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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　乳児期原発性肺高血圧（乳児期PPH）の3例を経験した．全例卵円孔での右左短絡に起因するチア

ノーゼを認め，発症日齢は23～77日であった．心拡大はなく，肺動脈造影では肺動脈主幹，およびその

主要な枝に蛇行，拡張所見を認めなかった．肺動脈平均圧は43～80mmHgであり，2例で肺動脈圧は大

動脈圧を凌駕していた．全例18～46日の極めて短期間の経過で突然死した．日齢70日発症の1例で剖検

を施行できたが，右室肥大は高度で，肺細小動脈の組織所見は筋性中膜の肥厚が主体で，内膜の細胞性

増殖は認めなかった．

　自験例のように激烈な経過をとる乳児期PPH例では，成人・年長児例に比して，より急激・高度に

vasomotor　toneが充進し，他の組織学的変化を伴う以前に死亡している可能性がある．その一方で乳児

期PPHと遷延性胎児循環遺残症候群には，病態生理，肺細小動脈組織所見など共通点が多く，両者の関

連，移行などの解明が，乳児期PPHの病因究明上重要と考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　原発性肺高血圧（以下PPH）とは，肺実質，心臓に

原因となるべき基礎疾患が証明されずに，肺動脈圧の

著明な上昇をきたす疾患と定義される1）．我々は昭和

58年～64年の6年間に，社会保険広島市民病院におい

て3例のPPH乳児例を経験した．全例女児であり，発

症45日以内に突然死した．乳児期発症のPPHは稀で

あり2），年長児・成人例とは異なる病態，臨床経過をと

る可能性が示唆されたので，若干の文献的考察を加え

て報告する．

　　　　　　　症例（表1参照）

　症例1：日齢29日，女児．

　主訴：チアノーゼ．

　病歴：在胎週数38週6日，体重2，950gで出生した．

Apgar　score　10点であり周産期に異常はなかった．日

齢18日に哺乳力が低下し，血便を認めたため某国立病

院を受診した．受診時ショック状態で，チアノーゼを

別刷請求先：（〒700）岡山市鹿田町2－5－1

　　　　　岡山大学医学部小児科学教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　政博

伴っていた．注腸造影の結果，腸管回転異常と診断さ

れ緊急手術を施行された（無回転症）．麻酔はGOFを

用い，経過は順調であったが，術後5日（日齢23日）

より哺乳時にチアノーゼを認める様になり，心疾患の

合併を疑われて当科を紹介された．

　入院時理学的所見：日齢29日で2，815gと体重増加

は不良であった．蹄泣時には顔面，四肢末梢にチアノー

ゼを認めた．胸部所見では肺野に異常音はなく，胸骨

下縁にLevine　II度の全収縮期雑音を聴取した．　II音

は充進していた．また，右季肋下乳頭線上に肝臓を1cm

触知し，四肢の脈拍は良好に触知した．

　入院時末梢血液所見：ヘマトクリット値39．2％，血

小板数19．3×IO4／μ1と，多血症，血小板減少などは認

めなかった．動脈血液ガスはpH　7．358，　PO248．7

mmHg，　PCO232．3mmHg，　B．E．－6．5mEq〃であり，

低酸素血症と軽度の代謝性アシドーシスを呈してい

た．生化学検査では肝機能検査，腎機能検査値に異常

はなかった．

　胸部レントゲン所見：心胸郭係数は0．52，肺血管陰

影は軽度に増強していた（図1－1）．
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表1症例のまとめ

症　　　　例 1 2 3

発症年齢（性） 23日（女） 70日（女） 77日（女）

初発症状 チアノーゼ チアノーゼ チアノーゼ

聴診所見 TR　m，　SIIP↑ SIIP↑ TR　m，　PR　m，　SIIp↑

動脈血液ガズ

pH 6，990 7，045 7，019

PO、（mmHg） 36．6 130 35．1

PCO、（mmHg） 55．8 26．3 37．7

B．E．（mEq〃） 一 19．4 一 23．1 一 22．0

心臓カテーテル

PVsat．（％） 91 99 99

Pp（mmHg）［平均］ 100［8⑪］ 70［43］ 80［55］

Pp／Ps 100／65 70／80 80／77

PAR（単位・m2） 47．7 10．7 15．8

合併症（手術日） 腸管回転異常（19日） 腸管回転異常（39日）

転帰（日齢） 死亡（69日） 死亡（90日） 死亡（95日）

TR　m：三尖弁逆流性雑音，　PR　m：肺動脈弁逆流性雑音，　SIlp↑：II音肺動脈成分元進，　PVsat：

肺静脈酸素飽和度，Pp：肺動脈収縮期圧，　Ps：体動脈収縮期圧，　PAR：肺血管抵抗，申ショック

状態下での値

　心電図所見：電気軸は120度．QRS波はV1誘導で

qRsパターソ，　V6でrSパターンであり，V1のR波は

1．7mVと高く，右室肥大の所見であった（図2－1）．

　心エコー所見：心内奇形はなかった．左室短軸断面

像では心室中隔は偏平であり，卵円孔は左心房側にポ

ケット状に張り出していた．コントラストエコーを施

行すると，大量のコントラストが右心房から左心房に

流入し，卵円孔を通じての右左短絡が大量に存在する

ことを示唆していた．また肺動脈弁前後での圧較差は

なく，右房内で捕らえた三尖弁逆流によるaway　flow

の流速は4m／秒以上あり，肺高血圧の所見であった．

　心臓カテーテル，心臓血管造影所見：左房平均圧3

mmHg，酸素飽和度79％，肺静脈平均圧3mmHg，酸素

飽和度91％であった．肺動脈圧は100／60mmHg（平均

圧80mmHg），肺血管抵抗は46．3単位・m2，左室圧は65／

OmmHgであり，肺動脈圧は大動脈圧を凌駕し，イミダ

リソ負荷によっても肺動脈圧は低下しなかった．また

上・下大静脈の酸素飽和度は，それぞれ52％，54％で

あり，心臓外動静脈奇形などの存在を示唆する所見は

認めなかった．その他，大血管・心奇形の所見も認め

ずPPHと診断した．少量の造影剤を使用して行った

肺動脈造影では，肺動脈中枢部の拡張，蛇行所見は認

めなかった．

　入院後の経過：治療として塩酸ブナゾシン，ジルチ

ァゼム，フロセミド，スピロノラクトンなどによる薬

物療法を施行した．しかし，臨床症状，心エコーでの

肺高血圧所見は改善せず，日齢56日にはショック状態

（動脈血液ガス：pH　6．990，　PO236．6mmHg，　PCO2

55．8mmHg，　BE．－19．4mEq／のに陥り，その後改善

したものの日齢69日に突然死した．

　症例2：日齢70日，女児．

　主訴：チアノーゼ，呼吸困難．

　病歴：在胎週数40週，体重2，880gにて出生した．日

齢24日頃よりロ区吐が出現した．日齢39日頻回にロ区吐し，

全身状態が悪化したため某大学病院を受診し，腸管回

転異常と診断され緊急手術を受けた（180°回転：不完

全回転症）．麻酔はGOFでおこない，術後の経過は良

好であったが，日齢70日に呼吸困難チアノーゼが出

現し，ショック状態（呼吸管理後の動脈血液ガス検査：

pH　7．045，　PO2130mmHg，　PCO226．3mmHg，　B．E．－

23．1mEq〃）に陥ったため，心疾患の合併を疑われて

当科を紹介された．

　入院時理学的所見：日齢70日で体重4，200gと発育

は不良であり，口唇，爪床にチアノーゼを認めた．呼

吸数は60～70／分と多呼吸状態にあり，心雑音は聴取し

なかった．II音は充進していた．肺野には水泡性ラ音

などの異常所見を認めなかった．また，右季肋下乳頭

線上に肝臓を1横指触知した．

　入院時末梢血液検査所見：白血球数9　，　700／Pt　1，ヘマ

トクリット30．6％，血小板数31．3×IO4／μ1と血液像は

正常で，肝機能・腎機能検査にも異常所見を認めなかっ

た．動脈血液ガスは，pH　7．404，　PO2　39．5mmHg，　PCO2

Presented by Medical*Online



392－（38）

（1）

（2）

（3）

響嚢・

　ヂ

≧
、

甑霧，、　　”

㌘ 轡
簿

㌻

；

　　　　　　　図1　胸部X線所見

1）症例1：心胸郭比52％．肺門部血管陰影は軽度増

強，肺門部血管陰影は軽度増強

2）症例2：心胸郭比55％．肺門部血管陰影は正常，肺

門部血管陰影は正常

3）症例3：心胸郭比52％．肺門部血管陰影は増強

31．OmmHg，　BE．－4．7mEq〃であり，低酸素血症お

よび軽度の代謝性アシドーシスを伴っていた．
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図2　心電図　1）症例1，2）症例2
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図3　症例2の肺細小動脈組織所見（Hematoxylin－

　Eosin染色，×100）．内膜の細胞性増殖は認めなかっ

　た．筋性中膜の著明な肥厚により，内腔は狭小化し

　ていた．

　胸部レントゲン所見：心胸郭係数は0．55であり，肺

野の血管陰影は増強していなかった（図1－2）．

　心電図所見：QRS波電気軸は150度と右軸に偏位し

ていたが，明らかな右室肥大の所見はなかった（図
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2－2）．

　心エコー所見：心房中隔は右房側から左房側に偏位

していた．また左室短軸断面像で心室中隔は偏平であ

り，右室圧と左室圧はほぼ等圧と考えられた．

　心臓カテーテル，心臓血管造影所見：酸素投与下で

肺静脈の酸素飽和度99％，平均圧9mmHgであり，左房

との間に圧較差はなかった．肺血管抵抗10．7単位・m2，

肺動脈収縮期圧は70mmHg（平均圧43mmHg）であり，

左室収縮期圧80～70mmHgにほぼ等しかった．その

他，心内奇形はなく，大静脈の酸素飽和度にも心臓外

動静脈奇形などの存在を示す所見は認めずPPHと診

断した．肺動脈造影では肺動脈中枢部の拡張・蛇行所

見は認めなかった．

　入院後経過：ジゴキシソ，ジルチアゼム，イソプロ

テレノールなどを使用したが状態は改善せず，日齢90

日に突然死した．

　主要剖検所見：心臓；重量39g，右前壁厚6mm，左後

壁厚4mmと右心肥大が強かった．右心系，特に右心房

に著明な拡大所見を認めたが，左心系には拡大所見を

認めなかった．

　肺；肺動脈・静脈内に血栓は認めなかった．左右各

肺葉から得た切除標本において，肺細小動脈内膜の細

胞性増殖は認めなかったが，筋性中膜の肥厚は強く，

内腔は著明に狭小化していた（図3）．

　肝臓；重量120gと腫大し，うっ血肝の所見であっ

た．動静脈奇形などは認めなかった．

　症例3：生後82日，女児．

　主訴：呼吸困難，チアノーゼ．

　病歴：在胎週数39週，体重2，755gにて出生し，周産

期に異常はなかった．生後2ヵ月頃より哺乳力が低下

した．日齢77日，睡眠中に突然呼吸困難・ショック状

態に陥り某病院を緊急受診した．酸素投与を行ったが

状態は改善せず（動脈血液ガス：pH　7．019，　PO235．1

mmHg，　PCO，37．7mmHg，　BE．－22．OmEq〃），心

疾患を疑われて当院を紹介された．

　入院時理学的所見：体重4，250gで発育は不良で

あった．呼吸数60～70／分，顔面，四肢末梢にチアノー

ゼを認めた．胸部では胸骨左縁第4肋間にLevine　II

度の全収縮期逆流性雑音，胸骨左縁第2肋間にLevine

II度の拡張期雑音を聴取した．肺野には異常所見はな

かった．腹部では右季肋下乳頭線上に肝臓を2横指触

知した．

　血液検査所見：末梢血白血球数12，800／μ1，ヘマトク

リット20．5％，血小板数32．4×104／μ1と正常域にあ

393－（39）

り，肝機能検査値にも異常を認めなかった．動脈血液

ガス分析ではpH　7．394，　PO233　．　6mmHg，　PCO，　44．7

mmHg，　BE．－3．5mEq〃であり低酸素血症の所見で

あった．

　胸部レントゲン所見：心胸郭係数はO．52であり，肺

野には肺門部中心に網状陰影を認めた（図1－3）．

　心電図：記録無し．

　心エコー所見：心房中隔は右房側から左房側に偏位

していた．心室中隔は左室短軸断面像で偏平であり，

右室・左室圧はほぼ等圧と考えられた．

　心臓カテーテル，心臓血管造影所見：心奇形はなく，

肺血管抵抗15．8単位・m2，肺動脈圧80／40mmHg（平均

55），左心室70／OmmHgと高度の肺高血圧を示した．肺

静脈では酸素飽和度は99％，平均圧8mmHgであり，左

房との間に圧較差はなかった．大静脈の酸素飽和度に

も心臓外動静脈奇形などの存在を示す所見は認めず

PPHと診断した．肺動脈中枢部の拡張，蛇行所見は認

めなかった．

　入院後の経過：ジゴキシソ，フロセミドなどの内服

投与をおこなったが，多呼吸，チアノーゼは持続し，

臨床症状の改善を得られないまま日齢95日突然死し

た．

　　　　　　　　　　考　　察

　肺高血圧の成因は肺血流増加，左房圧（肺静脈）上

昇，肺血管収縮，肺血管の器質的閉塞の4因子の組合

わせによる．PPHとは肺実質，心臓に原因となるべき

明らかな基礎疾患が証明されずに肺動脈圧の著明な上

昇をきたす疾患と定義され1），20～30歳代の女性に発

生率は高い3）．小児例は比較的稀であり，Keithら4）は

22，000人の心疾患中に29例のPPH例を認めたと報告

している．特に1歳未満の症例は稀で，著者らの調べ

えた限りで，本邦において乳児期PPHとして報告さ

れた症例は，池谷ら5）のまとめた7例を含めて，合計14

例（男児8例，女児6例）あり5）～9），最低月齢は2ヵ月

であった．

　我々の経験した3症例は日齢23～77日の女児であ

り，症例1は本邦最年少例と考えられた．その臨床像

は，チアノーゼ，呼吸困難で発症し，治療後も低酸素

血症を呈していた．また全例経過中にショック状態に

陥ったことがあり，最終的には突然死した．PPHでは

約半数例にチアノーゼを認めると報告されている1°）

が，末梢性のことが多く程度も軽い11）．しかし，チア

ノーゼが安静時にも持続する症例では卵円孔の開存が

ある12）といわれ，自験例でも卵円孔の存在が示唆され
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た．本邦14例の乳児期PPH例5）’”9）では，記載のある11

例全例でチアノーゼを伴っていた．卵円孔が解剖学的

に閉鎖するのは出生後数ヵ月～数年を経て後であり，

チアノーゼは乳児期PPHの多数例でみられ，発見の

糸口となりうる重要な所見と考えられた．その他，症

例1，2では合併した腸管回転異常の影響も否定でき

ないが，3例とも哺乳力低下，体重増加不良を伴って

いた．

　理学的所見では，三尖弁閉鎖不全による収縮期雑音，

肺動脈弁閉鎖不全による拡張期雑音などを聴取し，II

音肺動脈成分は全例で充進していた．肝腫大は軽度の

ものが多く，多呼吸は代謝性アシドーシスを代償する

所見と考えられた．

　心電図所見では，高度の肺高血圧を示した症例1で

右室負荷の所見を呈したが，症例2では明らかな異常

所見を認めなかった．池谷ら5）の報告でも，日齢78日の

発症時には心電図に有意の所見はなかったが，4ヵ月

の時点では高度の右室負荷の所見が認められ，定期的

に検査してゆく必要がある．

　胸部レントゲンでは心胸郭係数は正常範囲にあった

が，肺高血圧の持続時間，三尖弁閉鎖不全の程度など

に影響されるものと思われた．肺動脈の形態に関して

は，成人・年長児例で大多数に認める肺動脈中枢部の

拡張・蛇行所見の有無を検討するため少量の造影剤を

使用して，肺動脈造影を行ったが，3例ともにこれら

の所見は認めなかった．

　PPHの診断には肺高血圧の証明，既知の原因の除外

という2つの段階が必要である．我々の症例では肺高

血圧の存在は心臓カテーテル法により確認され，臨床

所見，血液検査，心エコー，心臓カテーテル検査所見

などにより，先天性心疾患，肺性心，体動静脈奇形，

肝硬変，門脈圧充進症などの存在は否定された．

　一方，新生児期肺高血圧の代表的疾患である新生児

遷延性肺高血圧症（以下PPHN）は，生後1週間以内

に発症し2週間以内に軽快もしくは死亡するといわ

れ13），3症例とも典型的な臨床経過には該当しなかっ

た．しかし稀には1ヵ月ちかくになり発症する症例14），

3ヵ月頃まで遷延する症例13）14）も報告されている．ま

たPPHNでは，卵円孔，動脈管での右左短絡による低

酸素血症に加えて，高肺血管抵抗のために右室仕事量

が増加するにもかかわらず心筋内圧が高いため，右室

心筋への血流・酸素供給量は不足する15）．乳児期PPH

でも同様の状態下にあると考えられ，なんらかの刺激

によりvasomotor　toneがさらに上昇すれぽ，肺細小
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動脈の強度の李縮により，右冠動脈血流量の減少，さ

らには左心系への還流量減少から心拍出量の減少をき

たし致死的になる可能性がある．このことは，自験例

がショック状態を反復し，終局的に突然死したことと

合わせて興味深い．

　八巻ら16）は病理学的見地より検討して，PPHの成立

に若年型と成人型があると提唱し，以下のように推論

している．すなわち，成人例ではvasomotor　toneの充

進は緩徐で中膜の肥厚が徐々におこり，内膜病変も定

型的にゆっくり進行するが，若年例（16歳未満）の多

くでは，それが急激に強く発症するため，わずかな刺

激で強度の血管李縮がおこり，中膜肥厚が完成しなく

とも中膜壊死から叢状病変に進展して，二次性の萎縮

病変や拡張性病変にいたる前段階で死亡する．また

Wagenvoortら17）は，　PPHの1歳未満例では中膜の肥

厚像は特に高度で，中膜の肥厚像が唯一の異常所見の

ことが多いと報告しているが，症例2の肺小動脈組織

像も同様の所見であった．自験例のように激烈な経過

をとる乳児例では，若年者例に比しても，より急激・

高度にvasomotor　toneが充進し，他の組織学的変化

を伴う以前に死亡しているものと思われた．したがっ

て，PPHではvasomotor　tone充進の強度，速度，持

続期間により，乳児例，若年例，成人例に特徴的な病

理組織所見，臨床経過が形成されている可能性がある．

さらにPPHNでも，乳児期PPHと同様の組織像を示

すもの18），急激な経過で死亡する症例があり，両者は一

連のスペクトラムの中で捉えられる可能性があると思

われた．

　PPHの病因に関しては，肺血管李縮女性ホルモン

の関与，自己免疫疾患，遺伝的要因などが考えられて

いるが，現在のところ不明である．自験例では3症例

中2例で，また滝ら19）の症例でも腸管回転異常を合併

していたが，1）腸管が上腸管膜動脈を中心に270°回転

する胎生第6－一　11週頃2°）に生じた何らかの因子が，肺

動脈の発生・発達に影響し，乳児期PPHの発症に関与

した可能性，2）腸管回転異常で，発症後に伴いうる代

謝性アシドーシス，チアノーゼなどが肺血管李縮性に

作用した可能性，なども考えられた．また動物モデル

では，トロンボキサン値が肺動脈圧の上昇程度に相関

することが知られ，ヒトにおいてもPPHNとトロン

ボキサソの関連が報告されている21｝．乳児期PPHの

発症にもトロンボキサンなどの物質が関与している可

能性があるが，今後の検討を要する．なお，腸管回転

異常の手術はGOF麻酔下で行われ，術後チアノーゼ
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に気づかれるまでは特別な経過もなく，肺高血圧の誘

因と考えられる薬剤の投与はなかった．

　治療・予後に関しては，自験例は治療に全く反応せ

ず，チアノーゼなどの臨床症状は経過とともにむしろ

増悪した．肺小動脈中膜筋層の肥厚だけの状態では，

肺血管床は血管拡張剤に反応性があるともいわれ，ダ

イアゾキサイド，ヒドララジン，ニフェジピン，カプ

トプリルなどの有効性も報告されている22）．自験例3

例を含めた17例の本邦乳児期PPH例でも5例の寛解

例が報告されている5）～9）．しかし，記載のある他の11症

例は15日から6ヵ月（平均2．2ヵ月）の短い経過で死亡

しており，発症後平均2～3年の生存期間を有する成

人・年長児例に比して重篤であった．なお，発症月齢

（死亡例4，1±2．8ヵ月，生存例6．0±4．2ヵ月），肺動脈

収縮期圧（死亡例89．9±13．6mmHg，生存例71．8±

14．1mmHg）に関しては，生存例，死亡例の間に有意

差は認めなかった．

　以上，乳児期PPHの3症例を報告した，乳児期

PPHは，1）初発症状としてチアノーゼが重要であり，

その出現率は高い，2）肺動脈造影で肺動脈中枢部の拡

張・蛇行所見は認めず，肺細小動脈の組織所見は初期

変化と考えられる中膜肥厚が中心であっても，生存期

間は短く突然死などの重症な経過をとる可能性が高い

など，成人・年長児のPPHとは異なった病態として捉

えられる可能性がある．その一方で，病態生理，肺細

小動脈の病理所見など，共通点も多いPPHNと乳児

期PPHの関連・移行などの解明が，乳児期PPHの病

因究明上重要と考えられ，今後症例の集積が待たれる．
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Primary　Pulmonary　Hypertention　within　the　First　Year　of　Life

　　　　　　　　　　－Clinical　Characteristics　of　31nfants一

Masahiro　Kamada＊，　Takeshi　Nishi＊and　Osamu　Ohba＊＊

　　　　＊Department　of　Pediatrics，　Hiroshima　City　Hospital

　＊＊Department　of　Cardiac　Surgery，　Hiroshima　City　Hospital

　　　Three　infants　with　primary　pulmonary　hypertention　are　reported．　They　were　admitted　because　of

cyanosis　at　the　age　of　23，70　and　77　days．　Reversed　shunt　through　a　patent　foramen　ovale　was　found　to

be　the　cause　of　cyanosis．

　　　Chest　X－ray　showed　no　cardiac　enlargement，　and　pulmonary　angiogram　revealed　no　tortuosity

and　enlargement　of　the　pulmonary　trunk　and　its　branches．　Pulmonary　artery　pressure　was　very　high

in　all　cases（mean：80，43　and　55　mmHg），　and　was　suprasystemic　in　2　cases．

　　　They　died　suddenly　at　the　age　of　69，90　and　95　days．　The　autopsy　of　one　case　revealed　the　medial

hypertrophy　in　the　pulmonary　arterioles　without　cellular　intimal　proliferation　and　fibrosis．

　　　The　symptoms，　hemodynamic　findings　and　histological　features　in　PPH　of　infant　are　similar　to

those　in　persistent　pulmonary　hypertention　of　newborn（PPHN）．　By　analyzing　the　pathophysiology　of

PPHN　with　prolonged　course，　the　etiology　and　cause　of　PPH　in　infancy　may　become　clear．
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