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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　双胎間輸血症候群の極低出生体重（出生体重1，126g）の受血児に合併した重症の肺動脈弁狭窄に大腿

静脈穿刺法によって経皮的バルーン形成術を行った．患児は1絨毛膜性双胎の第1子として在胎28週，

帝王切開にて出生した．双胎間輸血症候群の受血児となったため，左右両心室の拡大，心筋の肥厚と僧

帽弁閉鎖不全，三尖弁閉鎖不全による左右心房の拡大がみられた．双胎間輸血症候群による心不全の治

療として出生直後よりカテコラミンを持続点滴静注で使用し，血圧の維持と心収縮力の改善に努めた．

しだいに心不全は改善したが，血圧低下と右室圧の上昇を認め，超音波断層心エコー検査にて肺動脈弁

狭窄症と診断した．肺動脈弁はやや厚くドーム形成が認められ，肺動脈弁輪径は4．8mmであった．連続

波ドップラー法から推定して肺動脈弁狭窄の圧較差は4．6m／sec，86mmHgであった．末梢動脈平均圧30

mmHgから収縮期血圧は右室が左室を凌駕する重症の肺動脈弁狭窄症と判断した．このため日齢9に経

皮的バルーン弁形成術を施行した．肺動脈弁狭窄の解除には成功したが，術後2時間で動脈管開存によ

ると思われる多量の肺出血によって失った．このような低出生体重児の経皮的バルーン弁形成術の施行

には注意が必要と考えられたので報告する．

　　　　　　　　　はじめに

　近年，肺動脈弁狭窄症（pulmonary　valve　stenosis，

PS）に対する治療は外科的弁形成術に替わって経皮的

バルーン弁形成術（balloon　valvuloplasty，　BVP）が

行われるようになった1）一‘）．新生児期のPSもBVPで

修復されるようになり，成績も良好である6）一一7）．しか

し，低出生体重児のPSに対するBVPの報告は少な

い8）9）．今回，在胎28週1，126gで出生した1絨毛膜性双

胎で双胎間輸血症候群（twin　to　twin　transfusion　syn・

drolne，　TTTS）を発症した極低出生体重児でPSを合

併していた症例にBVPを施行したので考察を加えて
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報告する．

　　　　　　　　　症　　例

　1．経過

　症例は在胎28週の1絨毛膜性双胎の第1子で出生体

重1，126gの女児である．患児は胎児期に羊水過多，僧

帽弁閉鎖不全（MR），三尖弁閉鎖不全（TR），胸水，

心嚢液貯留を認め推定体重1，200gであった．双胎のも

う一方の胎児は羊水過少があり，推定体重800gであっ

たため，TTTSの診断にて緊急帝王切開にて娩出され

た（分娩後の胎盤の検索にて胎盤内での動脈・動脈吻

合が2本確認された）．患児の出生時アプガースコア1

分2点，心マッサージ施行2分後に気管内挿管して蘇

生し，5分後のアプガースコアは5点であった（第2

子は出生体重836g，アプガースコアは1分3点，5分
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7点）．生後40分の超音波断層心エコー検査では動脈管

開存（PI）A），軽度のMRと中等度のTR，及び左室心

筋0）肥厚を認めたが左室収縮速度（left　ventricular

s　hortning　fraction，　LVSF）は0．32と左室の動きは比

較的良好であった．胸部レントゲン像より呼吸窮迫症

イ侯君羊（respiratory　distress　syndrome，　RI）S）0）Bomsel

分類2度と診断し，人コニサーファクタント120mgを気

管内投与した．人工サーファクタント投与によって人
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図1　胸部レントゲン像．心胸郭比64％と心拡大を、1忍

　める．
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図2　肢・誘導心電図．QRS電気軸は正常．　II，　III，。Vl

誘導の陰性T波がみられる．

1｜／J＼il肖ri志　　12　（1　），　1996

工呼吸器の条件がFiO，，は0．95から｛）．2i，，最ノ＼吸気圧は

25cmH20から18cmH20，終末呼気陽圧はi）cmll，Oか

ら4CmH、0へと改善された．呼吸器条件の改ll；と共に

IfiL圧は平均血圧で30mmH9をト［ulるようになり，

LVSFも0．2と低下してきたため，ドパミンを5γ／kg／

分で開始し，’Yl均血圧は35mmHgで安定した．その後

は血圧も安定し，利尿もあって順調に経過していた．

日齢3の胸部レントゲン正面像と肢誘導心・電図を図1

と2に示した．日齢7より1fiv：1；．の低ドがあり，超音波

断層心エコー検査にて右室，右房の拡人，右室圧のヒ

昇を認め，ドップラー心エコー検査にて肺動脈弁での

最大流速が4．6m／secであり，推定圧較差85mmHgの
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川：とほほ〔亨lll’己¶LVSFo・37勺ノ1｛弓｛イ後ll71i，∫は5mm　ヒ月巴

厚していた．

図4　ドップラー心エコー所見．肺動脈弁の肥厚，ドー

ム形成があり，　｝｛　llm動1派にて4．63n訂secの1川速を認

め，圧較差85mmlIgO）肺動脈弁狭窄と診断した．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図5　右室造影側面像

A：BVP前．肥厚した肺動脈弁とpoststellotic　dilatationが認められる．

肺動脈弁狭窄が改善．されている．

轟

B：ISX’P「菱．

lj市重力肋《．∫ド5ゾく’ク吉と二言参1モ斤し六こ（1’xl　3，　4）．　重力1肋《乍了（ノ）llll溺［iま

確認できず，心房問は右　左交通を呈していた．この

ため，イr室の減圧と右・L・不全の改善を日的に日齢9に

BVPを行った．
　二t．　糸1～J・1’白勺ノぐ1レーン”ftS・｝VfJ，sef，li－i

　　右人腿静脈を2．1ゲージのサーフロー針で穿刺し，

0．018インチのP’FCA川ガイドワイヤーを挿入した

後，5Fのシースを留置した．右室圧は73mmllg（EI）P

i）mmlIg）　で’／l弓；・il市三助1脈lllj（ノ）∫ll／1’：は48mlnllg”（’あ一）

たが，人梢動脈圧5｛Smmllg，”32nmmllgを1’麦駕してい

た．右室造影（図5A）を／　JZ　一．，たところ川1動1脈弁li｝命径．は

L8mmで’あったため，7mm径，（弁輪径．の145％）のホ

フキントン弁形成川バルーンカテーテルを川いて

BVPを7」”　一・）た．圭ず，0．OL）1インチのガイドワイヤー

を右宅流出路から肺動脈弁を越えて1三肺動脈に通し，

ll肺動脈kり左右の肺動脈枝に向かわせようと試みた

が困難で，そのまま進めたところ動脈管を通ってド行

人動脈に達した．こU）ため長さ2cniのバ’ルーンカテー

テルの先端が動脈管にかからないkうに注意しながら

BVPを行一♪た（BVP後，図4B）．　BVP後は動脈圧60

n〕mIlg　il6mmHgの時右室圧は40mmHgまで低　卜’

し，右室・肺動脈問U）圧差も13mmllgと改善した．

　3．　B、7P『菱ぴ）糸圭」固

　　BVPによるカテーテル挿入部からの出血は約5m】

と計算された．このため，術中に10m1の輸血を行った．

NICU帰宝後も平均llll圧は40mmllg，心拍数150／分を
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P：肥厚した3弁の肺動脈プ1、．矢印：動脈管はけ←1存し

ており内膜には出1川がみられた．

維持していたが2時間余り後に急激なlfI1圧低ドを：L

じ，多量の肺出lllLをおこして他界した．

　4．剖検所．見

　　剖検にて右室壁1．ゾは8mm，左室壁厚は6mmで右室

肥人を認め，肺動脈弁はBVPによって切開されてい

た．しかし，直径3mmの動脈管開存と動脈管1勺膜の出

血を確認した（図6）．肺には実質の出lfi1を［；忍めた．
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　　　　　　　　　　考　　案

　PSに対するカテーテル治療は1982年にDr．　Kanに

よって第1例が報告1｝されて以来急速に普及し，近年

は外科的手術に代わって治療の第一選択となり，その

成績も安定してきている3｝1°）．新生児期，乳児期のPS

についてもBVPの報告は散見されるが，バルーンが

肺動脈に挿入できなかったり6｝，胎児仮死などの周産

期特有の合併症でBVPの後に死亡したり7），幼児期以

降の症例に比較して問題が多いようである．今回，我々

が経験した出生時体重が1，126gという極低出生体重

児に合併したPSにBVPを行ったという報告は少な

かった9）．1994年にZosmerらu）はTTTSの受血児5

例中3例に肺動脈狭窄を認めたと報告している．この

3例中1例（在胎36週，出生体重2．2kg）は超音波ドッ

プラー断層エコー検査によって肺動脈一右室間に75

mmHg以上の圧較差を呈した重症型肺動脈弁狭窄で，

日齢2でBVPを行って成功している．これまで

TTTSにPSが合併しやすいという報告はなかった

が，ZOSmerらの3例の肺動脈の狭窄は最重症の1例

の肺動脈弁狭窄以外は右室流出路狭窄と機能的肺動脈

狭窄で，胎児期に肺動脈で加速のなかった2例のうち

の1例で出生後に肺動脈弁上狭窄が進行したという．

TTTSの受血児では心筋の肥厚，三尖弁の逆流，心収

縮能の低下が指摘されているが，その機序については

未だに推論の段階であり，肺動脈狭窄の発生とTTTS

の胎児期の血行動態に因果関係があるかどうかは不明

である．ZOSmerらは1絨毛膜性の胎盤を流れる膀動

脈の血管抵抗の増加によって受血児の体血管抵抗が増

加し，それに伴って動脈管，右心室圧がヒ昇するため，

肺動脈一動脈管への血流が減少することが右室壁の肥

厚，三尖弁逆流，肺動脈狭窄の発生につながるのでは

ないかと推論している．

　本例は胎児期には三尖弁逆流，右室壁の肥厚などの

TTTS特有の心臓所見が確認されていたが，肺動脈弁

狭窄の診断はできておらず，出生後TTTSによる心

筋機能不全の治療をすすめていく段階での右室圧上昇

よりはじめて肺動脈狭窄と診断した．肺動脈弁狭窄と

診断した段階で体重が1，126gと少なく，しかも血圧の

低下傾向もありBVPを選択した．超音波断層心エ

コー検査では出生直後にはPDAが確認されたが，そ

の後は閉鎖したと考えられ，BVP直前にもPDAは確

認されなかった．しかし，BVPに際してガイドワイ

ヤーが主肺動脈から動脈管を通って下行大動脈に抜け

たことは，血流はないものの動脈管はまだ完全には閉

川本小児循環器学会雑誌　第12巻　第1｝］’

鎖していなかったと考えられる．このPDAを通った

ガイドワイヤーを使用してバルーンを膨らませたた

め，バルーン断端が動脈管をさらに開存させ，肺t“lfLl

につながったと推定される．BVP直後の造影では

PDAの1血流は認められず，動脈の拡張期圧低ドもな

く，呼吸器条件の改善，血圧ヒ昇が認められたことか

ら，PDAの多量の左右短絡はBVP直後ではなく，

NICU帰室後に生じたのかもしれない．未熟児におけ

る肺出血の原因の一つにPDAの存在はよく知られて

おり12｝，BVPで肺動脈弁狭窄が解除されたため肺血流

量は急速に増加し，PDAからの左　右短絡と，BVP後

の輸血，輸液による循環血液量の増加も加わって，肺

うっ血が生じて肺出血を引きおこしたと考えられる．

通常のBVPではガイドワイヤーを左右の肺動脈枝に

留置するのであるが，本例では左右の肺動脈は1．5mm

と細く，主肺動脈の弁狭窄後の拡張によってガイドワ

イヤーの左右分枝への挿入は極めて困難であったた

め，動脈管を使用せざるを得なかった．今後の未熟児

の肺動脈弁狭窄におけるBVPでの手技における注意

点となろう．もしも動脈管を通して下行大動脈にガイ

ドワイヤーを留置せざるを得なかった場合には，なる

べく短い長さのバルーンを用いて動脈管を損傷させな

いように注意し，輸血や輸液をできるだけ少量に抑え

て動脈管の再開通を防ぐべきである．

　　　　　　　　　　まとめ

　1）在胎28週のTTTSの受1血児（出生体重Ll26g）

にPS（肺動脈一一右室間の圧差48mmllg，右室／lll／圧

比二1．3）を認めた．

　2）PSはBVPによって圧差は13mmHg，右室／llll圧

比二〇．66まで軽快した．

　3）患児は術後2時間にて多量の肺出血を引き起こ

して死亡した．原因はBVPによるPDAの再開通と

BVP後の輸血による循環血流量の増加による動脈管

再開通に伴う肺うっ血が考えられた．

　4）本例のような極低出生体重児に対するBVPで

は，ガイドワイヤーの留置，バルーンの位置に注意し，

動脈管を開かせないようにすべきである．

　稿を終えるにあたって，病理組織をご検討いただきまし

た聖隷浜松病院病理の小林　寛先生，清水進一先生に深謝

します．この内容は平成7年6月に宇都宮市で開催された

第31回小児循環器学会総会にて発表しました．
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ACase　of　Percutaneous　Balloon　Valvuloplasty　to　Severe　Pulmonary　Valvular

　　　　　　　　　　　　　　Stenosis　in　a　Very　Low　Birth　Weight　Infant

Masashi　Seguchi，　Kazumi　Yamamori，　Takehiko　Yokoyama，　Kimio　Nishio，

　　　　　　　　　Kazuhiro　Iwase，　Syunichi　Terasawa，　Manabu　Oshiro，

　　　　　　　　　　　　　　　　Kazuhisa　Inukai　and　Hideyuki　Kitou

　　　　　　　Department　of　Pediatrics、　Seirei　Hamamatsu　General　Hospital

　　　Percutaneous　ballo（）n　valvuloplasty（BVP）was　performed　to　release　severe　pulmonary

valvular　stenosis　in　a　very　low　birth　weight　infallt　at　g　days　after　birth．　At　26　weeks　of　gestation

she　was　born　with　l　l26　g　of　weight．　Her　APGAR　score　was　2　at　l　minute　and　5　at　5　minutes　after

birth．　She　was　a　recipient　of　twin　to　twin　transfusion　syndrome（TTTS），　and　was　under　severe

congestive　heart　failure　shown　as　cardiomegaly，　mitral　regurgitation，　tricuspid　regurgitation，

ascites　and　pleural　effusion．　After　stabilization　of　congestive　heart　failure　by　the　severe　TTTS，

at　9　days　after　birth　echocardiography　showed　a　prolonged　elevation　of　right　ventricular

pressure，　and　a　domed　and　thickening　pulmonary　valve．　Doppler　echocardiography　revealed　a

severe　pulmonary　valvular　stenosis　of　which　pressure　gradient　was　85　mmHg　across　the　pulmo－

nary　valve．　We　underwent　BVP　with　7　mm　diameter　of　Hopington　catheter　to　release　the

pulmonary　valve　stenosis．　After　BVP，　the　right　ventricular　end　systolic　pressure　decreased　from

70mmHg　to　40　mmHg，　and　general　condition　of　the　baby　improved．　Two　hours　after　the　BVP，

however，　this　baby　fell　into　a　shock　caused　by　a　massive　pulmonary　bleeding　and　finally　she　died．

It　was　estimated　that　a　guide　wire　to　introduce　the　balloon　catheter　was　positioned　from　the　main

pulmonary　artery　to　the　descending　aorta　through　the　ductus　arteriosus　and　as　a　result　the　end

of　the　inflaed　ballon　catheter　forced　to　open　the　ductus　arteriosus　and　the　following　massive

pulmonary　bleeding　was　took　place．
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