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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　先天性の肺静脈狭窄の1ヵ月の女児例を報告した．肺静脈狭窄症は極めて稀な疾患でこれまでは剖検

や手術時ないし肺うっ血症状が進行したのち心臓カテーテル検査にて診断されることが多かった．今回

の我々の症例は1ヵ月時に体重増加不良で受診し，明らかな心不全症状が出現する前にカラードプラ心

エコー 法にて診断された最初の症例である．本症はこれまでの手術成績は不良であり，我々の症例も狭

窄部のpatch拡大術を施行したが不幸な転帰をとった．しかし，本症はカラードプラ法を用いることに

より容易に診断することが可能であり，早期診断，早期手術することにより今後の手術成績の向上が望

まれる．

　先天性肺静脈狭窄は極めて稀な疾患であり，1951年

のReyei）の報告以来その報告例は未だ100例にも満た

ない2）’－5）．剖検や手術時に診断されることも少なくな

く，その手術成績も極めて不良である2）6）．これまでは，

心臓カテーテル検査にて診断されることがほとんどで

あった．今回，我々は初診時にカラードプラ心エコー

所見より肺静脈狭窄と診断し得た乳児例を経験したの

で，本症におけるドプラ心エコー法の有用性を含め報

告する．

　症例：平成3年6月27日生まれ．女児．

　主訴：体重増加不良．

　家族歴：第一子．母親はVon　Recklinghausen病．

　既往歴：胎児胎盤機能不全のため在胎39週で帝王切

開にて出生．生下時体重2，650gr，　Apger　7点であっ

た．7月11日，体重2，764grにて退院．哺乳力はやや弱

いが他に問題はなかった，

　現病歴：1ヵ月検診のため近医を受診した際に体重

増加不良（13．8g／day）を指摘され，さらに胸部レ線に

て心陰影の右方偏位を認めたため当科紹介となった．

　現症：身長52．5cm，体重3，310gr，脈拍130／分，呼吸

数36／分．呼吸状態は良好でチアノーゼも認めない．顔

色はやや蒼白であった．聴診上明らかな心雑音はなく，

II音の元進もみられなかった．呼吸音は清であった．

肝は1cm触知した．四肢に浮腫はなかった．外表奇形

も認めなかった．

　入院時胸部レ線所見（図1）：縦隔の軽度の右方偏位

があり，心胸郭比は56％と心拡大はなかったが，右中

下肺野の肺うっ血を思わせる透過性の低下を認めた．

別刷請求先：（〒920－02）石川県河北郡内灘i町大学1
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図1　初診時胸部レ線．
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図2　初診時及び手術前心電図，

　入院時心電図所見（図2）：心拍数150／分，整で，洞

調律．QRS電気軸os　＋　180°と右軸偏位であったが，右

房・右室負荷所見は認めなかった．

　入院時心エコー所見（図3A，　B）：心房・心室・大血

管の位置関係は正常．右房・右室・肺動脈の拡大といっ

た右心系の負荷を認めたが断層心エコー上は明らかな

anomalyは認めなかった．カラードプラ法にて軽度の

肺動脈弁，三尖弁及び僧帽弁逆流を認めると共に肺静

脈から左房への血流が乱流パターンを呈し，三心房心

も疑われたが，左房内の異常隔壁は認めず，肺静脈狭

窄と診断し経過観察のため入院となった．

　入院後の経過：入院後も哺乳力はやや低下していた

が，全身状態は良好であった．入院5日目に行って肺

血流シンチグラフィーにて右中及び下肺野と左上肺野

の血流低下を認め（図4），カラードプラ所見と合わせ

両側肺静脈狭窄と診断した．RIアンギオグラフィーで

も同様の所見が得られた．入院10日目におこなった心

エコー 所見（図3C，　D）では右房・右室はさらに拡大

し，右室の心筋肥厚と三尖弁及び肺動脈弁逆流の増悪

を認めた．連続波ドプラ法にて左肺静脈流入血流速度

は1．89m／secであった．聴診一ヒ収縮期駆出性及び拡張

期雑音とII音の肺動脈成分の充進を認めた．心電図で

571－（89）

は右房・右室負荷所見と上室性期外収縮を認めた，肺

高血圧の進行をかんがえ，入院19日目に肺静脈の詳細

な形態を知ることと可能ならballoonによる拡大術を

目的に心臓カテーテル・アンギオ検査を施行した．心

カテ所見は表1のごとくで，短絡はなかった．高度の

肺高血圧と肺動脈模入圧の上昇を認めた．しかし，カ

テーテルは卵円孔を通過せず左房圧の測定はできず，

また，balloonによる拡大もできなかった．高度の肺高

血圧があり，心＝コー所見より肺静脈狭窄も高度と考

え，肺動脈造影は注入器を使用せず左右別々に慎重に

行った．選択的右肺動脈造影でぱ右中下肺葉枝の静脈

相は描出されなかった，Digital　Subtraction　Angio－

graphy（DSA）による肺動脈造影にて肺静脈の狭窄が

確認できた．右肺動脈造影では，図5のように右肺静

脈は上葉枝しか描出されず，さらに左房流入部で狭窄

していた．左肺動脈造影では，左肺静脈は上下2本と

も描出されたが，左房への流入部は近接し，上葉枝の

それはは狭窄していた．心カテ後も特に全身状態に変

化はみられず，酸素投与，強心・利尿剤で様子をみて

いた．しかし，その後の心エコーでも右室心筋の肥厚

は進行し，心電図でも右房・右室負荷を認め（図2），

再度行った心カテでも肺動脈圧83mmHg（体血圧58

mmHg）と上昇し，やはりballoonによる拡大もでき

なかったため，9月18日patch拡大を目的に手術を施

行した．左肺静脈は上下2本が左房流入直前に合流し，

左房流入部の上葉枝側に線維性隆起物で狭窄し，上葉

枝も細かった．右肺静脈は中下葉枝は索状で上葉枝の

みであり左房流入部で左と同様の狭窄を認めた．手術

は馬心膜を用いて左右とも流入部をpatchにより拡

大した．術後は比較的容易に入工心肺から離脱できた

が，患児は翌日，肺うっ血増悪し残念ながら死亡した．

剖検では心内奇形はなく右心系は著明に拡大し，右室

心筋の著名な肥厚を認めた．肺静脈の形態はほぼ血管

造影所見と一致し右肺静脈の中下葉枝の索状物はわず

かに内腔を認めたが，流入部は盲端になっていた．

　　　　　　　　　　考　　察

　先天性肺静脈狭窄，特に孤立性の場合は極めてまれ

であり，これまでの報告でもその半数以上が他の心内

奇形を合併していた2）～5）7）．よって，その診断は，初期

の頃の報告例では，生前診断例はなく，ほとんどが剖

検例であったが，Edwards8）も指摘したように技術的

な問題により剖検時においてさえ見逃されていた可能

性もあった．しかし，その後は心臓カテーテル・アン

ギオ検査にて生前診断されるようになってきた．本症
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図3　断層心エコー図．A，入院時の心基部の短軸断層で，右心系のb大を認める．　B、その際のカ

　ラートフラ断層及びパルスド’ノラ所見を示す．左肺静脈1白矢印ノからの左房流入血流はモザイ

　クパターンを呈し，パルスドプラでも乱流パターンを呈した．C、入院10日目の左室長軸断層を示

　す．右室畔全体の心筋肥厚を認める．D，その際の左肺静脈〔白矢印）の連続波ドフラによる血流

　速度は1，89m／sで圧較声は14．31nmHgであった．

は発生学的には総肺静脈還流異常症と同義的に考えら

れる8）が，その形態はさまざまであり、その多くは肺静

脈と左房の接合部に狭窄がある2）～5）．しかし，4例のよ

うに一部閉塞を伴っていたり，全体に低形成でかつ両

側性の場合もある．本症の臨床症状は肺うっ血に起因

するものであるが，その症状発現時期は，狭窄の程度・

本数及び合併心奇形の有無によって大きく異なり，新

生児期から年長児までの報告がみられる．これまでの

報告例をZ人ると，合併奇形のない単独例の場合には，

肺高血圧が進行してきて，心臓カテーテルル検査にて

初めて診断さ」1ることが多く，合併心奇形を伴う場合

には，偶然見つかる場合も少なくないY）1C））．進行例にお

いて，心電図では，右軸偏位，右房・右室負荷を認め，

胸部レ線では心拡大，肺うっ血を認め，片側の場合は

縦隔の偏位，透過性の左右差を認める．断層心エコー

では，右室・右房・肺動脈の拡大を認める．ノ〉回の我々

の症例は，初診時⑪ヵ月時ノには，心電図では，右

軸偏位を認めるのみで，胸部レ線でも心拡却よなく，

軽度の心陰影の右方偏位，右下肺野の軽度肺うっ血像

を認めるのみであった，断層心エコーでは心内奇形は

なかったが，すでに右心系の拡大は認めていた．そし

て，カラードプラ法を用いることによりはじめて本症

を疑うことができた．これまでに本症においては2例

のみパ・Lスドプラ所見についての報告がみられるli）12）

が，総肺静脈還流異常症における肺時脈狭窄の一）断と

同様，ドブ・ラ心エコー法が本症の診断にもっとも有効
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図4　肺血流シンチグラフィ所見．a，正面像では右中

　下肺野の血流低下を認め（矢印），b，左側面像では左

　上肺野の血流低下を認める（矢印）．

と思われる．肺静脈血流パターソ及びその流速よりそ

の診断は容易であり，簡易ベルヌーイの式より圧較差

の推定も可能である．しかし，病初期の断層心エコー

にて異常のない時，本症を疑うことは困難であり，心

エコー 検査時には同時にドプラ法も併用すべきである

と痛感した．ドプラ法を併用して本症と診断できても，

断層心エコーのみで肺静脈の形態を診断することは困

難である．肺静脈の狭窄部位は左房入口部であること

が多く，その部位に限局する場合にはその形態診断は

可能かもしれないが，全体的に低形成である場合や一

部閉塞している場合には正確な形態診断の為に血管造

影が不可欠である．しかし，このような疾患で肺高血

圧が進行し肺うっ血が強い場合には，右室ないし肺動

脈造影を行うのは，全身状態を悪化させることがあり

躊躇させられる．これまでも，pulmonary　artery

wedge　injectionの報告13）があるが，できるだけ選択的

に肺動脈造影を行い，いかに少ない造影剤でより明瞭

な肺静脈造影像を得られるかが問題となる．今回，Dig－

ital　subtraction　angiographyを用い，選択的に肺動脈

に造影剤を注入することで，検査後全身状態の悪化み

ることなく，手術時所見及び剖検所見をほぼ一致した

造影像が得られ，本法は，肺静脈の閉塞性病変がある

場合にも比較的安全に行え，肺静脈全体の形態を把握

するのに有効である．しかし，このように術前に正確

な形態診断がなされたとしても現在までのところ根治

術例そのものの報告例も少ないがその手術成績も不良

である．これまでの治療方法としては，patchによる肺

表1　心臓カテーテル検査所見

91－8－27 91－9－10

pressure（mmHg）（mean）
　　　（systole／diastole）

02sat．
（％）

pressure（mean）
　　　　　（s／d）

SVC 86

IVC 84

RA （3） 84 （3）

RV 61／edp14 83 61／edp14

mPA 69／44　　　　（57） 85 83／46　　　（63）

rtPA 79／34　　　（53）

ltPA 80／59　　　　（69）

rtPCW （18）

ltPCW （20） （20）

ART（1） 100／

ART（2） 58／39　　　（48）

SVC：上大静脈，　IVC：下大静脈，　RA：右房，　RV：右室，　mPA：肺動脈主幹部，

rtPA：右肺動脈，　ltPA：左肺動脈，　PCW：肺動脈喫入圧，　ART（1）：右上肢のマン

シェットによる血圧，ART（2）：大腿動脈圧
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図5　DSAによる肺動脈造影所見．　a，選択的右肺動

　脈造影では肺静脈は上葉枝しか造影されず，左房と

　の接合部に狭窄を認めた（矢印），b，選択的左肺動脈

　造影では上葉枝は細く左房との接合部で狭窄を認め

　た（矢印）．

静脈拡大や狭窄物除去といった術式とballoonによる

肺静脈形成術が報告されているが，たとえ，手術に成

功してもほとんどの例で再狭窄をおこしてい
る2）一一4）6）14）15）．また，本例のようなmultipleな狭窄ない

し閉塞がみられる症例の場合にはどのように対処すべ

きといった問題も残っている．今回の症例は早期に診

断が確定したにも関わらず，初診時より手術まで39日

も要してしまった．これはこれまでの手術予後が悪く

何とか経皮的にバルーソによる拡大ができないかと試

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第4号

み，手術を躊躇した為だが，初診後10日目の断層心エ

コー 図にて急激な右房，右室及び肺動脈の拡大と右室

心筋の肥厚が進行し，三尖弁閉鎖不全を認め，2回目

の心カテ時肺動脈圧が83mmHgと急速に増悪したこ

とを考えると，診断がつき次第，高度の肺高血圧に進

行しない前に肺静脈形成術を施行すべきであったと反

省している．遠藤らの動物実験の報告16）でも，一側の肺

静脈狭窄でも肺高血圧はおこることや本例のように後

負荷の増大により急激な右室心筋肥厚をきたすことも

あり，肺うっ血症状のみられる前に手術すべきである．

ドプラ法を含む断層心エコー検査の普及により本症の

生前診断はもちろんのこと，見逃される事なく早期診

断も可能であり，その手術成績も向上されることを期

待したい．

　最後に御校閲いただきました四家正一郎教授に深謝致し

ます．
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ACase　of　Congenital　Stenosis　of　Bilateral　Pulmonary　Veins　Diagnosed　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Color　Doppler　Echocardiography

Eikan　Koh，　Shigemi　Tokuda，Junko　Nimura　and　Kiichi　Shimizu

　　　　　Department　of　Pediatrics，　Kanazawa　Medical　University

　　　We　reported　a　1－month－old　girl　who　had　congenital　stenosis　of　bilateral　pulmonary　veins．　This

disease　is　a　very　rare　anomaly，　especially　without　other　cardiac　defects．　The　previous　reported　cases

had　been　diagnosed　by　autopsy　or　cardiac　catheterization．　However，　we　could　diagnose　bilateral

pulmonary　venous　stenosis　using　rea1・time　color　Doppler　echocardiography，　prior　to　the　symptom

resulting　from　pulmonary　edema．　The　operative　prognosis　for　the　patients　with　this　condition　is　very

poor．　In　this　case，　despite　surgical　treatment　of　patch　venoplasty，　she　died　becausing　of　the　progressive

pulmonary　edema．

　　　We　emphasize　that　it　is　easier　to　diagnose　this　condition　by　using　color　Doppler　echocardiography．

And　we　hope　that　the　diagnosis　can　be　established　as　soon　as　possible，　so　that　the　repair　may　be

effective．
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