと思われる．また，同時に先天性心疾患に対する一

般産科医，小児科医の認識の改善も挙げられるであろ

う．早期に異常を認識し，早期に対処しようとする傾

向が死亡率の改善につながっていると思われる．

　先天性心疾患の入院例全体においての頻度は平均

7．2％であったが，1981年，1982年にはそれ以前と比べ

て少なくなっている．今後更に長期的に検討する必要

があると思われる．

　病型別頻度では，心室中隔欠損が多く，続いて大血

管転位，ファロー四徴などが多く見られている．心室

中隔欠損が多いのは過去の先天性心疾患の一般的頻

度5）6）から判断して当然と思われる．大血管転位，ファ

ロー四徴が多いのは，生直後に出現する症状が著明な

ため，早期に転送されるからであろう．

　表2にAFD（Appropriate・for－date：相当体重児）

とSFD（smaU・for－date：不当軽量児）の病型を示し

た．SFDの方に病型のバラッキがみられた．

　また，過去の報告5）6）一一9）1°）に比べて左心形成不全の症

例が少ない．左心形成不全は生直後より全身状態が悪

くなり，早期に死亡することが多いため転送される前

に死亡する例も少なくないのではないかと予想され
る．

　心臓カテーテル法は，先天性心疾患診断の決定的方

法である．しかしながら，心エコー法の発達に伴い，

最近では新生児における心臓カテーテル検査は減少し

つつある．またプロスタグランディンEユの投与によ

り，以前に比べて緊急心臓カテーテル検査を行なわな

くてはならない症例は減少しつつある．最近では，心

エコー 図の監視下でBASが施行可能という報告11）12）

もあり，事実我々も断層心エコーのみでBASを施行

した例を経験している13）．

　このような事実より判断して将来は，新生児期にお

ける心臓カテーテル検査の施行は更に減少するであろ

う．

　死亡例を見ると心疾患自体が原因で死亡したと思わ

れるものは全体の約60％である．大動脈縮窄，大血管

転位，三尖弁閉鎖，左心形成不全などは，明らかに心

疾患自体が原因で死亡している．死亡した心疾患の中

日本小児循環器学会雑誌　第1巻　第2号

には，直接死因とは考え難い軽症の心疾患もあり，こ

れらの多くには合併症を認めている．合併症は単に心

外奇形など先天奇形のみではなく，感染症，呼吸障害

など多岐にわたっている．

　心疾患の救命に際しては，心疾患自身の管理は当然

であるが，それに伴う合併症14）～16）の管理，治療も重要

な問題であることは言うまでもないことである．特に

小児外科疾患を伴ったものではその死亡率は過去の報

告をみても著しく高い17）’－19｝．

　低出生体重児には，重症，複雑心奇形が少ない傾向

が見られる．この理由は明らかにできないが，多分重

症な心奇形を有する児は死産あるいは流産してしまう

ことが多いのではないかと思われる．

　死亡率を見ると，成熟児と低出生体重児との間に差

が認められていない．低出生体重児においては心疾患

が原因で死亡したと思われるものは少ないが，他の合

併疾患によって死亡する例が多いために，成熟児とほ

ぼ同様な死亡率になっている（表8）．

　　　　　　　　　　結　　語

　NICUに入院した先天性心疾患について，入院より

退院までの経過を把握した．先天性心疾患は病院から

退院した時点で終了するものではない．退院後も継続

した治療管理が要求される．またほとんどは手術が必

要となってくる．従ってここに述べた心疾患の症例が

更に退院後いかなる経過をとっていたかを検討する必

要がある．これらについては更に追跡する予定である．

　稿を終えるにあたり，この研究に協力していただいた高

橋滋，井村総一両博士，およびご校閲いただいた日本大学医

学部小児科馬場一雄教授に深謝致します．
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Congenital　Heart　Diseases　in　Infants　in　NICU

Hideo　Yamaguchi，　Hiroshi　Toyoda，　Kensuke　Harada　and　Masahiko　Okuni

　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　School　of　Medicine，　Nihon　University

　　　The　infants　with　congenital　heart　diseases（CHD）who　were　admitted　to　NICU　in　Nihon　University

Hospital　from　1976　to　1982　were　studied　to　clarify　the　tendency　of　the　incidence　of　CHD，　types　of　CHD，

outcome，　etc．　Patent　ductus　arteriosus　associated　with　premature　infant，　persistent　fetal　circulation　and

arrhythmia　were　excluded　from　this　study．

　　　Total　number　of　the　admitted　high　risk　infants　in　this　study　period　were　1，818　alld　the　number　of　the

infants　with　CHD　were　130　cases（7．2（70）．　The　most　common　CHD　was　ventricular　septal　defect（VSD）

followed　by　tetralogy　of　Fallot（TOF）and　transposition　of　the　great　arteries（TGA），　Thirty－four　cases

required　cardiac　catheterization．　TGA，　TOF　and　tricuspid　atresia（TA）are　the　top　three　major　diseases

which　required　cardiac　catheterization．

　　　The　total　number　of　death　during　the　admission　was　45　cases（35〔％）．　The　deaths　which　related

cardiac　disease，　however，　are　24　cases．　Remaining　21　deaths　are　not　related　to　cardiac　disease．

　　　In　premature　infants，　VSD　was　most　common．　There　was　no　case　of　TGA．

　　　The　incidence　of　CHD　in　mature　infants　and　premature　infants　were　9．8％and　4．20ro　respectively．

The　motarity　was　340ro　in　mature　infants　and　350ro　in　premature　infants．　The　motarity　caused　by　cardiac

disease　was　higher　in　mature　infants　than　in　premature　infants．

mature　infants premature　infants total

Total　No．　of　admission 980 838 1818

CHD（％）／Tbtal　No． 95（9．8） 35（4．2） 130（7．2）

Death（％）／CHD 33（34） 12（35） 45（35）

Death　caused　by
CHD（％）／CHD

23（24） 5（14） 28（21）
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