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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Fontan手術の術後に合併した蛋白漏出性胃腸症（PLE）に対してステロイドの投与が有効とする報告

があるが，今回追試を試みたので報告した．症例は17歳男児．単心房，右室性単心室，肺動脈閉鎖の合

併に対し，6歳時にFontan手術を受けた．術後1年より浮腫，腹水が著明となりGordon試験陽性から，

PLEと診断した．中心静脈圧が18mmHgと高く，これを低下させるために末梢肺動脈狭窄のバルーン拡

大術やステント留置を行ったが効果は無かった．Prednisoloneを1．5mg／kg／日の初期量で開始し，4週

間継続した後減量するprotoco1を行った．1．5mg／kg／日の多量投与中には血清蛋白が4．9g／dl（前値3．8

g／dl）まで増加し，腹水も減少傾向が見られたが，1．Omg／kg／日以下へ減量すると共に血清蛋白も

3．8～4．Og／dlに戻った．　PLEに対するPrednisoloneの効果は用量依存性であった．

　　　　　　　　　緒　　言

　近年種々の複雑心奇形に対するFontan手術の適応

が見直され，適応拡大と共にその手術成績の向上1）2）や

長期予後についての報告3｝が相次いでいる．しかし一

方では本術式の問題点として，術後の低心機能4）や運

動機能の低下，起立性低血圧症状5）などが挙げられ遠

隔期合併症として報告されている．Fontan手術後に

蛋白漏出性胃腸症を合併することは1980年Crupiら6）

によって初めて報告され，その後も報告例7）8）が散見さ

れるが，術後合併症としての頻度は低いものの，抵抗

性の浮腫や下痢，成長障害，免疫能の低下などを来し，

本症は遠隔期合併症として重要である．そして1991年

にはRothman9），　Rychikら1°｝によってこのFontan術

後の蛋白漏出性胃腸症に対して副腎皮質ホルモンの使

用が効果的であると報告された．本論文は我々の経験

した症例における副腎皮質ホルモンの効果に関しての

症例報告である．
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　　　　　東京女子医大日本心臓血圧研究所小児科

　　　　　　　　　　　　　　　　　吉儀　雅章

　　　　　　　　　症　　例

　＃，プロフィール

　O．T．17歳男児．体重40kg（－2．4SD），身長149cm

（－3，7SD）．

　家族歴に特記すべきものなし．

　また本例は複雑心奇形に対するFontan手術の適応

拡大期の1手術成功例として1982年に門間ら11）により

報告された報告である．

　＃現病歴

　在胎40週，体重3，030gで出生．1ヵ月健診で心雑音

を指摘された．生後10ヵ月時に心カテーテル検査で右

室性単心室症の診断を受けた．この頃より入眠時にチ

アノーゼが増強するようになった．1歳6ヵ月時に左

側Blalock・Taussigシャント手術を受けた．5歳時の

心カテーテル検査にて内臓心房逆位，右室性単心室，

単心房，肺動脈閉鎖，両側上大静脈，右大動脈弓の診

断を受けた．6歳時Fontan手術を施行し，術後一時期

胸水貯留と浮腫を認めたが利尿剤投与などの一般的な

術後管理で軽快した．術後約1年頃から顔面浮腫を認

め，特に朝に強かった．外来で利尿剤の調節など行っ

たが浮腫は軽快せず腹水も合併するようになり，術後
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表1　検査所見血液検査所見は主たる異常所見のみ

　示す．成長ホルモン，甲状腺機能，性ホルモンなど

　内分泌学的検査所見は正常であった

心臓カテーテル（術後9年目）所見

圧（mmHg），（）平均
酸素飽和度
　（％）

上大静脈 （18） 64

下大静脈 （18） 69

右房 （18） 68

右室（体心室） 110／EDP　12 95

主肺動脈 （18） 70

右肺動脈 （16） 68

左肺動脈 （18） 69

大動脈 110／67（87） 95

心係数（熱希釈法） 3．3－3．51／min／m2

血液検査所見

TP
AIb

Ca

γグロブリン

IgG

リンパ球分画

便中蛋白漏出試験

3，6g／dl

1．99／dl

6．2mg／dl

6．3％

386mg／dl

4．0％

1131－PVP　test

　4．1％　　　　　　　（正常値1％以下）

α1－antitrypsin　clearance

　811　一一　1，211ml／day（正常値20　ml／day以下）

3年の10歳時に精査入院．この時心胸比は47％であっ

た．血液検査所見（表1）は著明な低蛋白血圧，低ア

ルブミソ血症，低ガンマグロブリソ血症およびカルシ

ウム血症を呈していた，心カテーテル検査所見（表1）

では右房圧が18mmHgで高く，右肺動脈には軽度の末

梢性の狭窄病変（圧差2mmHg）が残存していた．腹部

CT所見（図1）では著明な腹水を認めた．便中の蛋白

漏出試験である1131・PVP　test（Gordon　test）は4．1％

（正常1％以下）を示し強陽性であった．以上から中心

静脈圧の高いことに起因する蛋白漏出性胃腸症と考

え，わずかでも中心静脈圧を下げる目的で右肺動脈の

末梢性狭窄に対してバルーン拡大術を施行したが臨床

症状の改善ははなく外来観察となった．その後利尿剤

の投与など保存的治療を継続したが，15歳頃から浮腫

の増強がみられたため，再度中心静脈圧の低下を図り

右肺動脈にステントを留置した．この時右肺動脈の末

梢性狭窄は軽快したが中心静脈圧に変化はなく（18

mmHg），低蛋白血症は軽快しなかった．近年は月一回

のアルブミン補液の姑息療法を加えて観察中であった

日小循誌　8（5），1993
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図1　腹部CT所見：矢印は腹水を示す，右側に造影

　剤を注入した胃泡がある（内臓逆位）

が，ステロイド治療に伴う循環動態，副作用の観察と，

感染防御の目的で入院した．

　＃経過

　入院観察下に副腎皮質ホルモンの投与を行った．ス

テロイドの投与量と血清総蛋白，アルブミン，腹囲（腹

水量の指標）の経過を図2に示す．初期投与量はRoth－

manら9）に従い，　Prednisolone　60mg／日（1．5mg／kg／

日）とした．初めの2週間はRychikらの方法に従い1°）

methylprednisolone（Prednisolone換算量）を静注で

使用し，その後経口投与に移行した．治療のプロトコー

ルは初期量を1ヵ月継続し以後1週間に10mgずつ漸

減，10mgになった時点で隔日投与にする予定とし，血

中総蛋白の上昇の程度や副作用を考慮して適宜期間を

延長，短縮するものとした．このプロトコールに加え

て抗潰瘍薬の投薬，ビタミンD，カルシウム投与など

補助療法を強力に行い，感染のチェックと便潜血を頻

回に検査した，図2のグラフに示したように血清総蛋

白は開始3週頃から漸増傾向を認め，血清アルブミン

も漸増していったが，報告例にあるような正常値への

復帰を示すほどの著明な変化は認めなかった．最も総

蛋白が高値（4．9g／dl）をとった治療開始5週ごろには

腹囲も減少傾向を認めたが腹水が消失するまでには至

らなかった，経過中α・1アンチトリプシンクリアラソ

スは881ml／day～1，211ml／dayの異常高値を示し（正

常値20ml／日）以下），文献例ほどの著明改善はなかっ

た．その後ステロイドを漸減したところ直ちに血清総

蛋白濃度は前値に復したたため，効果は用量依存性と

判断されたことと，強い心窩部痛と便潜血強陽性から

急性消化性潰瘍の所見を呈し，大量投与の継続が困難

と考えられたため減量中止の方針となった．現在ステ
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　　　　図2　治療経過概略
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ロイド10mg隔日の外来投薬中で総蛋白濃度は4．6g／

dlである．今後Rychikらの報告のように2回目の投

与を試みるか検討中である．

　　　　　　　　　考　　案

　＃蛋白漏出性胃腸症について

　蛋白漏出性胃腸症は，胃腸粘膜からの血清蛋白の漏

出に基づく低蛋白血症と，随伴する諸症状によって特

徴付けられるが，主として胃腸管粘膜自体の障害によ

るものと，リソパ管の閉塞性病変に起因するものに分

類される．本症の心疾患との合併は，古くは収縮性心

膜炎12）や三尖弁閉鎖不全13）に合併するものが知られて

きたが，その他にもGlenn手術後14），　Mustard手術

後15）16），Fontan手術後7）8），などの中心静脈圧の高い病

態に合併しやすいことが知られている．すなわち高い

中心静脈圧が胸管からのリンパ液の還流を障害し，腸

管のリンパ性浮腫と腸管粘膜の炎症，透過性冗進を招

来するという考え方である．しかし中心静脈圧が高い

症例すべてに蛋白漏出性胃腸症を合併するわけではな

く，本症の発症には腸管粘膜自体の機能的および病理

的変化が必要で，おそらく高い中心静脈圧は誘発因子

であろう（図3）．

　＃フォンタン術後の蛋白漏出性胃腸症の合併

　Fontan手術後の本症の合併率は現在のところ不明

で，比較的稀な合併症とされるが，Mayo　Clinicから

のFontan術後遠隔期215例の報告3）によれば，血清蛋

白6．3g／dl以下の低蛋白血症を伴う例が15例（7％）あ

り，その一部に蛋白漏出性胃腸症の潜在例が含まれる

と考えれぽ，本症が稀であるという認識は改める必要

があるだろう．

　Fontan手術後に本症を合併した場合の問題点とし

ては抵抗性の浮腫，腸管粘膜からのビタミンD吸収障

害（推定）による骨成長障害，リンパ球減少，低ガン

マグロブリン血症のための易感染性などがあげられ，

遠隔期の合併症として小児期患者では重要である．

　診断は浮腫，下痢，腹水などの臨床症状に加え，検

査所見としては低蛋白，低アルブミン血症が必須で，

リンパ球減少，低ガンマグロプリン血症，低カルシウ

ム血症を種々の程度に認める．正常量の蛋白摂取で，

尿路など他の経路からの蛋白漏出が無いことが証明さ

れた上で1131・PVP　test（Gordon　test）やα1一

中心静脈圧か高い
リンパ管の先天異常

胸管内圧の上昇

腸管リンパ系の浮腫

ステロイト 抑制↑
腸管からのリンパ｜生漏出

＃腸管粘膜の炎症性変化，膜透過性冗進

図3　心疾患合併の蛋白漏出性胃腸症の病態生理
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表2　Fontan手術後の蛋白漏出性胃腸症に対する副腎皮質ホルモン療法の報告例

症　　　例 発症時期 初期投与量 経　　　過

Rothman ECD．　DORV．　PS 31ヵ月後 1．5mg／kg／日 6ヵ月かけて減量
（1991） 経口　1ヵ月間 中止後30ヵ月再発なし

Rychik　　症例1 SLV 4ヵ月後 2mg／kg／日 減量とともに再発．再増量して
（1991） 静注　2週間 軽快し2度目の減量後中止

症例2 TA 4年後 2mg／kg／日
静注

報告時減量中

antitrypsin　clearanceなどの便中蛋白漏出試験を施行

して診断確定する．Gordon　testは現在検査試薬が入

手できないため，近年では簡便なα1－antitrypsin

clearanceが行われている．

　治療としてまず試みられるのが中鎖脂肪酸（MCT）

食を含む低脂肪食で，これは乳廉胸の治療と同じくリ

ンパ球の産生を少量に抑え，胸管内の圧を低下させる

ことで腸管からのリソバ性漏出を軽減しようとする治

療である．当然本症例のごとく中心静脈圧の高い心疾

患に合併した場合，中心静脈圧が低下するように原疾

患を治療することも重要で，Crupiら6）の報告では

Fontan術後に心房と肺動脈との間に静脈弁を挿入し

て肺動脈から右房への逆流を止めて蛋白漏出の軽快を

みた症例もある．また心房中隔にFenestrationを作成

し，高い右房圧を左房に逃がすことも治療選択肢の一

つに挙げられよう．そして今回試みたステロイド投与

であるが，これは現在までの報告によれぽ3例中全例

に症状の軽快が見られ，期待すべき治療方法と思われ

る（表2）．ステロイド療法の有効性の原理は，蛋白漏

出性胃腸症が腸管粘膜の炎症性病変ならびに膜の透過

性充進と強く関与していると考え，この炎症を抑制し

膜透過性を変化させるという作用機序による．Rychik

ら1°）は腸管粘膜細胞自身が未知の膜透過性を割御する

蛋白を産性しており，ステロイドの持つ蛋白同化作用

によってこの蛋白合成を促すのだという説明をしてい

る．

　＃本例におけるステロイドの効果に関して

　Rothman，　Rychikらによる報告では3例全例で低

蛋白血症は正常値にまで復し，ステロイド中止後も再

発をみていないが，我々の経験した症例では同様の1．5

mg／kg／日の大量投与によっても血中総蛋白は，4．9g／

d1程度までしか増加せず，減量と共に前値に復した．

すなわち効果が皆無ではないが報告例に比してわずか

で，用量依存性であり，しかも一過性の効果しか得ら

れなかったと考えられる．この原因として，①原疾患

の機序が異なる（中心静脈圧が高いという機械的機序

の関与の方が強い），②投与経路の問題（経口投与では

腸管粘膜の浮腫による薬剤吸収障害があった），③投与

量の問題（投与量が少量だった），④発症から治療まで

の時期（発症後長期間経過し，腸管粘膜に非可逆性の

器質的変化が生じていた）などが推定される．はじめ

に述べたように蛋白漏出性胃腸症の合併疾患が中心静

脈圧の高い疾患群であることを第1に考慮すれぽ，ス

テロイドが無効であることの原因で最も妥当なのは①

であろう．当科で経験したFontan術後症例の中心静

脈圧が平均13．8mmHg（±2．9mmHg，1SD）〔n＝53例〕

であることを考慮すると，本例の中心静脈圧は18mHg

であり高い群（＋1．5SD）に入る．すなわち中心静脈圧

が高い状態に腸管粘膜の浮腫，炎症や膜透過性元進が

様々な程度で関って本症が発症しているとすると，ス

テロイドの効果はその炎症や膜透過性の関与の程度に

よって異なり，本症例ではこのような腸管粘膜の機能

的な部分での関与が少なかったのであろう（図3）．こ

の場合治療として最も妥当なのは前述の中心静脈圧を

下げることであるが，本例で施行したような術後に残

存している軽度の末梢肺動脈狭窄に対するバルーン解

除や，術前の低酸素症のために発達した肺動脈への側

副血管とコイル閉鎖も重要な治療の一環と言えよう．

　　　　　　　　　　ま　と　め

　Fontan手術後の遠隔期に蛋白漏出性胃腸症という

合併症が起こりうることを知り，抵抗性の浮腫や低蛋

白血症に対して早期に諸検査を行い，上記の治療法を

組み合わせることが遠隔期成績の向上につながると思

われる．

　本論文の要旨は第144回および146回日本循環器学会関東

甲信越地方会にて発表した．
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Corticosteroid　Therapy　for　Protein－Losing　Enteropathy　After　Fontan　Operation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masaaki　Yoshigi　and　Kazuo　Momma

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

　　　We　experienced　a　case　with　protein・10sing　enteropathy（PLE）after　Fontan　operation．　He　had

edema，　ascites　and　short　stature．　Plasma　total　protein　was　around　3．6　g／dl　and　plasma　albumin　was

only　1．9　g／dl．　To　assure　the　effectiveness　of　the　corticosteroid　therapy　for　PLE　after　Fontan　operation，

we　administered　1．5　mg／kg　prednisolone　for　l　month　orally　and　tapered　according　to　the　reported

cases．　Under　the　max　dose　of　prednisolone，　the　total　protein　gradually　increased　up　to　4．9　g／dl　with　an

increase　of　albumin　up　to　2．5　g／dl．　However，　tapering　the　dose　of　prednisolone，　the　total　protein　level

returmed　to　the　level　before　the　therapy．　Limited　reaction　of　the　corticosteroid　administration

suggested　that　the　cause　of　PLE　after　Fontan　operation　is　not　etiologically　single．

Presented by Medical*Online


	0681
	0682
	0683
	0684
	0685



