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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　胎児心エコー図において，内臓心房錯位症候群と診断された8例の，診断の精度とその後の周産期臨

床経過を調査した．診断は，①胃と心臓が反対側に位置すること，②単心房，③単心室，④心内膜床欠

損，のうち①があれぽこれだけでも，①がない場合には②単心房＋③単心室，あるいは②単心房＋④心

内膜床欠損の組合せで診断することが可能であった．胃の位置，心臓の位置は8例全例で正しく診断可

能であった．単心房，単心室，心内膜床欠損の心内構造の診断と全例正しく行われていた．①のみで内

臓心房錯位症候群と診断された者は5例，②＋③では3例，②＋④では3例であった．ハイリスク胎児

に於ける内臓心房錯位症候群の頻度は185例中8例（4．3％），また心奇形の28例中8例（29％）と生後に

知られている頻度よりも高かった．8例の診断後の臨床経過は，子宮内胎児死亡が1例，人工妊娠中絶

が2例，周産期に死亡したものが2例，2年の経過で死亡したものが1例，生存中が2例であった．

　　　　　　　　　　緒　　言

　先天性心疾患の出生前診断が普及している1）・8）が，診

断された症例における診断の確認と，その後の臨床経

過を明らかにすることによって，出生前診断の意義が

明確になる．本研究は先天性心疾患の中でも重症心奇

形を高頻度に伴う内臓心房錯位症候群について，現時

点での診断状況と，胎内診断例の周産期における自然

歴を明らかにすることを目的として行った．

　　　　　　　　　　対　　象

　対象は1986年6月から1990年9月までに東京女子医

科大学日本心臓血圧研究所循環器小児科において胎児

心エコー図検査を施行したハイリスク妊娠185例，延べ

245例のうち内臓心房錯位症候群と診断した8例であ

る．これらを除いた177例中には本症と判明した例はな

かった．当施設におけるハイリスクの内訳は同胞が先

天性心疾患72例（39％），母親が先天性心疾患49例

（27％），当該胎児に異常の疑いが有る場合58例（31％），
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その他として糖尿病合併妊娠，父親が先天性心疾患な

ど6例（3％）である．

　　　　　　　　　　方　　法

　胎児の体位，心臓，胃，脊柱，下大静脈など臓器の

位置，そして心房，心室，大血管のそれぞれの位置と，

相互の繋がり関係を調べていく胎児に対する区分診断

法を用いた9）．また対象例につき，診断後の臨床経過を

調査した．用いた超音波診断装置は，アロカ製

SSD870，東芝製SSH140A，横河メディカル製RT5000

のいずれかである．探触子は，超音波の透過性と観察

対象物である胎児心の大きさに応じて3．5MHz，また

は5．OMHzを使い分けた．症例によっては横河メディ

カル製RT5000では7．OMHzを用いた．まず，胎児の全

体像を把握し胎児の脊柱に平行の矢状断面を描出す

る．この際，一般的な心エコー図と同様に，探触子の

マーヵ一を胎児の頭部の方向に向けて記録すると，画

面の右側に胎児の頭部が描出される事になる．次にこ

の矢状断面を脊柱を中心に左右に傾けて，胃，心臓，

下大静脈，下行大動脈などが脊柱の左右いずれにある

かを調べる．マーカーを確認しながら探触子を90度回

転させると胎児躯幹部の水平横断面（短軸断面）とな
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　　　　　図1　胎児心エコー図の記録法

A：骨盤位B：頭位
骨盤位，頭位に拘らず，まず探触子のマーカーを胎児の頭

側に向けて胎児の矢状断面を得る（破線で示した探触子）．

この際胎児の頭部が画面の右側にくる．次に探触子を90度

反時計方向に回転させると胎児を上から見下ろす方向での

短軸断面が得られる（実線で示した探触子）．本研究では，

胎児躯幹を上から見下ろす方向で観察した．

る．この際，反時計方向に90度回転させると胎児の躯

幹部を上から見下ろした断面となるし（図1），時計方

向に90度回転させると下から見上げた断面となる．ど

ちらの断面を用いてもよいが，検査者がどちらの像を

見ているのかを意識しながら判読する事が必須であ

る2）．本研究では反時計方向に90度回転させて，胎児の

躯幹を上から見下ろす方向で観察した．診断は，①胃

と心臓が反対側に位置すること，②単心房，③単心室，

④心内膜床欠損，のうち①があればこれだけでも，①

がない場合には②単心房＋③単心室，あるいは②単心

房＋④心内膜床欠損の組合せが認められた場合に内臓

心房錯位症候群と診断した．

　　　　　　　　　　症　　例

　図2aは，症例2の在胎32週胸部水平断面で上から

見下ろすような方向で観察している．肝と胃のレベル

の断面を示しているが，胃は左側で脊柱の前方で前胸

壁からやや距離をおいて位置する事が分かる．図2b

は，同一症例の心臓レベルであるが，心臓は右側前方

に位置している．これらから臓器錯位であることが診

断される．図3は本症例の出生直後のレントゲン写真
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図2　症例2：
　胎児躯幹の水平断面胃のレベル（a）と，

　　　　　在胎31週6日の症例の胎児心エコー図

　　　　　　　　　　　　　　　　　心臓四腔新面の

レベル（b），躯幹を上から見下ろす方向で観察している．

a：後方にシャドーイングを認めるのが脊柱であるか

ら，胃は躯幹の左側にあることが分かる．b：心臓は胃と

反対側の胸郭前方に位置しているのが分かる．すなわち

内臓錯位を伴った右胸心であることが診断される．

a＝anterior，　p＝posterior，　R＝right，　L＝left，　RV＝

right　ventrivle，　LV＝left　ventricle

である．胃は左側に，心臓は右側に位置している事が

確認された．本症例は多脾症候群であった．

　図4は，在胎22週症例6の胸部水平断面である．上

から見下ろす方向で観察している．図4aは肝臓と胃

のレベル，図4b心臓のレベルである．図4aで胃は右

側後方に，図4bでは心臓は左側前方にある事が分か

る．図5は，同一症例のカラードプラエコーであるが

心内は単心房，完全型心内膜床欠損であることが示さ
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図3　図2と同一症例の生直後の胸腹部レントゲン写真：

　胃泡は左側，右胸心で，symmetric　liverを示した．胎児

　心エコー図の診断と一致していた．

れている．本例は人工妊娠中絶を受け，剖検にて診断

は確認された．

　　　　　　　　　　結　　果

　表1に各症例の，胎児心エコー図の検査のきっかけ

（主訴），検査時期，胎児心エコー図で判断した心臓の

位置，胃の位置，主な心内奇形および転機をまとめた．

8例のうち胃と心臓が反対側に位置したものは5例

で，これらでは内臓錯位から本症候群が疑われた．残

る3例は，胃と心臓の位置は正常と同様の位置関係で

あったが，単心房，単心室，心内膜床欠損，両大血管

右室起始などの心内奇形の組合せから本症候群が疑わ

れた．

　表2に，胎児心エコー図で診断した，心臓の位置，

胃の位置，心内奇形を，出生後のX線所見，心エコー

図診断，または剖検診断との比較結果を示した．臓器

の位置関係，主要心内奇形の診断はいずれも正確に行

われていた．出生前に診断された本症候群のこ頻度は

ハイリスク胎児185例中8例（4．3％），また胎児心奇形

28例中8例（29％）であった．

　　　　　　　　各症例の追跡調査

　次に，出生前診断された各症例がその後どのような

経過をたどったかを調査した．症例1は，循環器小児

科医の待機の下に出生し，診断は直ちに確認されたが，

合併していた先天性リンパ管拡張症のために24時間で

死亡した．症例2は，肺動脈閉鎖の出生前診断に基づ

きプロスタグランディンを準備して待機されPO2の

低下に伴い12時間後より使用され17日目にBlalock・

Taussig短絡術を施行し外来通院中である．症例3は

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第4号

a

　　　　　　　　　　　b
図4　症例6：在胎22週の症例の胎児心エコー図

　胎児躯幹の水平断面胃のレベル（図4－a）と心臓四腔断

　面のレベル（図4－a）胎児の躯幹を上から見下ろす方向

　で観察している．上段で胃は右側に，下段で心臓は左側

　に位置することから内臓錯位を伴った左胸心であること

　が診断される．

循環器小児科医の待機の下に出生し奇静脈接続を除け

ぽ心内は正常であることが確認され，正常児として育

児を受けている．症例4は，多脾症で左室低形成を伴っ

た右室型心内膜床欠損，両大血管右室起始の症例であ

り，生後まもなくフォンタン手術の話を両親にし肺動

脈絞拒術を勧めたが，自然歴を希望された為そのまま

経過観察とし2年の経過で肺高血圧が進行し死亡し

た．症例5，6の2例はそれぞれ在胎21，22週であっ

たが，胎児心奇形のために母親が精神的に妊娠の継続

不能と認められたため人工妊娠中絶が行われていた．

症例7は，34週であったがDandy　Walker症候群，横
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図5　症例6（図4と同一症例22週0日）のカラードプラー

　心エコー図：上から見下ろす方向で観察している．単心

　房を伴った心内膜床欠損と診断される．

隔膜ヘルニア，胎児水腫の合併をも認め，子宮内胎児

死亡であった．症例8は，当科の管理からはずれたが

40週で出生し，生後小児科医により診断が確認された

後3日目に死亡した．

　　　　　　　　　　考　　察

　先天性心疾患の出生前診断が普及し，多くの施設で

胎児心エコーと称して行われているが，果たしてどの

程度の精度で診断され，それらの症例が，診断された

後，どのような周産期経過をたどったのかを詳細に検

討することによって胎児心エコー診断の意義が明らか

にされるものである．本研究では，多数の先天性心疾

患の中から，重症心奇形を合併する頻度の高い内臓心

房錯位症候群に限って上記二点につき検討した．診断

表1　症例のまとめ

　　内臓心房錯位の診断精度

胃の位置…………・…・・8／8（100％）

心臓の位置………………8／8（100％）

心内奇形

　　単心房………………6／6（100％）

　　単心室………………4／4（10⑪％）

　　心内膜床欠損………3／3（100％）

の精度は，我々が行っている胎児に対する区分診断法

を用いれば，胃と心臓の内臓錯位に関しては全例正し

く診断することが可能であった．また単心房，単心室，

心内膜床欠損などの心奇形は全例正しく診断がなされ

ていた．これらの所見の組合せから，内臓心房錯位症

候群の診断がなされ，全て正しかったことが確認され

た．本研究はこれまでに経験した内臓心房錯位症候群

を，過去に遡ってまとめたものであって，本症候群の

診断基準を提唱するのが目的ではない，従ってここに

あげた基準から外れるものも当然でてくるはずであ

る．しかし，最近の超音波機器と診断技術の進歩を考

えれぽ，系統静脈の心房への接続様式などをも含めて，

今後より正確な診断が可能となるものと思われる．出

生前に診断された本症候群の頻度はハイリスク胎児

185例中8例（4．3％），また胎児心奇形28例中8例

（29％）と，出生後の一般的に知られている頻度に比べ

て著しく高かった．包括的に内臓心房錯位症候群と称

される右側および左側相同right　or　left　isomerismの

頻度は意外に高く，　Deanfieldら1°）は高圧i撮影レソトゲ

表2　診断精度

主　　訴 診断時期 心臓 胃 心内奇形 転　　機

Case　1 心奇形の疑 37週0日 防 左1 CA．　SRV 生後24時間死亡

Case　2 ECDの疑い 31週6日 陸 右1 DORV　PA 生存

Case　3 内臓の位置 38週0日 1左 右1 Azygos 生存

Case　4 単心室？ 37週2日 1左 正中1 CA　ECD 生後2年で死亡

Case　5 胎児徐脈 21週1日 左 左 CA　ECD TOP

Case　6 胎児徐脈 22週0日 1左 右1 CA　ECD TOP

Case　7 Dandy　Walker 34週0日 左 左 CA　SV IUFD

Case　8 単心室？ 36週1日 左 左 CA　SRV 生後3日で死亡

CA＝単心房，　SRV＝右室性単心室，　DORV＝両大血管右室起始，　PA＝肺動脈閉鎖，

Azygos＝奇静脈接続，　ECD＝心内膜床欠損，　TOP二人工妊娠中絶，　IUFD＝子宮内胎児死

亡
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ン写真の気管分枝の対称性から心疾患患児のうち10％

に認められたとしている．また剖検標本の検討からは，

Sapireら11）によれば約2．3％，　Fylerら12）によれば

4．2％となっているが，今回胎児エコー法において認め

られた，内臓心房錯位症候群の頻度は，そのいずれよ

りも明らかに高く今回我々が経験した胎児心奇形例の

うちの約30％を占めていた．また所謂多脾症候群は胎

生期にも高頻度に不整脈を伴うことが知られている

がエ3），症例5では完全房室ブロック，症例6では2：1房

室ブロックを合併していた．重症な心奇形を高頻度に

伴っているために，胎内死亡や新生児期早期死亡例が，

少なからず存在する可能性もある．また人工妊娠中絶

によっても出生後の本症候群の頻度は修飾される可能

性がある．

　　　　　　　　　　結　　語

　①胎内での内臓心房錯位症候群の診断は，胃泡と心

臓の錯位，心内奇形を組合させる事により精度良く診

断する事が可能である．

　②胎内診断される本症の頻度は，出生の時点での頻

度よりも著明に高かった．

　③現時点では，胎内診断が積極的に本症候群の自然

歴を修飾した例は，人工妊娠中絶例を除いてはなかっ

たが，肺動脈閉鎖例に対して，PGE1を準備して待機し

たり，時間的にも精神的にも余裕をもって治療計画を

立てられる点で，出生前診断は意義深いものである．

　　　　　　　　　　文　　献

　1）平田克彦，力武典子，豊田　温，江藤仁治，武知哲

　　　久，吉岡史夫，横地一興，加藤裕久：胎児心エコー

　　　図で発見された心疾患のフォローアップー胎児心

　　　疾患10例の検討一．日循誌，1：139－148，1986．

　2）広瀬　修：胎児心疾患の出生前診断，日本新生児

　　　学会雑誌，24：803－813，1988．

　3）Sharland，　G．K．，　Chita，　S．K．　and　Allan，　LD．：

　　　The　use　of　colour　Doppler　in　fetal　echocardio・

　　　graphy．　Int．　J．　Cardiol．，28：229－236，1990．

　4）Reed，　K．L．：Cyanotic　disease　in　the　fetus．　J．

日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第4号

　　Am．　Soc．　Echocardiogr．，3：9－14，1990．

5）Mellick，　J．D．，　Radford，　DJ．　and　Galbrlaith，　A．

　　J．：　Fetal　echocardiography　in　the　diagnosis　of

　　congenital　heart　disease．　ALust．　Paediatr．　J．，

　　25：356－360，1989．

6）Reed，　K．L，；　Fetal　Doppler　echocardiography．

　　Radiol．　Clin．　North　Am．，28：131－147，1990．

7）程田彰一，服部守志，高杉信義，加藤　紘，鳥越

　　正：丸天性心疾患の胎児スクリーニングに関する

　　基礎的検討．日産婦誌，41：1394－1400，1989．

8）Satomi，　G．，　Kanda，　S．，　Katayama，　H．，　Yasu－

　　kohchi，　S．，　Nakamura，　K．　and　Takao，　A．：

　　Ebstein’s　anomaly　with　or　without　pulmoary

　　atresia：　Differential　diagnosis　by　fetal

　　echocardiography．　Echocardiography，6：509

　　－515，1989．

9）里見元義，神田　進，高尾篤良：3年間に経験した

　　胎児心疾患，分担研究：新生児外科的疾患に関す

　　る総合研究：小児期の主な健康障害要因に関する

　　研究：主任研究者，小佐野満，昭和63年度研究報

　　告書，P．204－206，1989．

10）Dwanfield，　JE．，　Leanage，　R．，　Stroodbant，　J．，

　　Chrispin，　A．R．，　Taylor，　J．F．N．　and　Macartney，

　　F．C，：Use　of　high　kilovoltage　filtered　beam

　　radiographs　for　detection　of　bronchial　situs　in

　　infants　and　young　children．　Br　Heart　J　44：577

　　－583，1980．

11）Sapire，　D．W．：Atrial　isomerism．　in　Paediatric

　　Cardiology　ed　by　R．H．　Anderson，　F．J．　Macart・

　　ney，　EA．　Shinebourne　and　M．　Tynan．　Churchill

　　Livingstone，1987，　p．485．

12）Fyler，　D．C．，　Buckley，　LP．，　Hellenbrand，　W．E．

　　and　Cohn，　H．E．：　Report　of　the　New　England

　　regional　infant　cardiac　program．　Pediatrics，

　　65（Suppl．）：376－461，1980．

13）Shaw，　C．T．：　Polysplenia　in　a　fetus　with

　　bradycardia　from　26　to　36　weeks’gestation，

　　complex　cardiac　malformations，　and　heart

　　block．　J．　Am．　Osteopath．　Assoc．，90：1100－1102，

　　1990．

Presented by Medical*Online



平成4年1月1日 515－（13）

Fetal　Echocardiographic　Diagnosis　and　Outcome　of　Visceroatrial　Heterotaxia　Syndrome

　　　　　　　Gengi　Satomi，　Susumu　Kanda，　Makoto　Nakazawa　and　Kazuo　Momma

Department　of　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　lnstitute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　studied　diagnostic　accuracy　and　their　perinatal　outcome　of　8　fetuses　who　were　diagnosed　as

visceroatrial　heterotaxia　syndrome（VHS）by　fetal　echocardiography．　The　age　at　diagnosis　ranged　from

21to　38　weeks’gestation．（1）Heart　was　positioned　on　the　contralateral　side　of　stomach　in　5　cases．（2）

Common　atrium　existed　in　6　cases．（3）Sigle　ventricle　was　recognized　in　3　cases．（4）endocardial

cushion　defect　was　found　in　4　cases．　The　diagnosis　of　VHS　was　made　by　existence　of　at　least　finding（1）

alone　in　5　cases，　or　combination　of（2）十（3）in　3　cases，　and　of（2）十（4）in　3　cases，　in　case　of　lack　of

finding（1）．　The　clinical　course　after　the　diagnosis　showed　artificial　termination　of　pregnancy　in　2，

intrauterine　fetal　death　in　1，perinatal　death　in　2，　death　at　2　years　of　age　in　1，　and　aliving　in　2　cases．

The　incidence　of　VHS　diagnosed　in　fetal　life　was　80ut　of　185　high　risk　fetuses（4．3％），　and　8　among　28

patients　with　congenital　cardiac　anomaly（29％）which　were　higher　than　that　of　VHS　reported　after

birth．

Presented by Medical*Online


	0510
	0511
	0512
	0513
	0514
	0515



