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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　症例は4歳の男児．在胎25週6日，541gの超未熟児として出生．気管支肺異形成（bronchopulmonary

dysplasia，以下BPD）のため130日間の人工換気療法と1年間の酸素投与を受けた．酸素投与終了後も

チアノーゼは持続し，1歳6カ月の心臓カテーテル検査では肺動脈圧110／64mmHg，肺体血圧比1．0で動

脈管での短絡方向は右一左であった．その後，強心薬・利尿薬を投与して経過観察していたところ，次

第にチアノーゼが軽減してきた．3歳3カ月時の2回目の心臓カテーテル検査では肺動脈圧90／55

mmHg，肺体血圧比O．8で動脈管の短絡方向は左一右になっており肺高血圧の改善を認めた．肺高血圧の

改善の要因はBPDの関与が大きいと推測されたが，その経過はきわめてまれと思われた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　周産期医療の進歩に伴いハイリスクな児に対しても

インタクト　サバイバルを目標として日夜，努力が続

けられている．超未熟児の管理も時代とともに進歩し

ているが，周産期を過ぎた慢性期での様々な問題が提

起されていることも事実である．今回，超未熟児で出

生し，BPD，動脈管開存症，肺高血圧を合併し，その

経過中に肺高血圧の改善を認め，動脈管離断術によっ

て良好な結果を得た症例を経験したので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　4歳の男児．在胎25週6日，541gの超未熟児で出生

した．呼吸窮迫症候群のためにサーファクタントの投

与を受けた．しかし動脈管開存症を併発し，また慢性

呼吸障害としてのBPDを伴い130日間の人工換気療

法および1年間の酸素投与が施行され1歳1カ月の時

に退院した．退院直後より当院に紹介され経過を観察

された．当院初診時すでに全身性チアノーゼを認めた．
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1歳6カ月の時に心臓カテーテル検査を施行した（表

lA）．肺動脈圧110／64（82）mmHg，肺血管抵抗値24．0

単位，肺体血圧比1．0と著明な肺高血圧を認め動脈管で

の短絡方向は右　左の逆短絡を来していた．肺静脈血

の酸素飽和度および酸素分圧はそれぞれ83％，54

mmHgで肺内短絡（42％）の存在が示唆された．胸部

X線では心胸郭比はO．56と軽度の心拡大と両側中下

肺野の肺気腫像を認めた（図1左）．心電図では右室肥

大所見を認めた（図2左）．断層心エコー検査では右室

は拡大し左室拡張末期径は26mmで左室腔の狭小を認

めた．また収縮期の心室中隔の偏平化を認め著明な肺

高血圧を反映していた（図3上）．以上の結果より動脈

管の外科的手術は危険と判断し強心薬・利尿薬を投与

し経過観察していた．ところが2歳6カ月頃よりチア

ノーゼが軽減し聴診では心尖部に拡張期ランブルを聴

取するようになった．3歳3カ月の時に2回目の心臓

カテーテル検査を施行した（表1B）．肺動脈圧90／

55（70）mmHg，肺血管抵抗値6．7単位，肺体血圧比0．9，

肺体血流比2．6であった．肺高血圧の改善を認め，動脈

管での短絡方向は左　右であった．肺静脈血の酸素飽

和度および酸素分圧はそれぞれ91％，67mmHgと改善
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表　1

A B C

1Y6M 73cm　9．7kg 3Y3M　91Cln 13．6kg 4Y　99cm 15．8kg

02前 0，後 O，前 0，後 0，前 02後

肺動脈圧 110／64（82） 120／64（84） 90／55（70） 74／44（54） 40／12（23） 34／9（18）

［mmHg］

肺体血圧比 1．0 1．1 0．9 0．7 0．3 0．2

肺体血流比 0．8 2．1 2．6 4．5 ］．0 1．0

肺血管抵抗 24．0 8．6 6．7 3．9 4．3 3．0

「U・m2］

肺静脈血 83 98 91 99 95 99
O、飽和度［％］

肺静脈血 54 143 67 310 85 556

O、分圧LmmHg］

肺静脈lnI 56 55 57 56 53 53

0，分圧［mmHg］

肺内短絡率 42 25 5
［％］

1y6M 3y3M
　　　　　　　　　　　　　　図1　胸部X線

左は1歳6カ月時，右は3歳3カ月時．両側の中下肺野は気腫状で経過とともに心拡

大が進行した．

しており肺内短絡率も25％に減少していた．100％酸素

に対しての反応も改善していた．血管造影では，下行

大動脈造影で大動脈弓とほぼ同じ太さの径約12mmの

動脈管を認めた．肺動脈模入造影（図4）では下葉の

肺動脈は上葉のそれに比べて枯れ枝状で，上葉では

capillary　back　groundが認められたが，気腫状変化の

強い下葉では認められなかった．左下葉の肺動脈では

バルーンを拡張している状態で造影剤のwash－outが

認められ，同部位での血流のdual　supplyが示唆され

た．胸部X線（図1右）では心胸郭比が0．60と心拡大

が進行していたが肺野の変化は認められなかった．心

電図（図2右）では右室肥大所見が改善し，新たに左

室肥大所見の出現を認めた．断層心エコー検査（図3

下）では左室拡張末期径は47mmに拡大した所見を認

めた．肺シンチではKrを用いた換気シンチでは異常

を認めないものの，Tcを用いた血流シンチでは両側

下肺野に血流減少領域を認めた．

　以上述べたように肺血管抵抗の改善と肺高血圧の低

下を認め，外科的手術が可能と判断されたため3歳10

カ月の時に動脈管離断術を施行した．術中，左肺の表
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図2　心電図

左は1歳6カ月時で右室肥大を認める．右は3歳3カ

月時で右室肥大の改善と左室肥大の出現を認めた．

面は限局性の肺気腫と無気肺が混在していた．肺の病

理組織は上葉，舌区，下葉の3カ所より採取した．血

管病変では血管壁の中膜平滑筋層の肥厚を認めるもの

の内膜の変化は軽く，　Heath－Edwards分類の1度に相

当する所見を得た（図5）．また肺胞隔壁の線維化を軽

度に認めた．

　術後の経過は良好で4歳時の心臓カテーテル検査

（表1C）では肺動脈圧40／12（23）mmHg，肺血管抵抗

値4．3単位，肺体血圧比0．3で肺高血圧は改善していた．

肺静脈血の酸素飽和度および酸素分圧はそれぞれ

95％，85mmHgでほぼ正常となっていた．肺内短絡率

も5％でほぼ正常になっていた．

　　　　　　　　　　考　　案

　BPDは1967年にNorthwayら1）によってはじめて

提唱された概念で，呼吸窮迫症候群に続発しておこる

酸素および機械的人工換気療法が要因となって起こる

慢性呼吸障害である．我が国では1990年に厚生省心身

障害研究班2）により，その定義と疾患分類が提唱され

た．本報告例はその1型に相当するものと思われる．

　肺高血圧はBPDの長期予後を占うにあたって非常

に重要な因子である3）4）．その成因としては，①低酸素

73　（73）
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　　　　　　図3　断層心エコー図

上段は］歳6カ月時で下段は3歳3カ月時．経過とと

もに左室内腔の拡大を認めた．

による肺動脈収縮），②低酸素による肺動脈壁の肥

厚6），③肺血管床の減少7），④アシドーシス7＞などがあ

り，これらの要因が複雑に絡み合って肺高血圧が招来

されたものと考えられる．本報告例では動脈管開存症

という心疾患も合併しており，このことも肺高血圧へ

の促進因子として働いたものと思われる．心疾患を合

併したBPD児が医療の進歩に伴い増加する傾向にあ

る現在8），共通の合併症となり得る肺高血圧の評価が

治療方針を決定する上で大きな問題となる．

　肺高血圧の評価については心電図による右室肥大の

程度，心エコー図による右室のsystolic　time　interval

（RVSTI）9），心室中隔の収縮中期の形態1°），およびドッ

プラー法を用いた肺動脈血流の形態1’）などにより簡便

に推測が可能である．しかし侵襲度は高くなるが肺動
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図4　肺動脈模入造影
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3歳3カ月時施行．上葉の肺動脈に比べ下葉の肺動脈は枯れ枝状を呈した．

　　　　　　　図5　肺組織所見
Elastica－Van　Gieson染色（×160）．血管壁のrP膜平滑

筋層の肥厚を認め，Heath－Edwards分類の1度に相
当した．

脈圧を実測して肺血管抵抗を求めることができ，なお

かつ肺血管形態をも評価可能な心臓カテーテル検査は

より有用であり12）～15），本報告例のように心奇形を合併

している場合には不可欠である．Bushら16）はBPDの

予後不良因子として肺血管抵抗値7．0単位以上に加え

て肺内短絡率30％以上を提唱し，Bermanら3）は肺静

脈血酸素分圧が肺機能検査に比べて肺高血圧症および

肺循環動態とより良く相関するとしている．本報告例

では肺血管は当初より100％酸素投与に反応はしては

いたが，その値は高く決して良好なる予後を示すもの

ではなく，広範なる肺血管床の障害がうかがわれた．

　BPDの肺血管形態についての報告は少ない3｝．肺動

脈の描出には肺動脈造影と肺動脈模入造影がある．肺

動脈模入造影はBellら17）により発表されて以来，主に

心疾患の肺血管病変の診断に用いられてきた’8）．右

田19）は成人の慢性肺気腫で肺動脈模入造影を施行し，

肺動脈の形態はもとより，cap｛11ary　back　groundの変

化に言及した．capillary　back　groundは造影上，白い

モヤ様に見える部分で直径100μm以下の肺小動脈・毛

細血管・肺小静脈などにより構成され，低酸素および

肺高血圧の影響を強く反映すると考えられている筋性

肺動脈を含む領域で，右田はこの部分の障害の程度と

肺気腫の重症度との関係を示した．肺動脈模入造影は

局所の肺血管構築をみるものであり，全体としての評

価には十分に注意を払う必要があるが，BPDのように

肺気腫と無気肺が混在するような疾患の局所の評価に

は有用と思われた．本報告例では下葉の肺動脈が上葉

のそれに比べて枯れ枝状でcapillary　back　groundが

欠如しており，局所での所見の差を認めた．また左下

葉の造影で認められた側副血行路は選択的造影を施行

していないために確診には至っていないが気管支動
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脈，肋間動脈，あるいは下行大動脈から直接経由の血

流と推測された．この理由としてTadavarrthyら2°）は

肺胞気の低酸素が側副血行の発達に重要な促進因子と

なり得ることを指摘している．

　BPDの病態は種々の損傷過程と生体の回復しよう

とする治癒過程のバランスに依っている．BPDにおけ

る肺高血圧は時間の経過とともに成長とあいまって改

善することがあるとも言われている3）21）．これは成長

に伴う肺血管床の増加に加え，呼吸器系においても呼

吸筋の発達，肺コンプライアンスの上昇および気道抵

抗の低下などによって肺胞気低酸素状態が改善され肺

動脈の収縮状態が軽減することによると考えられてい

る．しかし重症例では肺動脈の器質的変化が出現し，

生体の修復過程も及ぼず非可逆性変化を来してしまう

ために，継続的酸素療法3〕15）および肺血管拡張剤16｝によ

る肺高血圧症のコントロールが重要であることは言う

までもない．本症例ではBPD以外に動脈管開存症を

合併していたにもかかわらず強心薬・利尿薬の投与の

みで肺高血圧が改善したその経過はまれと思われる．

肺高血圧の改善の要因としては，動脈管はその太さを

みても改善したとは考え難く，肺静脈血の酸素分圧お

よび100％酸素吸入に対しての反応性の改善をもって

肺血管床の改善と判断すれば，BPDの改善が大きく関

与したものと思われる．

　慢性期のBPDの病理学的変化についてStocker
ら22）は気管支レベルでの変化は乏しく，程度は様々で

あるが気管支レベルでの筋層の過形成が約80％に認め

られ，最も大きい変化は肺胞隔壁の線維化としている．

血管系では動脈系で中膜肥厚と外膜の線維化が約80％

に認められるものの，静脈系では病変は少ないとして

いる．本報告例では肺胞隔壁の線維化は軽度であり，

このことが臨床上，低酸素血症の改善を裏付ける所見

となったものと思われる．また肺動脈病変については

中膜肥厚所見のみでHeath－Edwards分類23）では1度

と，その障害は軽度であった．このことより本報告例

の肺高血圧については幼児期初期はBPDが大きく関

与し，動脈管は当初は圧抜きの役割をしていたことが

推測される．

　呼吸器疾患を併存し肺高血圧症を合併する先天性心

疾患の治療方針についての明確な規定はない．心臓と

肺は隣接する臓器でinteractionもあり，この両者を

合併した症例の治療に際しては各々の病態を徹底的に

解明することが，より良い治療を含めた管理にっなが

るものと思われた．

　最後に本症例の病理学的検討をして頂いた順天堂大学循

環器内科心臓血管研究室の岡田了三教授ならびに河野靖子
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The　Improvement　of　Pulmonary　Hypertension　with　Bronchopulmonary　Dysplasia　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　Patient　Ductus　Arteriosus－A　Case　Report一

Masahiro　Ohtsuka1），　Ichiro　Seki1），　Masahiro　Misawa1），　Masao　Yamasugei），

Takuo　Migitai），　Sadao　Tanabe2），　Yuji　Matsunaga2）and　Kensuke　Harada3｝

Department　of　Pediatrics1），　Department　of　Cardiac　Surgery2），　Tokyo　Metropolitan

Bokutoh　Hospital，　Department　of　Pediatrics3），　Nihon　University　School　of　Medicine

　　　We　experienced　a　4－year－old　boy　with　bronchopulmonary　dysplasia（BPD）and　patent　ductus

arteriosus　in　whom　the　clinical　course　of　pullnonary　hypertension　had　shown　the　steady　improve－

ment．　He　was　born　at　25　weeks　and　6　days　and　weighing　541　g　required　intubation　for　respiratory

distress　due　to　hyaline　membrane　disease．　He　required　prolonged　respiratory　care，　mechanical

ventilation　for　130　days　and　oxygen　administration　for　one　year．　At　lyears　and　6　months　of　age，

1st　cardiac　catheterization　was　done　because　of　persistant　cyanosis．　Mean　pulmonary　artery

pressure（PAP）was　60　mmHg　and　was　equal　to　systemic　artery　pressure　and　pulmonary　vascular

resistance（PVR）was　24．0　Wood　units・m2．　Right　to　left　shunting　through　the　ductus　was　noted．

He　subsequently　had　shon　an　improvement　of　cyanosis．　The　2nd　cardiac　catheterization　at　3

years　and　3　months　of　age　shown　an　improvment　of　pulrnonary　hypertension．　The　elevated　PAP

and　PVR　fell　down　respectively．　Left　to　right　shunting　through　the　ductus　was　noted．　He

underwent　cardiac　surgery　for　division　of　ductus　arteroisus．　After　operation　PAP　fell　further

down．　A　long　biopsy　taken　during　the　surgery　shown　hypertrophy　of　the　arteriolor　media

consistant　with　grade　I　Heath－Edwards　changes．　We　speculated　that　improvement　of　pulmonary

hypertension　was　attributed　to　improvement　of　BPD．
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