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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　今回我々は出生時に心臓の大きさがいわゆるwall　to　wallとなるような著明な心拡大を伴った重症

Ebstein奇形を3例経験した．3例とも肺容積の減少と高度の換気不全を認め，1例は三尖弁のパッチ閉

鎖を含む手術により心拡大の軽減を計っているが，結果的には全例死亡した．このような心拡大の著明

な症例は必ず肺の低形成を伴うため救命は不可能という考え方もある．我々の経験した3例中最重症例

と考えられる1例で肺病理組織標本が得られたが，無気肺部に混ざって肺胞の形成がすすんでいる箇所

が認められた．この症例では肺胞が形成された後に心拡大の進行により大半の肺組織が挫滅した可能性

が示唆された．Ebstein奇形では胎児エコーで次第に心拡大が増強する現象が認められており，肺の圧迫

が進行する時期によっては肺の低形成は必ずしも合併しないものと考えられた．このような重症例にお

ける治療方針について検討をおこなった．

　　　　　　　　　　緒　　言

　生直後より重篤な心不全，呼吸不全の症状を呈する

重症のEbstein奇形の治療方針については多くの議論

がなされているが，いまだに暗中模索の状態であり，

悲観的な見解も多い1）～4）．今回我々の施設で出生時に

心臓の大きがいわゆるwall　to　wallとなるような著明

な心拡大を伴った重症Bbstein奇形を3例経験し，い

ずれも救命し得なかったが，その救命の可能性につい

て考察し，治療方針について検討したので報告する．

　症例1

　症例：生後0日，女児．

　現病歴：在胎38週2，540gにて自然分娩で出生した．

生直後よりチアノーゼが持続するためまもなく近医小

児科に紹介となったが，同部の胸部レ線にて強度の心

拡大を認め，先天性心疾患疑いとして同日当科を紹介

され入院した．

別刷請求先：（〒980）仙台市青葉区星陵1－1

　　　　　東北大学医学部付属病院小児科医局

　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　高志

　入院時現症：著明なチアノーゼと多呼吸，陥没呼吸

を認めた．全身浮腫あり，肝を1．5横指触知した．また

レバイン3度の収縮期雑音を胸骨正縁第3～4肋間に

聴取した．

　入院時胸部レ線所見：CTR　94％肺含気の低下と肺

血流量の減少を認めた（図1）．

　入院時心エコー所見：右心系の著明な拡大あり．三

尖弁中隔尖の付着異常と大きな前尖を認めEbstein奇

形と診断した．著明な三尖弁逆流を認め右室から肺動

脈への順行性の血流は無く，肺血流は動脈管から供給

されていた．心房間交通は良好であった．

　入院後の経過：当科入院後直ちに気管内挿管を行

い，呼吸管理を行った．肺血管抵抗の減弱と動脈管の

開存を目的にプロスタグランジンEl　10ng／kg／min持

続静注を行った．乏尿，血圧低下を防ぐためにFFP，

アルブミン等で容量負荷をかけると，利尿は得られる

が，肺圧排を増強するためか呼吸条件の悪化をきたし

た．乏尿，水分貯留傾向，呼吸条件は次第に悪化の一

途をたどり，生後7日目，発作性上室性頻拍症（以下

Presented by Medical*Online



376　（38） 日小循誌　10（3），1994

図1　症例1の胸部レ線写真．
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図3　症例2の胸部レ線写真
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図2　症例1の経過表

PSVTと略す）をきたし，　Digoxin静注にてPSVTは

おさまったが，心不全増強し，急な血圧低下により死

亡した（図2）．

　症例2

　症例：生後0日，男児．

　病歴：在胎39週3，234gにて，自然分娩で出生した．

生後まもなくチアノーゼと呼吸不全を認め，気管内挿

管施行．胸部レ線にて強度の心拡大を認め，先天性心

疾患の疑いにて同口当科に紹介され入院した．

　入院時現症：著明なチアノーゼを認めた．全身浮腫

あり，肝を2横指触知した．またレバイン2～3度の

収縮期雑音をエルブの領域に聴取した．

　入院時胸部レ線所見：CTR　91％肺含気の低下と肺

血流量の減少を認めた（図3）．

　入院時心エコー所見：症例1とほぼ同様の所見で，

肺動脈への順行性の血流は認めなかった．

　入院後の経過：当科入院後まもなくリボPGE、5

ng／kg／min持続静注開始した．生後1日，排尿がみら

れるとともに血圧低下傾向あり，容量負荷をかけるこ

とにより血圧を維持していた．生後2日目になり，血

圧低下は容量負荷でも改善しなくなり緊急手術となっ

た．

　手術所見：胸骨正中切開で心臓に達したところ，多

量の心嚢液の貯留を認めた．体外循環下に右房切開を

行い三尖弁を観察したところ，中隔尖の心尖部側への

異常付着と前尖の著明な異形成を認めた．手術はStar－

nes等の術式に準じて行った．初めに三尖弁孔を牛心

膜で閉鎖し，卵円孔を拡大した．また著明に拡大した

右房壁を広範囲に切除した．次に，大動脈肺動脈間に

径4mmのVita－graftを用いてシャント術を行った．

また術中，肺動脈弁性狭窄を認めたため肺動脈弁切開

術を行った．

　人工心肺からの離脱は比較的容易であったが，次第

に血圧低下をおこし．ICU搬送後まもなく死亡した．

　症例3

　症例：生後0日，男児．

　現病歴：在胎33週，出生体重2，002g，双胎第2子．

胎児エコーにて胎内での強度の心拡大を認め，双胎間

輸血症候群が疑われ，某院にて帝王切開が施行された．

出生後酸素投与にても全身チアノーゼは全く改善せ
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図6　症例3の肺病理所見

図4　症例3の胸部レ線写真
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図7　症例3の肺小動脈病理所見

図5　症例3の肉眼的病理所見

ず，気管内挿管が施行され，心エコーにてEbstein奇形

の診断で同日当科に入院した．

　入院時現症：著明なチアノーゼを呈し，全身浮腫著

明で，肝を1．5横指触知した．またレバイン3度の収縮

期雑音を胸骨左縁第3～4肋間に聴取した．

　入院時胸部レ線所見：CTR　90％肺含気の低下と肺

血流量の減少を認めた（図4）．

　入院時心エコー所見：症例1とほぼ同様の所見で肺

動脈への順行性の血流は認めなかった．

　入院後の経過：代謝性アシドーシスが著明であり，

メイロン⑧の持続投与を要した．HFOによる換気を行

い炭酸ガス貯留はまぬがれたが，血圧低下が著明であ

り，乏尿やアシドーシスの進行をくいとめることがで

きなかった．まもなく発生したPSVTは気管内吸引で

おさまったが，生後1日目血圧低下にて死亡した．

　剖検所見：著明な右室右房の拡大あり，肺はきわめ

て含気不良であり大半は無気肺様になっていた（図

5）．しかし比較的含気のある部位の病理組織標本では

肺胞がある程度形成されている箇所を認めた（図6）．

また，肺小動脈の中膜肥厚を認めた（図7）．

　　　　　　　　　　考　　案

　出生時より高度心拡大を認め，人工換気を要するよ

うな重症Ebstein病の自然予後はきわめて不良であ

る2））一一4｝．三尖弁逆流が高度な場合，右室は十分な圧力を

出すことができず，心不全，心拡大も著明となり心臓

が胸腔内いっぱいに拡がるため肺容積の極端な減少を

まねく．すでに胎内においてこのような悪条件にさら

されてきた肺は，出生後においても高い肺血管抵抗を

有している．したがって，著明な肺高血圧のため，圧

の低い右室からは順行性の肺血流を送れず．いわゆる

機能的肺動脈閉鎖の状態になる．これに対し内科的治

療法としては，まずプロスタグランジン製剤の投与に

より動脈管を開存させ肺血流を確保することが考えら

れるが，プロスタグランジン製剤の肺血管抵抗減弱作

用も期待される．また，このような症例では強い三尖

弁逆流があるためカテコールアミンは逆効果となる可
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能性もあり，ある程度の血圧を維持するためには容量

負荷をかけてやる必要がでてくる．しかしながら，容

量負荷をかけると，心拡大増強傾向に拍車をかけるこ

とになり，肺にとって悪条件は増強するため，悪循環

に陥るのみである．症例1ではこのような悪循環およ

び，PSVTの併発により管理は難i渋し結局生後7日目

に失った．症例2では前回の経験もあり，生後2日目

にStarns等の手術にふみきった．　Starns等は，1）確

実に肺血流を得るルートを確保すること．2）心拡大を

軽減させること．3）三尖弁逆流を止めること．4）将

来根治手術ができるようにすること．を目標とし，三

尖弁パッチ閉鎖術．心房中隔欠損拡大術．右房縫縮術．

大動脈肺動脈短絡術を生後1～9日（平均5日）の

Ebstein奇形患児に行った．その結果，機能的肺動脈閉

鎖を伴うような重症Ebstein奇形患児（心胸郭比平均

83．2％）を5例救命している．今回の症例2では，死

因は明確ではなかったが，少なくとも心胸郭比に関し

てはStarnsの救命例より高度な傾向がある．はたして

このような症例も救命は可能であろうか．

　一般的に胎内からの高度心拡大例では肺の低形成を

伴うため，どのようにしても救命は不可能という考え

方もある．ここで肺低形成の問題について考察したい．

新生児の分野においてHFO，　ECMO等の発達してき

た現在，重症RDS等の救命率は高くなり，肺低形成だ

けが救命困難な疾患としてとりのこされてきたともい

われている5）．しかしながら，はたしてEbstein奇形に

おける肺の低形成は，新生児肺低形成疾患として代表

的な羊水過少症や，横隔膜ヘルニアによるものと同様

のものであろうか．この事についてあまり詳細に検討

した報告が無い．したがって，あくまで推論となるが

Wigglesworth等が一般的な肺低形成を伴った胎児，

新生児について検討した結果によると，外部からの圧

迫による肺容積の減少だけの場合，羊水過少の伴う症

例とは異なり，病理学的には肺成熟はある程度進んで

いるという6）．さらには，Ebstein奇形の場合，横隔膜

ヘルニアと比べれば，外部からの圧迫が胎内で比較的

遅い時期に次第に進行してくると推測され，その病理

像も異なっていることが予想される．Gurleen等は在

胎19週には三尖弁逆流，心拡大を認めていなかった症

例が23週で強い逆流を認めるようになり，27週には胎

児水腫で死亡した症例を報告している2）．

　Lisa等は胎内死亡した重症三尖弁逆流症例19例の

うち10例は肺重量が予想体重の半分以下であったと報

告している3）．今回の症例3では，肺体重量比が0．013

日本小児循環器学会雑誌　第10巻　第3号

と，いわゆるWigglesworth等の肺低形成の基準（28

週未満では0．015以下，28週以降では0．012以下7）予想

肺重量の半分以下にだいだい相当する）と照らし合わ

せると，ほぼ境界線上にある．RAC（radial　alveolar

count）等の肺組織の定量的な検討については，今回は

残念ながら標本の固定法が悪く，不可能であった．肺

胞の低形成をみるためには少なくともReid等の方

法9）のようにホルマリンを一定の静水圧で気管内に流

し込み，肺胞を拡張させて固定するような方法が必要

と思われる．しかしながら本症例の病理標本において

無気肺部分に混ざって，一部には成熟した肺胞の像を

認めたことは興味深い．この症例においては胎内で心

拡大が増強してきた時期が比較的遅く，主に肺胞形成

期（24週以降といわれている’°））以降に肺が悪条件にさ

らされはじめ，肺胞の形成がある程度完成していなが

ら物理的な圧迫により大部分が無気肺様になったこと

も推論される．いずれにせよ一般新生児の分野で救命

困難といわれる肺低形成とは質的に異なっている印象

であった．

　胎内死亡するような最重症例はさておき，われわれ

がここで報告したような重症度の症例を救命すること

が今後の課題と考えられるが，最後に救命にあたって

の問題点をまとめると，上述した類の手術はこのよう

な重症例に有効な治療法と考えられるが，1）手術によ

りスペースを確保しても，肺低形成があれば，術後必

ずしも肺が拡張し機能してくれるとは限らない5）．2）

術前術後の安定した呼吸管理が必要である．3）生後長

期にわたり，肺血管抵抗の高い時期をのりこえなけれ

ばならない．といったことが考えられる．これらの問

題点に対して，1）については先に述べたようにもし

Ebstein奇形症例で比較的肺胞の成熟例が多いとすれ

ば，スペースさえ確保してやればこのような肺が機能

するようになる可能性は十分あると思われる．2）につ

いては症例3における経験からHFOによる換気が効

果的であると思われた．一般的な肺低形成患児に対し

ても，HFOによりCO、がコントロールできたとの報

告がある5）．また3）は最も困難な問題であろうが，筋弛

緩剤と組み合わせたHyperventilation，十分な鎮静，

水分制限，血管拡張剤の投与，またはHFOやECMO

の使用により対処すべきであろう．

　今回は残念ながら手術例も亡くしてしまったが，今

後も方針としては同様の重症例に対しては積極的に手

術を行い救命を目指したいと考える．また剖検例があ

れば，肺組織の定量的な分析もおこないたい．
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Takashi　Tanaka，　Takaaki　Kan，　Miho　Yamada，　Hideo　Ouchi，　Hideyuki　Kakizawa，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yuuji　Murata　and　Kiyoshi　Haneda

　　　　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Tohoku　University　of　Medicine

　　　　We　experienced　three　patients　with　Ebstein’s　anomaly　along　with　remarkable　cardiomegaly

at　birth．　All　three　patients　had　decreased　lung　volume　and　respiratory　failure．　One　of　them

underwent　surgical　repair　of　the　tricuspid　valve　by　the　patch　closure　technique，　but　finally　all

expired．　It　has　been　said　that　patients　with　remarkable　cardiomegaly　always　present　lung

hypoplasia，　and　are　impossible　to　treat．　In　one　patient，　the　most　severe　case，　we　observed　a

necropsy，　and　the　histology　presented　atelectasis　and　mature　alveoli　patterns．　So　we　supposed

that　the　alveolar　maturation　had　been　already　established　and　the　lung　was　gradualy　compressed

by　the　heart．　Cardiomegry　appears　late　in　the　fetus　in　Ebstein’s　anomaly．　So　even　in　severe　cases，

lung　hypoplasia　does　not　always　occur　even　though　we　recognize　it　as　a　diaphragmatic　hernia．

In　that　sense，　we　think　Ebstein’s　anomaly　with　remarkable　cardiomegaly　is　not　always　incurable．
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