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〈症　　例〉

周生期に発見され，自然軽快した左室低形成・

大動脈峡部低形成の2例

（平成10年6月26日受付）

（平成10年9月14日受理）

　　　　　社会保険広島市民病院小児科

佐藤　恭子＊　西　　　猛　　野村　博昭＊

　　　　社会保険広島市民病院心臓血管外科

　　　　　　大　　庭　　　　治

　　　　　（＊現　興生総合病院小児科）

4key　words：左室低形成，大動脈峡部低形成，胎児エコー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　著明な左室の低形成，大動脈峡部低形成，動脈管開存，肺高血圧を認めながら，経過とともに左室低

形成の改善を認めた稀な2症例を経験した．

　2例とも卵円孔は開存し，大動脈狭窄や僧帽弁狭窄を認めなかった．

　症例1は，在胎37週時の胎児エコーで，左室内径6mm（右室内径／左室内径＝3、2：1）であった．出生

後より内科的治療を続けたところ，左室低形成は徐々に改善し，大動脈峡部低形成も改善した．3カ月

時に動脈管結紮術のみを施行し，その後の経過は良好である．

　症例2は，日齢6で左室拡張末期径は9mm（56％of　normal）であった．経過とともに左室低形成と

大動脈峡部低形成は改善した．

　稀な症例と思われるので，その経過を報告した．

　　　　　　　　　　はじめに

　胎児期には，右室内径は左室内径よりやや大きく，

その比は約1．1：1で，妊娠中この比は一定していると

言われている1）“－4）．胎児期に左室の低形成を認める例

では，大動脈縮窄，大動脈離断3）4）または左心低形成症

候群が推測され，胎児エコー検査における左室低形成

の所見は重要視されている．

　今回，胎児期または出生時に著明な左室の低形成を

呈し，大動脈峡部の低形成，動脈管開存，肺高血圧を

認めながらも，経過をみたところ次第に左室径が増大

していった症例を2例経験したので報告する．著明な

左室の低形成を呈しながら，特に外科的治療を行うこ

となく経過とともに左室低形成の改善を認めた症例の
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報告は，調べ得た限りでは見あたらなかった．

　　　　　　　　　症　例　1

　家族歴では，母親に4回の自然流産の既往があるが，

他に特記すべきことはない．

　在胎37週時，子宮内発育遅延と胎児エコー検査で右

室拡大を認められ母体搬送された．胎児エコー検査で

（図1），右室内径と左室内径の比は3．2：1で左室は著

明な低形成を呈していた．左室内径6mm（40％of　nor－

mal），右室内径19mm（140％of　normal），で総心横径

は33mmであった．この時，大動脈弓はうまく描出さ

れなかった．この時点で左心低形成症候群と診断した．

　なお，心室径は拡張末期の四腔断面像を使い，房室

弁輪の位置で計測した．心室径の正常値はAllanらの

報告5）によった．

　児は39週5日にアプガースコア8点で出生し，胎児

仮死は認めなかった．羊水過小は無く，胎盤梗塞も認
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図1　症例］の胎児エコー所見（妊娠37週，四腔断面

　像）著明な左室の低形成を認めた．

　LV：左室，　RV：右室，　LA：左房，　RA二右房

めなかった．出生時の体重2，120g（－2．4SD），身長42．5

cm（3．6SD），頭囲29．5cm（2．5SD），胸囲30．5cm

で，心拍数148／分，呼吸数52／分であった．四肢の脈は

良好に触知できた．心雑音は聴取せず，2音の元進を

認めた．血液検査では白血球20，400／μ1，Hb　18．5g／dl，

血小板340，000／μ1で特に異常を認めなかった．

　心外奇形として，多毛，前額突出，斜視，右腎の位

置異常，肋骨癒合などの多発奇形を認めた．染色体検

査では，G－bandingで異常なく，FISH法による22

q11．2領域の欠失も認めなかった．

　心エコー検査（図2，3）および梼骨動脈造影（図

4）で，左室の低形成，大動脈峡部形成，pulmonary－

ductus－discending　aorta－trunk（以下，　PDDTと略す）

を形成する動脈管開存，筋性部の心室中隔小欠損，卵

円孔開存，肺高血圧と診断した．

　擁骨動脈造影像で大動脈峡部径は2．7mmであった．

　心エコー検査での計測では，左室拡張末期径（以下，

LVEDDと略す）は6．8mm（57％of　normal），僧幅弁

輪径は5mmと小さく，三尖弁輪径は11n）・in（僧帽弁輪

径／三尖弁輪径＝0．45）であった．大動脈弁輪径は3．5

mmであった．　LA／Ao＝2．2で左室拡張末期後壁厚は

3．3mmであった．なお，　LVEDDの正常値は瀬［らの

報告6）に従った．

　卵円孔は6mm開存し，血流は左右短絡であった．大

動脈弁は三尖で，大動脈弁狭窄や僧帽弁狭窄は認めな

かった．PDDTでは血流は両方向であり，右左短絡優

位であった．筋性部心室中隔欠損は小欠損で，血流は

左右短絡優位であった．
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　　　図2　症例1の心エコー所見（日齢0）

L；四腔断面像，下；短軸断面像．

胎児エコーと同様に著明な左室低形成を認めた．卵円

孔は開存しており，Ii∫流は左右短絡であった．心室中

隔はほぼ平坦で，右室圧は左室圧と同じくらいと思わ

れた．

LV：左室，　RV：右室，　LA：左房，　RA：右房，

LVEDD：左室拡張末期径

　治療として，リボPGEI投与（3ng／kg／分）と利尿剤

投与，水分制限を行い経過をみた．その結果，経過と

ともに肺血管抵抗が減少し，動脈管の左右短絡による

肺血流が増加して，それに伴って次第に左室径が増大

していった．

　心エコー検査では，LVEDDは生後2週で9mm
（75％of　nortnal），4週で10mm（77％of　normal），6

週で141nln（93％of　norrnal）と次第に増大していった

（図5，6）．6週時の計測で，僧帽弁輪径は7mmと増

大し，三尖弁輪径は13mm（僧帽弁輪径／三尖弁輪径＝

0．54）であった．大動脈弁輪径は4．7mmであった．ま

た，大動脈峡部の径も増大していた．

　また体血圧とほぼ同等の肺高血圧が持続した．動脈

管はPDDTを形成したままで，血流は生後4週には左
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　　　図3　症例1の心エコー所見（日齢0）

動脈管は太く，PDDTを形成していた．　PDDTの血流

は右左短絡優位であった．

PA：肺動脈，　DAo：左行大動脈
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　　図4　症例1の梼骨動脈造影所見（口齢0）

LAO　45度．大動脈峡部の低形成を認める．大動脈峡部

径ば2．7mm，大動脈弓頂部径は3．3mmであった．

右短絡優位となった．なお，リボPGE1は28日で漸減中

止した．

　卵円孔は次第に狭小化し生後6週で径2mm程度と

なり血流は左右の小短絡となった．
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　　　図5　症例1の心エコー所見（H齢41）

上；四腔断面像，下；短軸断面像．

左室径は次第に増大していった．左室とほぼ等圧の肺

高血圧が持続している．この頃にはPDDTの血流は左

右短絡優位となった．

LV：左室，　RV：右室，　LA：左房，　RA：右房，

LVEDD：左室拡張末期径
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図6　症例1の心エコー検査におけるLVEDDの推
　移

　LVEDD：左室拡張未期径，　BSA：体表面積
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　　　図7　症例1の左室造影所見（2カ月）

側面1象左室容積は増大し，大動脈峡部低形成は改善

してきた．大動脈峡部径は4．Ommであった．

　胸部X線では，心胸比は生下時59％であったが，次

第に増大し，1カ月時には65％となって心拡大は著明

になり，肺血流は生下時に比べ増加していた．

　心電図は，生下時はQRS軸一130°でRV5は1．OmV

であった．2カ月時にRV5は2．OmVであった．

　2カ月時に心臓カテーテル検査，心血管造影を施行

し，左室拡張末期容量は5mlで70％of　normalであっ

た（図7）．また，肺動脈と大動脈の収縮期圧比は60／

64mmHgであった．

　この結果より，左室の容量は体血流を維持しうると

判断した．大動脈峡部の低形成も改善していたので3

カ月時に動脈管結紮術のみを施行した．

　術後は低拍出症候群もなく，問題なく経過した．術

後の心エコー検査で大動脈峡部での流速は2m／sで有

意な狭窄はないと思われた．動脈管に少量の遺残左右

短絡を残したが，その後も成長に伴ってLVEDDが増

大した（図6）．

　1歳1カ月の心臓カテーテル検査，心血管造影では，

大動脈峡部での狭窄は認めず，左室拡張末期容量は25

rnl（180％of　normal）であった（図8）．肺動脈と大動

脈の収縮期圧比は60／91mmHgであった．

　2歳7カ月時には，心エコー検査で，LVEDDは30
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　図8　症例1の大動脈造影所見（1歳1カ月）

側面f象動脈管結紮術後，大動脈峡部に優位な狭窄は

認めなかった．動脈管に残存短絡を認めた．

mm（115％of　normal）と増大しており，僧帽弁輪径

は13mm，三尖弁輪径は15mm（僧帽弁輪径／三尖弁輪

径＝O．87）で，大動脈弁輪径は7．8mmであった．また，

肺高血圧の改善が推測され，経過は順調である（図9）．

なお，心室中隔欠損は3カ月時に自然閉鎖した．

　また，児は精神運動発達遅延と発育不良を認めてい

る．発達については，歩行開始は2歳8カ月で，発語

は3歳で数語のみであり，発育指数は遠城寺式乳幼児

分析的発達検査で37％である．発育については，4歳

8カ月時の体重9．2kgで一3．3SD，身長88cmで一4．O

SDである．これらは心疾患によるものではなく，児の

多発奇形に伴う先天的な素因によると思われた．なお，

図10に4歳時の顔貌の写真を呈示した．

　　　　　　　　　　症　例　2

　妊娠，分娩に異常はなかった．

　児は，在胎39週，アプガースコア9点で出生した．

体重3，136g（＋0．4SD），身長50．Ocrn（＋0．3SD），頭

囲35　．　Ocm（＋0．9SD），胸囲33．Ocmであった．心雑音

のため日齢6に当院に紹介された．

　入院時，心拍数168／分，呼吸数60／分，上肢血圧55／
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　　図9　症例1の心エコー所見（2歳7カ月）

上；四腔断面像，下；短軸断面f象

LVEDDは増大し，肺高衆血圧と改善してきた．

LV：左室，　RV：右室，　LA：左房，　RA：右房，

LVEDD：左室拡張末期径
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　　　図11症例2の心エコー所見（日齢6）

上；四腔断面像，下：短軸断面f象

左室；は低形成で，卵円孔での血流は左右短絡であっ

た．心室中隔はほぼ平坦で，右室圧は左室圧と同じく

らいと思われた．

LV：左室，　RV：右室，　LA：左房，　RA：右房，

LVEDD：左室拡張末期径

43mmHg，下肢血圧47／28mmHgであった．聴診で，

収縮期駆出性雑音（Levine　3度）と2音の充進を認め

た．

　心外奇形を認めず，染色体検査（G－banding）でも異

常を認めなかった．

　この時の心エコー検査（図11）および擁骨動脈造影

（図12）で，左室の低形成，大動脈峡部低形成，動脈管

開存，卵円孔開存，肺高血圧と診断した．

　榛骨動脈造影像で大動脈峡部径は3．Ommであった．

　心エコー検査での計測では，LVEDDは9mm（56％

of　normal），僧帽弁輸径は7mmと小さく，三尖弁輪径

は11mm（僧帽弁輪径／三尖弁輪径＝0．64）であった．

大動脈弁輪径は5．5mmであった．　LA／Ao＝1．6で左室

拡張末期後壁厚は3．Ommであった．動脈管開存は2

mmで，血流は両方向短絡であった．また卵円孔は径

4mmで，血流は左右短絡であった．
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　　図12　症例2の梼骨動脈造影所見（ヒ1齢6）

側面像．大動脈峡部の低形成を認める．大動脈峡部径

は3．Omm，大動脈弓頂部径は3．8mmであった．

　入院時の胸部X線で心胸比は60％であった．心電図

では，QRS軸150”でRV、は／．5mVであった．

　この症例では，口齢6であったこと，動脈管は太く

なくて左室が体血流のかなりな部分を維持していると

思われたことから，リボPGE1を使用しないで経過を

みた．

　全身状態は安定したままで，左室径は生後より徐々

に増大し，LVEDDは2カ月時には17mm（82％of　nor－

mal）となり，その後も増大していった（図13，14），

9カ月時の心エコー検査では，LVEDDは22mm（85％

of　normal）となり，僧帽弁輪径は12mm，三尖部輪径

は13mm（僧帽弁輪径／三尖弁輪径＝0．92）であった．

大動脈弁輪径は9．8mmであった．

　2カ月時の心エコー検査では，動脈管は径2mm程度

関存したままであった．卵円孔は狭小化し小短絡に

なっていった．

　その後，肺高血圧を徐々に改善し，生後9カ月時に

は肺高血圧を示唆する心エコー所見は認められなかっ

た（図15）．動脈管は軽度の短絡となったので，現在手

術することなく経過をみているが，経過は順調である．
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／

LVEDD＝17mm
図13症例2の心エコー所見（2カ月，短軸断面像）

　左室低形成は改善し，肺高血圧も次第に軽快した．

　LV：左室，　RV：右室，　LVEDD：左室拡張末期径

〈mm）
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　　　　　　　－一一正常値　●－2カ月
　　　　　　　　Y＝35．　　logX十40．8
一日齢・　1：豊：9s．、
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　　　　　　　　　　（m2）
　　BSA

図14　症例2の心エコー検査におけるLVEDDの推
移

LVEDD：左室拡張末期径，　BSA　体表面積

　　　　　　　　　　考　　察

　胎児期・新生児期に著明な左室低形成を呈しながら

も，経過とともに自然軽快を認めた興味ある2症例を

経験した．

　私たちの選択した治療についてであるが，症例1に

おいて，出生時に低形成の左室が体循環を維持できる

かが問題であった．大動脈の形成術と動脈管結紮術と

いう手術法は，術後の低拍出症候群を起こす可能性が

高いと思われた．手術を行うとすれば，左心低形成症

候群と同じように，肺動脈近位と下行大動脈を人工血

管でつなぎ，肺動脈に絞拒術を行うVan　Praaghの手

術といった方法などを検討した．
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　　　図15症例2の心エコー所見（9カ月）

上；四腔断面像，下；短軸断面像．

左室低形成と肺高血圧の改善を認めた，

LV：左室，　RV：右室，　LA：左房，　RA：右房，

LVEDD：左室拡張末期径

　一方，手術をしないで，リボPGEIで動脈管を開けて

内科的治療を続けた場合，利点として，PDDTを介し

ての左右短絡血流により肺血流が増加することで左房

への還流血が増え，左室の容量が増加することが期待

できると思われた7｝．出生後4週間程度で肺血管抵抗

が下がってくれば，よりその効果が期待できると思わ

れた．さらに，PDDTが開存してくることで，たとえ

左室駆出量が少なくても下半身への血流を保ち得ると

考えた．

　結局，リボPGE1投与と抗心不全治療で割合状態が

安定していたので，もし内科的治療が限界になれば外

科的治療を行うという方針で内科的治療を続けた．そ

545　－一（53）

の結果，左室径の増大，大動脈峡部低形成の改善を認

め，正常な血行動態への修復が可能となった．

　症例2においては，リボPGE1を投与して，径2mm

となっている動脈管を大きく開存させる治療法も当然

考えられた．しかし，動脈管がすでに径21nmと小さく，

体血流は動脈管に依存しなくても維持できると思われ

た．また，すでに日齢6であったことから，結局リボ

PGE1を投与しなかった．

　今回の症例では，以下のような条件がそろったこと

で，低形成の左室と大動脈峡部が改善したものと考え

られた．すなわち，1．大動脈峡部低形成が新生児期に

大動脈形成術を必要とするほど重度でなかった．2．生

後肺血管抵抗が低下し，動脈管を介しての左右短絡が

増加することで左心系への還流血流量が増加した．3．

卵円孔はあまり大きくなく，生後狭小化する事で左房

の血流が右心系へ逃げることなく左室へ流入できた．

　左室低形成には様々なスペクトラムが考えられる．

よって治療法の選択については，個々の症例で充分な

検討が必要と思われる．

　今回のように左室が胎児期・新生児期に低形成に

なった原因について推測してみた．心エコー検査の結

果では，出生後に卵円孔は開存しており，僧帽弁，左

室流出路，大動脈弁などの左心系には，大動脈峡部低

形成以外に狭窄を認めなかった．大動脈縮窄の症例に

おいて，左室が狭小な例を時に経験するが，今回のよ

うに大動脈形成術を必要としない程度の大動脈峡部低

形成でも左室が低形成となるのだろうか．むしろ大動

脈峡部の低形成は，左室から大動脈を経由する血流の

低下の結果であって，左室低形成の原因ではないと考

えるべきであろう．胎児期に一一過性に左室を経由する

血流が減少する何らかの病態が出現したのかもしれな

い．

　妊娠中期からの経時的胎児エコー検査により，胎内

での左室低形成発生の自然経過が解明される可能性が

あり，症例の積み重ねが必要である．

　　　　　　　　　　結　　語

　胎児期または出生時に著明な左室の低形成，大動脈

峡部の低形成，動脈管開存，肺高血圧を認めたが，次

第に左室径が増大していった症例を2例経験したの

で，その経過を報告した．

　なお，本稿の要旨は第32回日本小児循環器学会総会で報

告した．
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Improvement　of　Hypoplasia　of　the　Left　Ventricle　Found　at　Prenatal　or

　　　　　　　　　　　Neonatal　Period－A　Case　Report　on　2　Cases一

Yasuko　Sato1），　Hiroaki　Nomura1），　Takeshi　Nishi2）and　Osamu　Ooba3）

　　　　　　　　　1）Department　of　Pediatrics，　Kohsei　General　HospitaI

　　　　　2）Department　of　Pediatric　Cardiology，　Hiroshima　City　Hospital

　　　3）Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Hiroshima　City　Hospita1

　　　　We　report　on　two　rare　cases，　in　which　a　marked　hypoplastic　Ieft　ventricle，　complicated　with

hypoplasia　of　the　aortic　isthmus，　patent　ductus　arteriosus　and　pulmonary　hypertension　was　found

at　prenatal　or　neonatal　period，　and　the　hypoplastic　left　ventricle　improved　with　their　growth．

　　　　In　these　two　cases，　foramen　ovale　was　patent，　but　aortic　stenosis　and　mitral　valve　stenosis

were　excluded．

　　　　In　case　1，　the　left　ventricular　diameter　was　6　mm（the　ratio　of　the　right　to　left　ventricular

diameter　was　3．2：1）by　fetal　echocardiography　performed　at　37　weeks　of　gestation．　After　birth，

1ipo－prostaglandin　EI　and　treatments　for　cardiac　failure　were　started．　The　left　ventricular

diameter　increased　gradually　with　the　patient’s　growth．　The　patent　ductus　arteriosus　was　ligated

at　the　age　of　3　months．

　　　　In　case　2，　the　left　ventricular　end－diastolic　dimension　was　9　mm（56％of　normal）on　the　6th

day　after　birth．　The　hypoplastic　left　ventricle　and　hypoplasia　of　the　aortic　isthmus　improved

gradually　as　the　patient’s　growth．
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