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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　チアノーゼ，心不全，呼吸不全を主訴とし，日齢30までに来院した重症先天性心疾患児40例において，

遠隔期の神経学的合併症の発症とその原因について臨床的な関連を検討した．

　40例中8例に神経学的合併症（7例てんかん，1例精神運動発達遅滞）を認め，疾患別には大動脈縮

窄複合13例中5例（38％），大動脈弓離断3例中1例（33％），完全大血管転換1型8例中1例（13％）

にてんかん発症を認めた．

　神経学的合併症を発症した8例と非発症群とを比較すると，来院時の血液ガス分析でpH，　Base

Excessが発症群において有意に低く，来院時の強度の代謝性アシドーシスが遠隔期の神経学的合併症に

関連していると考えられる．

　　　　　　　　　　はじめに

　近年，外科的な進歩も含め，重症先天性心疾患の周

術期の管理が良好となり，新生児早期に来院する先天

性心疾患児においても長期生存が望めるようになって

きた．それに伴い，術後遠隔期における成長，発達と

いう問題が重要になってきている．

　手術に伴う問題や術直後の問題として神経学的合併

症を検討した報告は散見されるが1ト3），遠隔期におけ

る神経学的合併症を検討した報告は少ない4）．

　今回我々は，新生児期に来院した重症先天性心疾患

児の術後遠隔期における神経学的合併症につて検討し

たので報告する．

　　　　　　　　　　対　　象

　1983年から1993年の間で，日齢30までにチアノーゼ，

心不全，呼吸不全を主訴とし，埼玉県立小児医療セン

ター循環器科を受診した例で，経過を3年以上追跡で

きた40例を対象とした．

　40例の基礎疾患は，大動脈縮窄複合13例（32．5％），
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大動脈弓離断3例（7．5％），完全大血管転換1型8例

（20％），総肺静脈還流異常6例（15％），ファロー四徴

兼肺動脈閉鎖3例（7．5％），心室中隔欠損兼肺高血圧

3例（7．5％），肺動脈閉鎖2例（5％），純型肺動脈閉

鎖1例（2．5％），右室性単心室1例（2．5％）であった．

　Dandy－Walker症候群やNoonan症候群などの心

疾患以外に多発奇形を有する例や，Down症候群など

の染色体異常を認める例は除外した．検討はすべて診

療録より後方視的におこなった．

　　　　　　　　　　方　　法

　40例で性別，周産期の状態，来院時日齢，来院時血

液ガス分析（pH，　Base　Excess，　PO2，　SaO2），初回

手術時年齢および心内修復術を施行した例では人工心

肺バイパス時間，心停止時間を検討した．

　また40例のうち，原因が明らかといえる後天的な神

経学的障害を除いて，てんかん，精神発達遅滞などの

神経学的障害を発症した例に対して上記の項目につい

て臨床的特徴を検討した．

　検定方法は，対応のない2群間の比較をt検定でお

こない，p＜0．05をもって有意差とした．比率の検定は

正規近似を利用した．また結果はそれぞれ平均値±標
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準偏差（2SD）で表示した．

　　　　　　　　　　結　　果

　1）対象の臨床像

　40例の性別は，男19例，女21例であり’1生差なく，在

胎週数39±2週（33～42週），出生体重は3，071寸590g

（1，778～4，490g）であった．早期産が3例，低出生体重

児が8例であったが，胎児仮死は1例のみで，Apgar

scoreの記載があった29例全例が7点以上で仮死は認

めなかった．

　来院時日齢は7±7日（0～29口），来院時血液ガス

分析はpH　7．324±0．140（6．828～7、452），　Base

Excess－7．1＋7．3mEq／1（－25．8～1．6mEq／1），　PO2

48．7±29．1mmHg（12．8～159．6mrnHg），SaO272．8±

22．2％（12．9～98．2％）だった．初回手術時日齢は22±

22口（4～103目）で，調査時年齢は5＋2歳（3～12

歳）だった．

　2）神経学的合併症について

　40例のうち7例（18％）にてんかん，1例（2．5％）

に精神発達遅滞，1例（2．5％）に脳膿瘍を認めた．脳

膿瘍の1例は右室性単心室，僧帽弁閉鎖で右一左シャ

ントを有しチアノーゼによる多血症の進行があり，後

天的な原因が考えられるので検討から除外した．

　合併症を認めた例の基礎疾患の内訳は，大動脈縮窄

複合の5例（38％），大動脈弓離断の1例（33％），完

全大血管転換1型の1例（13％）であった．精神発達

遅滞の1例は大動脈縮窄複合で合併した（表／）．

　てんかんを発症した7例は発症年齢3±1歳（2

～ 5歳）で，家族歴として1例で父に熱性けいれん，

1例で兄弟にてんかん発症があった．病型は全身発作

が4例，複雑部分発作の二次性全般化が2例，意識消

失を伴う眼球右方偏位が1例だった．画像検査では4

表1　基礎疾患と神経学的合併症の頻度（カッコ内％）

神経学的合併症

CoA 13（32．5） 6＊（46）

IAA 3（7．5） 1（33）

TGA（1） 8（20） 1（13）

TAPVR 6（15） 0

TOF．　PA 3（7．5） 0

vSD，　PH 3（7．5） 0

PA 2（5） 0

PA　with　IVs 1（2．5） 0

PA　with　IVS 1（2．5） 0

SRV 1（2．5） 0

計 40（100） 8（100）

＊；　1イ列は精神運動発達遅滞

CoA；大動脈縮窄複合，　IAA；大動脈弓離断，　TGA；完全大

血管転換，TAPVR；総肺静脈還流異常，　TOF；ファロー四

徴，PA；肺動脈閉鎖，　VSD；心室中隔欠損，　PH：肺高Lf［t圧，

PA　with　IVS；純型肺動脈閉鎖，　SRV；右室性単心室

例で頭部MRIが施行され，いずれも正常であり，1例

が頭部CTで右前頭葉萎縮を認めた．また脳波検査で

は全例突発波を認めているが，部位は様々であった．

精神発達遅滞を認めた1例は初回手術前にけいれんが

出現し，その後，頭部CTで脳室周囲の実質に嚢胞を

認めている．

　8例全例で周術期の重症感染や挿管のトラブルな

ど，明らかにけいれんの原因となるような事項は認め

ていない．

　3）神経学的合併症の原因について

　てんかんおよび精神発達遅滞を発症した8例の臨床

像を表2に示した．8例の発症例をA群，非発症例を

B群として，各検討項目について比較した（表3）．

　①周産期の状態

表2　神経学的合併症を発症した8例の臨床像（1）

No 心疾患 神経学的合併症 在胎週数（週） 出生体重（g） Apgar（5分） 来院時口齢（U）

1 CoA，　VSD，　PDA Epi 38 2，794 9 3

2 CoA，　VSD Epi 37 2，820 一
12

3 CoA，　VSD Epi 34 2，168 13

4 CoA，　CAVC，　TI Epi 40 3，2〔〕0 9 12

5 IAA，　VSD，　ASD Epi 39 2，776 9 5

6 CoA，　SRV，　MA Epi 40 2，400 9 1

7 TGA（1） Epi 40 3，506 9 1

8 CoA，　VSD MR 39 3，100 一
5

CoA；大動脈縮窄，　VSD；心室中隔欠損，　PDA；動脈管開存，　CAVC　l共通房室弁口，　TI；三尖弁閉鎖不全，

IAA；大動脈弓離断，　ASD；心房中隔欠損，　SRV；右室性単心室，　MA；僧帽弁閉鎖，　TGA；完全大血管転換，

Epi；てんかん，　MR；精神発達遅滞
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表2　神経学的合併症を発症した8例の臨床像（2）

No
来院時BGA 初1・げ術時［齢

plI BE（mEq〃） SaO，（％）
（日）

1 7コ77 一 17．6 87．9 4

2 6，828 21 32．5 15

3 一　　り一一
イ．“イ〆 o．3 85．2 15

1 7．14 一 16．1 87．3 14

5 7．〔｝39
一 25．8 98．2 5

6 7．4 8．1 9（L9 1

7 6，955 一 24 68 ll

8 7195 一 18．8 9（［．2 16

　A，B両群間で在胎週数，出生時体重に有意差は認め

なかった．

　A群では1例双胎第2子で胎児仮死を認め吸引分

娩となった以外，他の7例では胎児仮死はなく頭位自

然分娩であった．

　Apgar　scoreの判明した29例と判明しなかった11例

で比較すると，神経学的合併症の発症率は判明例で

17％，不明例で27％であった．また来院時日齢が判明

例で4．7±5．3日であり，不明例の13＋8．3日に対し有意

に早い（p＜0．01）以外，在胎週数，出生体市，来院時

検査所見に差は認めなかった．

　②来院時所見にっいて

　両群間において来院時日齢，入院時PO、および

SaO、に有意差は認めなかった．来院時pHはA群
7．139＋0．212，B君羊7．366±0．073　（p＜0．05），　Base

ExcessはA群一16．4±9．3rnEq／／，　B君羊一4．9±4．6

mEq〃（p〈0．Ol）と明らかにA群が低値を示し，来院

時の代謝性アシドーシスが強い状態が示された．また

初回手術時日齢はA群10．5＋5．3日，B群25．4±23．8
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口（p＜0．01）とA群が有意に早かった．

　③心内修復術の問題

　心内修復術はA群でのべ9回，B群でのべ22回施行

されている．低体温下での人工心肺バイパス時間につ

いてA群125．6±80．0分，B群143．8＋85．1分と有意差

なく，心停止時間についてもA群82．8±4〔｝．4分，B群

98．0±57．0分と有意差は認めなかった．

　④大動脈弓疾患における比較

　大動脈縮窄複合，大動脈弓離断といった大動脈弓疾

患16例において神経学的合併症の合併例と非合併例に

わけて比較した．合併例7例と非合併例9例において，

出生体重が非合併例で3，663＋611gであったのに対

し，合併例で2，751＋364gと有意に小さい（p＜0．05）

以外，在胎週数，来院時検査所見に差は認めなかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　先天性心疾患に合併する神経学的疾患として，脳膿

瘍や脳梗塞が知られているが，これらの多くは右一左

シャントを有するチアノーゼ性心疾患で多血症を伴う

場合に合併しやすい”．そのため脳膿瘍や脳梗塞は原

因が明確であり後×的な合併症．と考えることができる

ため，今回の検討からは除外した．対象で認めたてん

かんと精神発達遅滞を神経学的合併症として検討をす

すめた．

　対象40例のうち神経学的合併症，特にてんかんの発

症は7例（17．5％）と，一・般母集団での発症率が

O．4～0．6％程度という結果5）と比較すると明らかに高

率である（p〈0．001）．基礎疾患の内訳では大動脈縮窄

複合，大動脈弓離断に合併する率が高く，完全大血管

転換や総肺静脈還流異常での合併はわずかで，心室中

隔欠損兼肺高血圧では認められなかった．Glauserら

の検討では，左心低形成症候群40例の45％に低酸素性

表3　神経学的合併症を発症した群（A群）と非発症群（B群）との比較

A　　群 B　　群

在胎週数（週） 38－4⊥2．1 39．1±2．1 N．S．

出生体重（9） 2，846±430 3，128⊥617 NS．

来院時u齢（口） 7．8土5．8 6．8二7．6 N．S．

来院時lrl腋ガス分析

pH 7．／39⊥0．212 7．366二〇．｛173 P〈0．05

Hase　Excess（mEq〃） 一 16．3±9．3 一 4．9＝4，6 P〈O．〔〕1

SaO，（％） 80．8±21．0 70．7二22－8 N．S

初回手術時U齢（日） 1｛｝．5±5．3 25．4±23，8 Pく0．Ol

心内修復術

人に心肺バイパス時1間（分） 125．6±80、0 143．8土85．1 NS，

心停止時間（分） 82．8二4〔｝．4 98．0↑57．0 NS、
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虚血性病変や頭蓋内出血を認めている4）．また38例中

12例（32％）にてんかんを認めていることより，左心

低形成症候群もてんかんを高率に合併する疾患といえ

る．このように新生児期発症の重症先天性心疾患では

遠隔期のてんかん発症率が高いが，疾患によっても合

併する率に差がみられた．

　てんかんの病型，画像検査，脳波所見を検討すると

病型に関しては全身発作が4例，複雑部分発作の二次

性全般化が2例であるが，脳波上焦点と考えられる部

位は様々であった．頭部MRIおよびCT所見は5例

中1例に萎縮を認めたのみで他は正常所見であった．

以上のことから合併したてんかんの原因として明らか

な頭蓋内器質性病変は考えにくい．

　神経学的合併症の原因について周産期の状態を検討

すると仮死や分娩異常を認める例はわずかで，神経学

的合併症を認めた8例においても胎児仮死は1例ある

が，出生後の仮死はなく神経学的合併症の原因として

周産期の状態は大きく影響していないと考えられる．

　次に神経学的合併症を発症した群と非発症群を比較

すると，来院時血液ガス分析のpH，　Base　Excessが発

症群で有意に低値であり，代謝性アシドーシスがより

強いことがわかる．強度な代謝性アシドーシスの影響

もあり，発症群での初回手術日齢は有意に早い．来院

時PO2およびSaO2は発症群，非発症群で差がなく，来

院時の低酸素状態は神経学的合併症の発症には強く影

響しないと言える．このことは疾患別のてんかん発症

率とも関連し，大動脈縮窄複合や大動脈弓離断といっ

た生後動脈管に依存し，ductal　shockと呼ばれる強い

代謝性アシドーシスが出現する場合にてんかんなどの

神経学的合併症を発症しやすいといえる．逆に完全大

血管転換や総肺静脈還流異常で神経学的合併症の発症

が少ないのは，生直後に強度の低酸素状態にありなが

ら強い代謝性アシドーシスまでは至らないためと考え

られる．

　また手術に関する問題点として低体温麻酔における

心停止時間がある．本来心内修復術に際する低体温下

での心停止は組織での酸素需要を軽減させ代謝を抑制

することで脳への影響を抑えることを目的としてい

る6）．しかし心停止時間が長すぎると逆に脳への血流
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低ドや塞栓などが生じて，脳障害を生じやすい2）．人工

心肺バイパスを用いた手術後早期には，けいれん，意

識レベルの変化，筋緊張低下，片麻痺，アテトーゼな

どがみられ，画像検査ヒは低酸素性虚血性脳症や脳萎

縮，硬膜下血腫がみられるL）2）．このような術後の神経

学的障害は心停止を含めた人工心肺バイパス時間が

40～60分を越えると生じやすいと考えられている．

我々の検討した8例については，心停止時間のみで

83＋40分，人JI1心肺バイパス時間まで含めると126＋80

分と長い．しかし神経学的合併症を発症しなかった群

と比較すると，心停止時間，人工心肺バイパス時間と

もに有意差はなく，心停止時間の長さが神経学的合併

症に関連するとはいい難い．

　今回の我々の検討では，術後遠隔期のてんかん，精

神運動発達遅滞といった神経学的合併症に最も影響す

る因子としては，来院時の強度の代謝性アシドーシス

が考えられ，新生児期の重症先天性心疾患児管理の上

でも注意を向ける必要があると思われた．

　今後はさらに追跡期間を延長し，学習障害や微細運

動障害といった面も含めて検討を進める必要があろ
う．

　本論文の一一・一部は第32回日本小児循環器学会総会（大阪）に

て発表した．
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Neurological　Prognosis　of　Clinically　ill　Neonates　with

　　　　　　　　　　　Congenital　Heart　Diseases

　Ritei　Uehara，　Takashi　Hishitani，　Reiko　Kitazawa，

　　　　　　　　Kenji　Hoshino　and　Kiyoshi　Ogawa

Division　of　Cardiology，　Saitama　Children’s　Medical　Center

　　　By　the　recent　advances　in　surgical　and　anesthegiological　rnanagements，　there　has　been　an

increasing　number　of　pediatric　patierlts　with　severe　congenital　heart　diseases　who　underwent　a

successful　surgical　repair　in　a　neonatal　period．　Neurological　prognosis　in　those　patients，　however，

is　not　well　known　at　this　present．

　　　Forty　neonates　with　congenital　heart　diseases　were　referred　to　our　institute　with　the

cornplains　of　cyanosis　or　congestive　heart　failure，　and　subsequently　were　considered　as　an

indication　for　surgical　treatment．　They　were　retrospectively　studied　to　evaluate　the　clinical

relationships　between　a　long－term　neurological　outcorne　and　perioperative　profiles，　including

gestational　age，　body　weight　at　birth，　Apgar　score，　age　at　admission　and　operation，　blood　gas

analysis　and　duration　of　a　cardiopulmonary　bypass．　Neurological　complications　were　observed

in　80f　40　patients（20％），　including　epilepsy　in　7　and　mental　returdation　in　other　l　case．

　　　Epilepsy　occurred　in　50f　13　cases（38％）with　coarctation　complex，　in　l　of　3　cases（33％）with

interruption　of　the　aortic　arth　and　in　l　of　8　cases（13％）with　complete　transposition　of　the　great

arterles．

　　　The　patiellts　with　neurological　complications　shown　significantly　lower　base　excess　and　pH

in　blood　gas　analysis　at　admission　compared　to　the　others．

　　　In　conclusion，　severe　metabolic　acidosis　at　admission　may　be　one　of　causative　factors　of

long－term　neurological　complications　after　cardiac　operation　in　the　newborn　period．
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