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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Goldenhar症候群はときに心奇形を合併することが知られている．今回われわれは本症候群に合併し

た先天性心疾患の2根治術症例を経験したので報告する．

　症例1は7歳男児，肺動脈狭窄を伴う両大血管右室起始症（DORV・PS），症例2は8歳男児，大血管

転位症III型（TGA　III型），ともに顔面を中心とした種々の奇形がみられ，　Goldenhar症候群に合併した

先天性心疾患と診断され，開心根治術が施行された．術後の経過は良好であった．特に症例1では，気

管狭窄を合併した稀な例で，術中術後管理に際して気管内チューブが狭窄部を越えないように注意した．

　本症候群の開心術に際しては，心以外の奇形に対しても十分な術前検索を行い，麻酔，術後管理に細

心の注意を払うことにより，良好な結果が得られるものと考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　Goldenhar症候群は第一，第二鯉弓形態異常に基づ

いて発生し，顔面を中心とした種々の奇形を合併する．

今回われわれは本症候群に合併した先天性心疾患を2

例経験したので報告する．

　症例1：7歳，男児．

　主訴：心雑音．

　現病歴：出生時より心雑音を指摘され，生後2ヵ月

時に当院を受診した．心エコー検査，心カテーテル検

査にて肺動脈狭窄を伴う両大血管右室起始症
（DORV・PS）と診断されていた．2歳時，進行する低

酸素血症に対して左Blalock－Taussig（B・T）シャント

が施行された．以降，外来にて経過観察を受けていた

が，今回，根治手術目的にて入院した．また，外来観

察中，左小耳症，左外耳道閉鎖，左顔面低形成，軽度

の小顎症等，顔面を中心とした外表奇形と，気管狭窄，

頭蓋頭頂骨欠損を指摘されていた．

　入院時現症：身長116cm，体重17．9kg，顔面・口唇・
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爪床にチアノーゼがみられ，また，左小耳症，顔面低

形成，小顎症等の外表奇形が認められた（図1上）．呼

吸音は肺胞音で明らかな左右差はなかった．心雑音ぱ，

胸骨左縁第3肋間にLevine　3／6の収縮期雑音が聴取

された．

　入院時血液検査所見：RBC　629×104／mm3，　WBC

7，400／mm3，　Hb　18．5g／dl，　Ht　53．7％と多血症がみら

れた．その他，肝機能，腎機能等に異常は認められな

かった．

　入院時胸部X線写真及び心電図：胸部X線写真で

は心胸郭比53％と軽度心拡大が見られ，肺血管影の減

少が認められた．また，心電図では正常洞調律，心拍

数100回／分，電気軸＋140°で，右軸偏位と右室肥大がみ

られた．

　頭部単純X線写真では頭頂骨欠損が（図1下左），胸

部断層X線写真では気管狭窄が（図1下右）認められ

た．

　心臓カテーテル検査：

　術前の心臓カテーテル検査では圧較差74mmHgの

右室漏斗部狭窄がみられ，両心室はほぼ等圧であった．

　左室および右室造影所見では，高度の右室漏斗部狭

Presented by Medical*Online



日小循誌　9（3），1993 503－（113）

顔面正面写真

頭部単純X線写真

側面写真

玉一・1纏罐・哨

　胸部断層X線写真

図1　合併奇形．上段：外表奇形（左小耳症，左顔面

　低形性，小顎症）．下段：頭蓋骨欠損および気管狭窄．

LVG

RVG

図2　症例1．左室造影（上段）および右室造影（下
　段）

大動脈弁

図3　症例1．手術所見

DORV・PS
心内導管作成，右室流出路拡大を行った．
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窄が見られ，大動脈の弁［の騎乗は90％以上であった

（図2）．

　以上の所見から，Goldenhar症候群に合併した肺動

脈狭窄を伴う両大血管右室起始症と診断され，平成2

年11月15日，根治手術が行われた．

　尚，気管狭窄については，現在まで特に症状は無く，

今回は放置することとし，術中及び，術後管理に際し

て，気管内チューブが狭窄部を越えないように注意し

た．

　手術所見：体外循環下に右室流出路を縦切開し，異

常発達した筋束を切断したところ，心室中隔欠損

（VSD）は径22mmの大動脈弁下型で，大動脈の心室中

隔への騎乗は90％以上であった．尚，肺動脈弁口は十

分な大きさで同弁はそのまま温存することとした．

VSDと大動脈弁口とを覆う様に，大きめのダクロン

パッチを縫着した．また，流出路には自己心膜で楕円

形にトリミソグしたDeBakey人工血管を縫着し，右

室流出路拡大を行った（図3）．

　体外循環からの離脱は容易であった．気管狭窄の影

響はみられず，術翌日抜管可能であった．その後の経

過も良好で術後39日目に退院した．

　症例2：8歳，男児．

　主訴：チアノーゼ．

　家族歴：特記すべき事なし．

　現病歴：出生時よりチアノーゼがみられ，心臓力
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テーテル検査の結果，大血管転位症III型（TGA　III型）

と診断されていた．進行するチアノーゼに対して，1

歳時と4歳時にそれぞれ左，右B－Tシャントが行われ

た．最近，チアノーゼが増強し，根治手術目的にて入

院した．また，経過中，外表奇形として，左耳介低形

成，外耳道狭窄，小顎症，小頭症を指摘されていた．

　入院時現症：身長101cm，体重12．7kg，顔面・口唇・

爪床には著明なチアノーゼがみられ，ばち状指を呈し

ていた．顔面奇形として，左耳介低形成，小顎症，小

頭症等が認められた．尚，呼吸音は肺胞音で左右差な

し．心雑音は胸骨左縁第4肋間にLevine　3／6の収縮期

雑音が聴取された．

　入院時血液検査所見：RBC　825×104／mm3，　WBC

　表1　症例2
心臓カテーテル検査（Hl．7．17）

Pressure 酸素飽和度

mmHg ％

SVC （8） 57

IVC （8） 57

RA 9／5（7） 61

RVin 93／1（46） 66

apex 95／4（46） 61

PA
LA 10／2（7） 85

LV 101／4（49） 85

Ao 88／48（69） 7工
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RVG正面　　　　　　　　　　　LVG（RAO30°）正面
　　　　図4　症例2．左室造影（左）および右室造影（右）
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12，000／mm3，　Hb　16．6g／dl，　Ht　55．7％と多血症がみ

られた，肝機能，腎機能には特に異常は認められなかっ

た．

　胸部X線検査及び心電図検査：胸部X線検査では

心胸郭比53％と心拡大を認め，肺血管影は著明に減少

していた．心電図検査では，心拍数83回／分，電気軸一

80°で，左軸偏位と左室肥大が認められた，

　心臓カテーテル検査：右室圧は高値を示し，両心室

はほぼ等圧であった（表1）．血管造影では，大動脈は

右室より起始し，肺動脈は大動脈の右後方で，左室よ

り起始しており，弁狭窄は高度であった（図4）．尚，

術前心エコー検査では，VSDを横切るように乳頭筋あ

るいは，弁状の介在物が見られ，副弁が疑われた．

　以上の所見より，Goldenhar症候群に合併した

TGA　III型と診断され，平成3年1月31日，根治手術

が施行された．

　手術所見：並列心耳の形態異常を呈していた．体外

循環下に，右房及び右室切開にて心臓内を検したとこ

ろ，VSDは大動脈弁下型で，三尖弁前尖の間よりVSD

を横切る様に弁組織が介在していた．この副弁と考え

られる組織を切除する事により三尖弁機能には全く問

題なく心内導管の作成が可能となった．肺動脈を本幹

で離断した後，あらかじめブタ心膜一弁付きパッチ

（Monocusp　ventricular　outflow　patch：MVOP）と
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　　　　　　　　　　　　図5　症例2．手術所見
ASD：心房中隔欠損，　internal　conduit：心内導管，　external　conduit：心外導管，　BT：

Blalock－Taussig，　PA：肺動脈，　A。：大動脈，　RA　tomy：右房切開，　RV　tomy：右

室切開
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Xenomedicaで作成しておいた内径18mmの1弁付き

心膜ロールを縫着した（図5）．

　体外循環からの離脱は容易であった．術後経過は良

好で術後60日目に軽快退院した．現在，症例1，症例

2共に元気に通学中である．

　　　　　　　　　　考　　察

　Goldenhar症候群は，　Von　Arlt1）（1845年）が最初

に報告し，Goldenhar2）（1952年）が独立疾患としてま

とめた症候群であり，現在までに本邦では100例余りの

報告があるにすぎない3）．本症候群は病因論的に，第

1，第2鯉弓の形態異常に基づいて発生し（図6），眼，

耳，顔面，脊椎の複合奇形と考えられ，胎生期の血行

障害などが推測されている．しかし，不明な点も多く，

一元的に説明ができず，今後の問題となっている．ま

た，類似疾患として，Treacher－Collins症候群4）が知ら

れており，左右対称性や遺伝面から，その異同につい

て論ずる文献5）6｝も見られるが，移行型も多く，意見の

一致を見ておらず，現時点においては，第1，第2鯉

弓異常に基づく1つの概念としてとらえた方が分かり

易い様である7）．本来，Goldenharが新症候群として記

載した原著2）には眼球上類皮腫をその特徴として記載

しているが，われわれの経験した2症例では眼球異常

を欠き，不全型と考えられた，

　同症候群は，眼，耳，顔面，脊椎以外にも心奇形，

肺の形成異常など，多くの奇形を合併する事が知られ

ている4）．心奇形合併率は14～47％とされ4｝，心室中隔

欠損症，動脈管開存症，ファロー四徴症が多いが，大

動脈縮窄症，大血管転位症，右心症，心房中隔欠損症，

部分肺静脈還流異常症などの報告8）もある．われわれ
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の症例では，症例1が肺動脈狭窄を伴う両大血管右室

起始症，症例2が大血管転位症III型と，いずれもまれ

な合併心奇形であった．

　本症候群の生命予後は正常人と変わらない9）とさ

れ，合併奇形の重症度により左右される．Goldenhar

症候群においては，心血管系奇形が生存率にもっとも

大きな影響を与え，かつ適切な治療により延命が可能

であると考えられ，積極的な治療が望まれている．

　Goldenhar症候群と診断された患者の手術に際し

ては，下顎の低形成（小顎症），片側顔面の形成不全に

よる左右非対称および頸椎奇形などの解剖学的原因に

より気道確保が困難な場合もあり，術前に気道系の詳

細な情報を得る事が重要であるとされている9）．また，

まれに，肺低形成，腎奇形，知能低下などを合併して

いる事が有り4）11），このため，術前から十分な病態の把

握と検討を行い，術中術後管理に配慮する必要がある

と思われた．とくに，われわれの経験した症例1にお

いては気管狭窄を合併していた．肺の低形成を合併し

たと言う文献は散見されるが11）12），発生学的には同じ

とされる気管の奇形を認めたと言う文献は調べえた範

囲では見当たらず，われわれの症例がはじめてと考え

られた．気管狭窄も術前に診断がつき，術中及び術後

管理に際して，気管内チューブが狭窄部を越えないよ

うに注意し，良好な結果を得る事ができた．

　　　　　　　　　　結　　語

　Goldenhar症候群に合併した先天性心疾患を2例

経験し，良好な結果を得た．同症候群は，第1，第2

鯉弓の形態形成異常の他にも，心，肺等の種々の臓器

に及ぶ合併奇形が知られており，術前から十分な検討
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を加える必要があると思われた．とくに，今回の症例

では，気管狭窄の合併がみられたが注意深い管理によ

り経過は良好であった．

　本論文の要旨は第34回日本胸部外科学会関西地方会（高

知）において報告した．
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Congenital　Heart　Disease　in　Goldenhar’s　Syndrome－Two　Treated　Cases一

Masahisa　Uematsu，　Masahiro　Yamaguchi，　Hidetaka　Ohashi，　Masanao　lmai，

　　　　　　　　　Yoshihiro　Oshima　and　Naoki　Yoshimura

　Department　of　Cardio・Thoracic　Surgery，　Kobe　Children’s　Hospital，　Kobe，Japan

　　Goldenhar’s　syndrome　is　recognized　as　oculoauricular　dysplasia．　This　syndrome，　however，　is

often　associated　with　heart　anomalies．　Open　heart　surgery　was　successfully　performed　in　two　patients

with　this　syndrome，　a　7－year－old　boy　with　double　outlet　right　ventricle　and　pulmonary　stenosis

（DORV・PS）（Case　1）and　8・yearっld　boy　with　complete　transposition　of　the　great　arteries　III（TGAIII）

（Case　2）．　Both　patients　had　various　anomalies　around　face．　Especially，　the　association　of　tracheal

stenosis　as　seen　in　the　first　case　was　rare．

　　On　open　heart　surgery　with　Goldenhar’s　syndrome，　preoperative　examination　for　various

anomalies　and　careful　management　of　the　patient　are　mandatory．
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