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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　我々は，乳び胸と突然の呼吸停止を来したNoonan症候群の一男児例を経験したので報告する．症例

は14歳男児で，翼状頸，低身長，漏斗胸などを認め，Noonan症候群と診断されていた．心奇形は3歳時

に施行された心臓カテーテル検査で，シャント量が少ない膜様部心室中隔欠損と診断された．乳児期よ

り胸部レ線にて肺野に網状陰影を認めていたが，12歳時より原因不明の乳び胸が出現し，14歳時に胸水

貯留による呼吸困難を来したため，持続ドレナージを施行した．しかし症状の改善は見られず，胸膜剥

皮術を施行して胸水は消失した．その術後3カ月目に朝より哩声が出現し，同日深夜に呼吸停止を来し

た．すぐき父親が蘇生させ，当院に緊急入院した．入院時意識消失しており，すぐに気管内挿管を施行

し，人工呼吸管理によって短時間で劇的な改善を示した．入院時の胸部レ線では，両肺野は強い雲状陰

影を示していた．本症例のエピソードは，Noonan症候群に胸部リンパ管異常を合併したことに由来する

ものと考えられた．

　　　　　　　　　症　　例

　患者：14歳男児．

　主訴：呼吸困難．

　家族歴：特記すべき事なし．

　既往歴：5歳時，停留睾丸手術施行．

　現病歴：3カ月健診で心雑音を指摘され，当院にて

心室中隔欠損と診断され，3歳時に心臓カテーテル検

査を施行し，左右シャント率は23％で経過観察となっ

ていた（表1）．身体所見としては，12歳頃より翼状頸，

低身長，溜斗胸，耳介変形，両眼離開を認め，染色体

検査では46XYのため，　Noonan症候群と診断された．

乳児期より胸部レ線にて，網状陰影を指摘されていた

が，無症状にて経過観察していた（図1）．12歳頃より

原因不明の胸水貯留を認めるようになり，穿刺にて乳

白色液520mlが採取され組成より乳び液と判明した．

以後は軽快していたが14歳時には，胸水貯留が著明と

表1　心臓カテーテル検査（3歳時）

　　　左右シャント率23％
　　　肺体血流比　　　1．3

部　　位 圧（mmHg）伴均） 酸素飽和度（％）

上大静脈 （4） 77

下大静脈 （4） 79

右心房（中） a＝6，v＝5（4） 75

右室流出路 32／EDP4 77

右室流入路 50／EDP4 74

主肺動脈 18／10（13） 79

左肺動脈 20／12（14） 78

左肺動脈模入圧 （9）

大動脈 110／55（70） 95

別刷請求先：（〒236）神奈川県横浜市金沢区福浦3

　　　　　－9
　　　　　横浜市立大学医学部小児科　小林　博英

なり呼吸困難を来すようになった．この時の胸部レ線

を図2に示す．そこで1カ月間の持続ドレナージを施

行したが，ドレーン挿入時に胸膜が硬く，排出液も多

く見られず著明な改善は得られなかった．胸部CTに
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図1　乳児期の胸部レントゲン写真．両肺野に網状陰

　影を認めている．

轟
雀影

図3　腹膜剥皮術後の胸部レントゲン写真．r術に

　よって左胸水は消失している．

図2　14歳時の左仰1臥位胸部レントゲン写真．左胸水

　を著明に認め，左肺の空気含量は少ないと思われる．

て胸膜癒着と膿瘍壁の形成が見られた．なおも呼吸困

難が持続するため，肺拡張障害が考えられたので左第

5肋間後側方切開にて胸膜剥皮術を施行した．手術所

見では膿瘍壁が形成されており，これを一塊で切除し

た．術後経過良好で呼吸困難も消失し，退院となった．

胸水は消失していたが（図3），声は高調に変わってい

た．術後3カ月目に，朝より発熱のない咽頭痛とロ夏声

を認めた．同日の深夜にトイレに立ったところ，突然

に呼吸停止を生じた．父親がすぐにllから息を吹き込

んだところ，何かが抜けるような感じがあった後に息

が入るようになり，当院に緊急入院となった．

　入院時現症

　身長：136cm（－2．5SD），体重：25．6kg，「血圧：10（）／

60mmHg，脈拍：150／分（整），呼吸数：35／分，微弱，

瞳孔：正円同大，左右差なし．対光反射：IE常，肺：

両肺野に著：明な湿性ラ音を聴取する．心：胸骨左縁第

4肋間を中心に，Levine　2度の汎収縮期雑音を聴取す

る．肝脾腎を触知せず．浮腫認めず．身体所見：翼状

頸，左胸郭の陥没，漏斗胸，耳介変形，両眼離開を認

めた．

　人院時検査所見

　動脈血ガス分析では，pH　7．17，　pO，44mmHg，　pCO，

61mmHg，　BE－6．6と著明な呼吸性及び代謝性アシドー

シスを認めた．末梢血検査にて，白⊥flL球数は15，300／

mm3で軽度増加していたが核の左方移動はなく，CRP

はO．1と陰性であった．生化学検査では肝機能，腎機能

とも異常なく，尿検査も正常であった．胸部レ線では，

心胸郭比が47％で両肺野全体にびまん性の雲状陰影を

認めていた（図4）．心電図では，正常洞調律，心拍数

150／分で正常範囲であった（図5）．

　人院後経過

　直ちに気管内挿管を施行し，人工呼吸管理を行った．
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図4　呼吸停止後，入院時の胸部レントゲン写真．両

　肺野全体にびまん性の雲状陰影を認めた．心胸郭比

　は47％であった．
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図6　現在の胸部レントゲン写真IE面像．左胸水を少

　吊：認めているが，呼吸困難の訴えはない．
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図5　入院時心電1叉L　IE常洞調律でありQRS電気軸

　がL）10度である以外は異常を認めない．

1｛IL液ガス分析では，挿管’時間後に吸人酸素濃度80％

の条件トで，pH　7．35，　pO2355mlnllg，　pCO234

mmllg，　BE－0．2と急速に改善し，胸部レ線ヒでも著明

な雲状陰影は，入院3日目にはほぼ消失した．入院5

日目に技管し，以後も呼吸状態は良好で哩声も消失し

た．そして入院17日目に耳鼻咽喉科にて，声帯機能が

正常で，反回神経麻痺がないことを確認した後に退院

となった．以後外来にて経過観察中であるが，再び軽

度の胸水を認めている他は経過良好である（図6）．以

後の血液検査でCRPヒ昇，白血球増加傾向は見られ

なかった．ウイルス感染の関与が考えられたが，有意

な抗体価のヒ昇も認めなかった．さらに血清IgE値も

正常値であり，喘息などアレルギーの関与も否定的で

あった．心エコー一ヒでの左室駆出率は80％と良好で，

心不全は否定的だった．回復後にリンパシンチを施行

したが，異常集積像は認めなかった．呼吸機能検査で

は，長期間の胸水貯留によると思われる，パーセント

肺活t｝／t45％，一秒率91％の拘束性障害を認めた．退院

後にIQテストを施行したが85であった．

　　　　　　　　　　考　　察

　1963年NoOIlal1は，肺動脈狭窄を伴う先天性心疾患

及び低身長，両眼離開，軽度の精神発達遅延を伴う9

症例を報告したu．一部の症例は眼瞼不垂，停留睾丸，

骨格異常を伴っており，3例は女性症例であった．体

表所見はTur1〕er症候群に類似しているが，45×0の

染色体異常を伴わないため新たに，No（man症候群と

してTurller症候1洋とは区別した．　Melldezら2）は121

症例のNoonan症候群について検討し，頻度の高い外

表奇形として眼症状（95％），翼状頸（94％），生殖器

症状（69％），低身長（53％），胸郭異常（53％），耳症

状（44％）などを挙げている（表2）．先天性心疾患に

ついては肺動脈狭窄を合併する頻度が高いが，心房中

隔欠損，心室中隔欠損，心内膜床欠損など多様な心奇

形の合併が報告されている．本症例で認められた心室

中隔欠損の合併頻度は，9．2％と報告されている3）．染

色体異常についてはIE常例が多いが，中には47XYY，

47XXYやモザイク，転座例があるとされている．

NToonan症候群では，精神発達遅延は存在しても重度

であることは少なく，社会適応は概して良いとされて

いる．また常染色体優性遺伝症例も報告されている4）．

本症例では，低身長，翼状頸，漏斗胸，外反肘，耳介

変形，両眼離開，停留睾丸が認められ，先天性心疾患
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表2　Noonan症候群に合併する頻度の高い外表奇形

　（Melldezら）高頻度のll頂に列挙する

1）眼症状（95％）

　◆眼瞼ド垂，両眼離開，内眼角贅皮，斜視，眼球突出，近

　視，眼振
2）翼状頚（94％）

3）生殖器症状（69％）

　◆小睾丸，停留睾丸

4）低身長（53％）

5）　彫り享1～異常（53％）

　◆扁平胸，楯状胸，漏斗胸，鳩胸

6）外反肘（47％）

7）耳症状（44％）

　◆耳介低位，耳介変形

8）高口蓋（34％）

9）　乍｝’格異常（28％）

　◆脊柱後蛮，側蛮，翼状肩甲，二分脊椎，脊椎異常，頚肋

10）表皮異常（27％）

　◆リンパ浮腫，母斑，巻毛，爪異栄養症

Il）四肢異常（25％）

　◆外反膝，長指または短指，合指症，屈指症，短腕短足

12）精神発達遅延（24％）

13）　ノ」、顎症じ（2296）

14）陰茎異常（22％）

　◆尿道下裂，サイズの大小
15）　］」ナ4ド齢遅延（2｛｝（％）

16）その他

　◆大頭，非対称な頭，小さく間のあいた乳頭，歯牙奇形，

　腎奇形，てんかん，f：1脾，「］蓋裂

では心室中隔欠損を合併した．染色体は46XYで，　IQ85

でありNo（mal1症候群の特徴を満たしていると思わ

れる．またNoraら5）は，　NoOnan症候群の発生頻度を

出生数1，000から2，500に対して1例としており，この

うち合併奇形が少数のみの症例が1／100，また合併奇形

が多い症例は1／1，00〔｝と試算している．これによれば

Noonan症候群の発生頻度はかなり高く，奇形の程度

が非常に軽い症例については見逃されていることも考

えられる．

　またNoonan症候群の一部には，リンパ管異常の合

併例がLanningら6）によって報告されている．

No（mal1症候群5症例のリンパ管造影で，皮下の表在

リンパ系の逆流と深部リンパ管の低形成を認めている

が，これらの症例に，リンパ浮腫，呼吸器症状，腸管

の吸収障害などのリンパ系による臨床症状は認めてい

ない．Smithら7）は，8歳のNoOnan症候群患児に広範

なリンパ系異常を認め，この中でリンパ球機能の異常

を認めたと述べている．Baltaxeら8）は，　No〔man症候

群患児でpulm（mary　lymphangiectasiaをリンパ管造

日本小児循環器学会雑誌　第ll巻　第6号

影で示した2症例を報告した．この2症例とも，胸部

レ線上で明らかな網状陰影を認めたとされている．一

方特発性乳び胸が，Noonan症候群男児に見られたと

する報告も見られる9）．生下時より呼吸障害を来す

pulmonary　Iymphangiectasiaの合併例では，数週間

の経過で死亡する症例が多いと報告されている川．

　本症例について考えてみると，胸部レ線上の網状陰

影が生下時より観察され，その後に12歳で初めて難治

性乳び胸が出現している．乳び胸の原因としては，手

術や骨折などの外傷性，腫瘍性，血栓や感染によるリ

ンパ管閉塞，異常リンパ系の存在などが挙げられてい

るが9）11），本症例では，乳び胸が出現する直前に外傷な

どの胸管損傷，腫瘍などのエピソードは見られず，乳

児期よりの胸部レ線所見はpulmonary
Iymphagiectasiaと一致しているため，先天的な異常

リンパ系の存在が最も考えやすいと思われる．

　Noonanら12）は，pulmonary　lymphangiectasiaにつ

いて次のように分類している．1）全身のリンパ管拡張

の一症状．2）肺静脈閉塞の二次症状．3）一次的な肺

形成異常．の3型に分類しており，1）に関しては長期

生存例が報告されている．またリンパ管造影所見より，

pulmonary　lymphangiectasiaは胸管閉塞による可能

性があるとする報告もある9）．本症例にpulnnonary

lymphangiectasiaが関与していると考えると，心室中

隔欠損による左右シャント率は小さく，心由来のもの

とは考えにくい．乳児期より胸部レ線1二の網状陰影が

見られていたが，呼吸困難のエピソードはなかった．

リンパシンチでは証明できなかったが，肺間質のリン

パ管異常の存在は十分考えうる．

　また呼吸停止の原因については，気管内挿管後に胸

部レ線所見が急速に改善している点，哩声などを認め

た点より，声門部において急速な閉塞を生じていた可

能性が強いと思われる．声門浮腫，グループ，上気道

異物による上気道閉塞では，閉塞が不完全でも急性肺

水腫を生じ，閉塞解除後に速やかに改善することが報

告されており’3）’4），本症例の経過と一致していると思

われる．上気道閉塞の原因としては，先天的なリンパ

管異常が存在し，胸膜剥離術を施行したことによって

リンパ流の変化が生じ，声門付近でのリンパ浮腫を急

速に生じさせたのではないかと考えている．

　Noonan症候群の発生のメカニズムについては不明

であるが，Mendezら2｝は結合織疾患を疑っている．ま

た翼状頸の発生機序として胎生期の頸部リンパ流異常

が報告されており15），Noonan症候群は系統的なリン
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パ管異常に基づく疾患である可能性が示唆される．

　　　　　　　　　　　　　　　　結　　語

　我々はNoonan症候群に乳び胸，呼吸不全を合併し

た一症例を報告した．本邦では報告は見られないが，

原因不明の胸水貯留や胸部レ線の網状陰影では，

Noonan症候群は鑑別すべき疾患の1つだと思われ
る．
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ACase　of　Noonan　Syndrome　with　Chyrothrax　and　Sudden　Respiratory　Distress

　Hirohide　Kobayashi，　Toshimitsu　Shibata，　Susumu　Minamisawa，

　　　　　　　　　　　Kazuhiro　Mashimo　and　Ichirou　Niimura

Department　of　Pediatrics，　Yokohama　City　University　School　of　Medicine

　　　In　this　report　we　described　about　a　fourteen　years　old　boy　with　typical　findings　of　Noonan

syndrome　who　suffered　from　chyrothorax　and　acute　respiratory　distress．　He　had　the　typical

features　of　Noonan　syndrome　with　webbed　neck，　short　stature，　funnel　chest，　and　ventricular

septal　defect．　A　chest　roentgenogram　showed　a　marked　reticular　pattern　in　both　lung　fields　from

his　infantile　period．　Chylothorax　was　recognized　at　tweleve　years　old．　He　underwent　a　continuous

drainage　from　chest　cavity　for　a　month　at　fourteen　years　old，　because　he　had　complained

difficulty　in　breathing　due　to　pleural　effusion．　Thereafter，　the　decortication　of　the　pleura　was

performed　because　of　no　improvement　in　his　breathing　condition．　Three　months　after　the

operation，　a　hoarse　voice　was　noticed　in　a　morning，　and　he　stopped　a　respiration　in　the　evening．

He　was　recovered　by　a　mouth－to－mouth　resuscitation　performed　by　his　father．　The　chest

roentogenogram　showed　a　diffuse　increase　in　density　in　both　lung　fields　at　the　admission　to　our

hospital．　His　respiratory　condition　was　markedly　improved　by　respiratory　management　for　three

days　using　a　respirator．　An　abnormal　shadow　in　both　lung　fields　in　the　chest　roentgenogram　was

disappered　within　three　days．　We　suspected　that　the　Iymphatic　abnormalities　nユight　contributed

to　his　symptoms．
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