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症例報告

13トリソミーまたは18トリソミーに対する開心術の経験
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Four Cases of Open-heart Surgery in Infants with Trisomy 13 or Trisomy 18
Emiko Suzuki,1) Yoshihiro Oshima,1) Yoshio Doi,1) Shingo Ohtaka,1) Ikuo Hashimoto,2) Fukiko Ichida,2)
Toshio Miyawaki,2) and Takuro Misaki1)
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Because surgical repair of congenital heart lesions in children with trisomy 13 or 18 has been outside of surgical indication, the
effectiveness of cardiac surgery has not been clarified. We describe 4 cases of open-heart surgery in infants with these syndromes, one with trisomy 13 and three with trisomy 18. Two survivors are at home. Another survivor who underwent palliative
open-heart surgery is in preparation for at-home nursing. Surgical intervention prolonged the lives and improved the clinical
symptoms of these patients. As for the infant who died in hospital, the family could share quality time with her after surgery
despite her short lifespan. We therefore postulate that intracardiac repair as well as palliative surgery for infants with trisomy
13 or 18 helps to improve the quality of life for both the patient and the family.
要

旨

従来，13および18トリソミーの合併心奇形に対する外科治療は適応外とされてきたため，その治療効果はいま
だ明らかにされていない．家族の強い希望により開心術が選択された，13トリソミーの 1 例と18トリソミーの 3
例を経験したので報告する．心内修復が行われた13トリソミーの 1 例と18トリソミーの 2 例の計 3 例のうち，2 例
は現在，在宅療養中で，ほかの 1 例は術後 4 カ月目に病院死した．また，体外循環下に姑息術が行われた症例
は，現在，在宅療養へ向け準備中である．生存例では手術により延命と臨床症状の改善が得られている．死亡症
例でも，短期間ではあったが，家族が患児と共有する十分な時間が得られた．児と家族の生活の質
（QOL）の改善
のためには，姑息術のみでなく心内修復を含めた外科治療も，有効であると考えられた．

させる可能性が論理的に示されている16）．われわれは

はじめに

これらの染色体異常を伴う心疾患 4 症例に対し，家族

13トリソミーおよび18トリソミー症候群は生命予後
不良の疾患群であり，従来，合併心奇形に対する外科

の強い希望により，十分な情報提供と話し合いのもと
に開心術を選択したので，経過を含め報告する．

治療は適応外とされてきたことから，その治療効果は

対

いまだ明らかにされていない1–5）．近年，親の会から

象

は子供一人ひとりの状況に応じた治療を望む声が高ま

2000年11月から2004年 3 月までに，富山医科薬科大

り，家族と共有する時間や空間の拡大を目的に外科治

学（現富山大学医学部）附属病院第一外科
（心臓血管外

療が選択される例が増えつつある6，7）．また，1990年

科）において，13または18トリソミーに合併する先天

ごろより少ないながらも国内外でこれらの疾患群に対

性心疾患に対し，体外循環下に外科治療が行われた13

8–15）

， 特 に2004年 の

トリソミー 1 例，18トリソミー 3 例の計 4 例を対象と

Grahamらの報告では，心臓手術が彼らのQOLを改善

した（Table 1，2）．なお，同期間中に当院の小児科お

する心臓手術の報告が認められ
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Table 1
Chromosomal
diagnosis

Case

Patient Profiles

Sex

Gestational
age (weeks)

Body weight
at birth

Prenatal
diagnosis

Cardiovascular
anomalies

Other findings

1

Trisomy 13

M

39

2,545 g

None

VSD, PDA

Cleft lip and palate,
Polydactylia

2

Trisomy 18

F

39

2,044 g

None

MA, Restrictive ASD,
CoA, Arch hypoplasia,
PDA, SAS

Anal atresia,
Obstructive apnea

3

Trisomy 18

F

41

2,430 g

None

VSD, ASD, PDA

Upper airway obstruction

4

Trisomy 18

F

42

2,116 g

At 34 weeks

Syndactyly,
Multiple VSDs,
Bronchomalacia,
Valv. AS (bicuspid valve)
Obstructive apnea

VSD: ventricular septal defect, ASD: atrial septal defect, PDA: patent ductus arteriosus, MA: mitral atresia, SAS: subaortic stenosis, CoA: coarctation
of the aorta, Valv. AS: valvular aortic stenosis

Table 2
Case

Outcome of patients with trisomy 13 or trisomy 18 who underwent open-heart surgery

Palliative surgery (age)

1

Open-heart corrective surgery (age)

Results

VSD closure,
PDA ligation (3 mo)

Gastrostomy for GER,
alive at home

2

1) Bilateral PAB (86 d)
2) PA debanding,
ASD enlargement (8 mo)

3

PAB, PDA clipping (26 d)

VSD closure,
ASD closure (8 mo)

Alive at home,
with nasal airway

4

PAB (1 mo)

VSD closure,
Aortic valvotomy,
PA anterior relocation (4 mo)

Died at 8 mo

Alive, Tracheostomy,
on ventilator in hospital

d: days of age, mo: months of age, PAB: pulmonary artery banding, PA: pulmonary artery, GER: gastroesophageal reflux

よび第一外科で入院加療された13，18トリソミーは全

脈管開存（patent ductus arteriosus：PDA）がみられた．

6 症例で，内訳をTable 3に示した．13トリソミー 2

内科的に加療されていたが，1 カ月ごろより哺乳およ

例，18トリソミー 4 例であり，このうち心疾患の合併

び体重増加不良となり，両親が外科治療を強く希望し

は，それぞれ 2 例，3 例の計 5 例にみられた．今回検

たため，当院へ紹介された．

討の対象とした 4 例以外では，心疾患を合併していた

胸部X線で心胸郭比55％と心拡大がみられた．心エ

13トリソミーの 1 例は保存療法のみで入院中であり，

コー検査で，VSDは径 6mmの膜性部辺縁型と診断さ

心疾患の合併のなかった18トリソミーの 1 例は出生後

れた．心臓カテーテル検査では，肺対体血圧比（Pp/
Ps）= 0.38，肺対体血流比（Qp/Qs）
= 1.59，肺血管抵抗

まもなく死亡している．
症

例

1．症例 1
1）
現病歴

（Rp）= 2.99U・m2，正常左室拡張末期容積比129％，正
常右室拡張末期容積比148％であった．
2）経過
生後 3 カ月，体重3.6kgで，経右房アプローチによ

13トリソミー，男児．在胎39週，出生体重2,545gで院

るVSDパッチ閉鎖と，動脈管結紮が行われた．術翌日

外出生，口蓋裂を伴う顔貌異常および多指症により染

に抜管，嗄声がみられたが徐々に回復．約 1 カ月後に

色体異常を疑われ，前医の新生児集中治療室
（neonatal

退院したが，胃食道逆流
（gastroesophageal reflux：

intensive care unit：NICU）
に入院となった．染色体検

GER）による誤嚥性肺炎を繰り返したため，胃瘻造設

査により13トリソミーと診断された．心エコー検査に

術を受け，その後，誤嚥は軽減した．3 歳10カ月の時

て，心室中隔欠損
（ventricular septal defect：VSD）と動

点で，体重は8.0kgまで増加，最近の心エコー検査で
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Table 3

Overall patients with trisomy 13 or trisomy 18 from November 2000 to
March 2004

Chromosomal diagnosis

Cardiovascular surgery
Yes
No

Total

Trisomy 18

3

1 CHD (−)

4

Trisomy 13

1

1 CHD (+)

2

Total

4

2

6

CHD: congenital heart disease

は心機能は良好に保たれ，遺残病変はみられなかっ

い，チアノーゼが徐々に進行した．術直後は75〜80％

た．重度の精神運動発達遅滞がみられるものの，気道

あったSpO2が徐々に低下し，生後 5 カ月より酸素を濃

閉塞症状もなく，家族とともに生活している．

度30％で投与開始したが，SpO2は65〜70％と低迷し
た．二次手術に踏み切る直前には酸素濃度60％でも

2．症例 2

SpO2が60〜70％となり，常時人工呼吸器を装着するよ

1）
現病歴

うになった．この際も家族から積極的に手術の希望が

18トリソミー，女児．在胎39週，出生体重2,044gで

あ り， 生 後 8 カ 月， 体 重4.1kgに て， 体 外 循 環 下 に

院外出生した．顔貌異常および心エコー検査所見より

ASD拡大と肺動脈絞扼解除が行われた．術後，肺動脈

染色体異常が疑われ，当院のNICUに入院した．心エ

絞扼解除による心不全徴候はなく，同期式間欠的強制

コ ー検 査 で， 大 動 脈 弓 低 形 成 を 伴 った 大 動 脈 縮 窄

換気，室内気の呼吸器条件でSpO2は75〜80％とチア

（coarctation of the aorta：CoA）
，大きいPDA，僧帽弁閉

ノーゼは改善した．しかし閉塞性無呼吸のため人工呼

鎖
（mitral atresia：MA）
，小さな心房中隔欠損（atrial

吸器より離脱できず，気管切開を受けた．患児は 3 歳

septal defect：ASD）
，大動脈弁下狭窄
（subaortic steno-

5 カ月の時点で，体重12kgまで増加，人工呼吸器管理

sis：SAS）と診断された．染色体検査の結果，18トリ

下に入院中である．心エコー検査上，左室駆出率53％

ソミーと診断された．鎖肛も合併していた．

と心収縮力の軽度低下とSASの所見がみられた
（狭窄

2）
経過

部位の径については不明）
．上行大動脈，下行大動脈

鎖肛に関しては，肛門膣前庭瘻あるいは直腸膣前庭

の流速はそれぞれ1.02m/秒，0.52m/秒で，下行大動脈

瘻の存在（確定診断は未）により，十分な排便が得られ

の血流はおもに動脈管に依存していた．また，主肺動

たため，手術は行わず保存的治療にて管理し得た．消

脈エコーにて流速0.55m/秒，肺高血圧パターンを呈

化管と外性器の交通に起因する尿路感染症などのトラ

し，Eisenmenger症候群の状態であった．発達面では，

ブルは生じなかった．経管栄養を行ううえでも特に問

頸定はないが追視はみられている．家族は連日面会，

題は生じなかった．心疾患に関しては，家族は当初よ

清拭や車椅子での外出など患児と積極的にかかわる時

り積極的な治療を希望したが，患児の全身状態を考

間を過ごしている．現在，在宅療養へ向けて準備中で

慮すると開心姑息術（Norwood型手術）は困難と考えら

ある．

れた．PDAが非常に大きく，プロスタグランジンE1
（PGE1）
製剤の中止にても閉鎖傾向を示さず，血行動態
は維持された．ASDがやや狭小であったが，股関節拘

3．症例 3
1）現病歴

縮のため，カテーテルによるバルーン心房中隔裂開術

18トリソミー，女児．在胎41週，予定日超過にて陣

（balloon atrial septostomy：BAS）
の施行は困難であっ

痛 誘 発 す る も 切 迫 胎 児 仮 死 と な り 緊 急 帝 王 切 開，

は生後 1 カ月
た．室内気での経皮的酸素飽和度
（SpO2）

2,430g，アプガースコア 1 分値 7 点，5 分値 8 点にて

時90％前後，2 カ月時75〜80％と推移した．まず，非

出生．胎便吸引症候群のため，前医NICUに入院，日

開心姑息術が選択され，日齢86，体重1.8kgで，両側

齢 6 に気管内挿管が行われた．顔貌異常より染色体異

の肺動脈絞扼術
（pulmonary artery banding：PAB）が行

常が疑われ，検査の結果，18トリソミーと診断され

われた．心不全症状は改善したが，呼吸不全のため，

た．心エコー検査にてVSD，ASD，PDAがみられ，利

人工呼吸器からの離脱は困難であった．さらに，体重

尿剤，強心剤の内服による心不全のコントロールが開

増加に伴う相対的な肺血流減少とASDの狭小化に伴

始された．PDAに対してindomethacin投与が行われた
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が無効で，日齢 9 には肺出血も伴い，呼吸不全が悪化

tic stenosis：valv. AS）の合併が判明した．著明に拡大

した．家族の強い希望で，心疾患に対する外科治療を

した肺動脈の圧迫による気管支軟化症の併発も疑われ

目 的 に， 日 齢11に 当 院NICUに 搬 送 さ れ 入 院 と な っ

た．家族は当初，外科手術には消極的であったが，面

た．呼吸器感染や肺出血が改善した時点で，当科へ紹

会を重ねるうちに手術を希望するようになり，姑息術

介され，心エコー検査で，径7.5mm の膜性部辺縁型

が選択された．生後 1 カ月，体重1.8kgで胸骨正中切

VSD，ASD，PDAがみられた．

開にてPABが行われた．経過良好にて人工呼吸器を離

2）
経過

脱，外泊可能となった．しかし，生後 3 カ月ごろより

日齢26，体重1.7kgで，左第 3 肋間開胸にてPABおよ

呼吸状態が悪化，人工呼吸器管理が再開され，気管支

びPDAのclippingが行われた．経過良好でいったん自

鏡検査にて，左気管支軟化症と診断された．胸部CT

宅退院となったが，感染を契機に上気道閉塞症状が増

写真でも，拡張した上行大動脈と肺動脈による気管支

悪，再入院となった．以後，上気道確保のため，経鼻

の圧迫がみられ，閉塞性呼吸障害を来していた．家族

エアウェイが挿入された．その後，発達面では 5 カ月

は心内奇形と呼吸障害のため予後不良と説明を受けた

くらいからあやし笑いがみられるようになったが，体

が，外科手術による延命を強く希望，生後 4 カ月，体

重増加は不良であった．心エコー検査上，肺動脈絞扼

重2.8kgで心内修復が行われた．心尖部の小さな筋性

部での流速は 4m/秒以上みられ，体重増加不良が心不

部VSDは血行動態上問題ないため放置，膜性部VSDは

全によるものかどうかは疑問であったが，家族からの

経右房的にパッチ閉鎖が施された．次いで，上行大動

強い希望もあり，心内修復が選択された．8 カ月，体

脈を肺動脈分岐部の高さで切断，大動脈弁は異形成の

重2.8kgで経右房アプローチによるVSDパッチ閉鎖と

二尖弁で，無冠尖と左冠尖とが癒合しrapheを形成して

ASD直接閉鎖が行われた．VSDの展開に際しては，

いた．両交連と弁下に加えられた 1〜2mmの切開によ

outlet extensionが強いため，三尖弁前尖の弁輪部近傍

り，弁口はHegar 7 号が通過するまでに拡大した．そ

での切開が追加された．術後，人工呼吸器より容易に

の後，気管支軟化症に対し，肺動脈の上行大動脈前方

離脱したが，上気道閉塞症状のため経鼻エアウェイに

への転位が行われた．術後の心エコー検査では，valv.

て管理，酸素投与なしで，術後 1 カ月目に自宅退院と

ASは術前と変わりなく存在，左房の拡大を認め，か

なった．1 歳 4 カ月で3.9kg，2 歳 9 カ月で4.3kgと体重

つ僧帽弁の急速流入波の増高から左房圧の上昇が疑わ

は緩徐ながら増加している．数カ月おきに呼吸器感染

れた．残存短絡による左右短絡は少量と判断されるた

にて入退院を繰り返すが，基本的には在宅療養が可能

め，後負荷すなわちvalv. ASが影響している可能性が

となっている．

考えられた．また術後も閉塞性の呼吸障害は改善せ
ず，人工呼吸器管理を続けていたが，体重は徐々に増

4．症例 4

加，4.2kgまで達し，安定した状態が続いていた．生

1）
現病歴

後 8 カ月，突然，激しい不機嫌と啼泣の後，心室性頻

18トリソミー，女児．在胎34週で里帰り分娩目的に

脈から心室細動に移行，心肺蘇生に反応せず，永眠し

近医を受診した際に，胎児エコー検査にて小脳後方に

た．数カ月の間呼吸管理にて安定していたため，心エ

echo free spaceがみられたため，36週目に当院産婦人科

コー検査などのデータが残存しておらず，この時期の

に紹介された．胎児エコー検査にて小脳低形成，手指

血行動態については詳細不明であるが，急変後の心エ

の重合あり，染色体異常が疑われ，羊水検査にて18ト

コー検査では，大きく拡張した主肺動脈が心基部を圧

リソミーと出生前診断された．42週 2 日，体重2,116g

迫しており，左室壁の動きはほとんどみられなかっ

で出生，当院NICUに入院．耳介低位，顔貌異常，手

た．左房拡大が著明であり，弁切開後のvalv. ASの残

指重合，手指・足趾の合指症などの外表奇形がみら

存，あるいは拡張した肺動脈が心基部を圧迫したこと

（径 9mm），
れ，心エコー検査では膜性部のlarge VSD

による左室の圧負荷が原因となった可能性があると推

軽度のCoAがみられた．

測された．なお，剖検は行われなかった．

2）
経過
水分制限，利尿剤による保存的療法が開始された．

考

察

日齢 5 より感染徴候が出現，治療への反応も不良で

13トリソミーおよび18トリソミー症候群は，1960年

あった．呼吸不全も徐々に進行，日齢27より人工呼吸

に最初に報告された，重度の多発奇形と成長障害を呈

器管理が開始された．心エコー検査では，新たに径

する極めて予後不良の染色体異常疾患群である1–4）．18

2mmの小さな筋性部VSDや大動脈弁狭窄
（valvular aor-

トリソミーは，常染色体異常中21トリソミーに次いで

平成 20 年 7 月 1 日

41

550

発生頻度が高いことから臨床上重要であり，特に心疾

手術適応外としている10）．また，従来は合併心疾患に

患の合併は，ほぼ全例にみられ，染色体異常中最も高

対し内科的治療のみの立場をとっていた施設でも，最

頻度である1，2）．13トリソミーもまた，心疾患の合併は

近では積極的治療をも視野に入れた早期診断・早期治

1，3）

約90％にみられる

．さらに，18トリソミーにおける

療の重要性を唱えはじめている19）．

食道閉鎖や腸回転異常などの重度消化管奇形，13トリ

このような二つの流れのなかで，本邦においては，

ソミーにおける全前脳胞症などの重度脳奇形など，心

新生児医療の現場での治療の中止や差し控えに関する

疾患以外にも致命的な多発奇形を伴い，そのほとんど

ガイドラインについての議論が重要な位置を占めてい

が心疾患の有無や程度に関係なく，中枢性の無呼吸の

る．なかでも1987年，仁志田らにより明文化された新

2–4）

．1990

生児医療における医学上の倫理的意志決定（medical de-

年代にはWyllie，Embletonらが，これらの疾患群の主

20，21）
のなかのクラス分類で，積極的治療
cision making）

ため新生児期に死亡することが知られている

たる死因は心疾患ではなく中枢性無呼吸であり，心臓

を控え，一般的養護のみを行うクラスCの対象例とし

外科手術は予後を改善しないと指摘している3，4）．さ

て13，18トリソミーが例示されていたことも一因して

らに遡って1980年代にはCarterらが，18トリソミー症

か，13，18トリソミーでは，無為な延命につながる蘇

候群の児のうち心疾患や重度消化管奇形の合併がない

生，呼吸管理や心疾患に対する外科治療は積極的には

ものでさえ，生存期間は平均40日と非常に短いことを

行わないという考えが主流であったように思われる．

理由に，心臓外科手術を施す利点はないと主張してい

一方で，これらの疾患群のうち約10％は 1 年以上生

る5）．このような背景から，従来18トリソミーおよび

存し，さらに少数ではあるが学童期以上まで達するこ

13トリソミー症候群は致死的疾患とされ，積極的治療

ともあり，18トリソミーでは最長35歳，13トリソミー

が避けられてきた．本邦での報告でも，新生児期の一

では19歳までの長期生存の報告もある13，14，17，18，22，23）．

般外科手術にとどまり，心疾患に対しては，外科治療

また，長期生存には至らずとも，新生児期を乗り越

までは行わない施設が主流であった7，17）．

え，全身状態が安定した数カ月間に，一定の親子関係

しかし一方では，国内外ともに1990年ごろより，
開心術などの積極的治療例の報告も散見される

8–16）

を築いていく症例も見受けられる7）．さらに2001年に
は，18トリソミーの児をもつ親の会から，
「 18トリソ

（Table 4，5）
．特に，Grahamらは両疾患群における多

ミーだから積極的治療を行わない ではなく，子ども

数の心臓手術症例を検討し，開心術を含む外科治療の

一人ひとりの状態に応じて治療がなされていくことを

妥当性を示すとともに手術成績の決定因子として術前

望んでいます」との問題提起がなされた6）．2004年に

の呼吸状態を指摘している16）．Batyらも自然歴からみ

は，田村らにより重症新生児医療の治療方針に関する

て心疾患に対する手術治療に肯定的である14）が，同年

話し合いのための新たなガイドラインが示され，治療

代に報告されたWyllie，Embletonらの消極的な立場

3，4）

方針決定の主役が医療者から患児とその家族へと移さ

とは対照的である．近年，Rasmussenらは13トリソ

れている24）．こうした変化のなかで，13，18トリソ

ミーおよび18トリソミー症候群に関するpopulation-

ミーだからという理由で一律に消極的な管理法を選択

based analysisをもとに心疾患の存在自体は彼らの予後

するばかりではなく，個々の症例に応じて，在宅医療

に影響していないことを示しているが，手術の是非に

をめざすか，入院したままであってもいかに家族と時

ついてまでは言及していない18）．本邦では，寺口ら10）

間を共有し天寿を全うするかなど，管理方法の選択肢

が18トリソミーに伴う心疾患に関し具体的な手術適応

が増えてきている2，7，25）．実際にこれらの患児の治療

にも言及している．彼らは，手術適応になり得る合併

方針に関する倫理的意志決定に親が参加し，その結果

心疾患としてVSD，PDAに代表される左右短絡疾患，

が医療者側にフィードバックされる機会も増えてきて

CoA複合
（二期的手術）
，ファロー四徴症で 1 年以上の

いる26，27）．家族に患児の予後や外科治療におけるリス

長期生存が得られた場合，両大血管右室起始，共通房

ク，効果などの情報を適切に提示し，看取りのみとす

室弁口で肺高血圧がある場合，および肺動脈血流動脈

るのか，積極的に呼吸管理を行うのか，内科的治療や

管依存性心疾患（PGE1製剤投与に引き続いての体肺動

合併奇形に対する外科治療をどこまで行うのかなどに

脈短絡手術）を挙げている．一方，Fontan型手術は肺

ついて，患児の家族と医療スタッフとの間で十分な話

血管抵抗が十分に低いことが条件となるので，18トリ

し合いがもたれたうえで，管理方法が個々に選択され

ソミーにおける肺血管床の発育の評価ができていない

るべきであると考える．

現在は，適応に十分な検討を要すると指摘し，左心低

当院でも，4 例に対し人工心肺下に心臓手術が行わ

形成症候群
（hypoplastic left heart syndrome：HLHS）は

れたが，その目的は，あくまでも家族と共有する時間
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Table 4

Reported cases of cardiovascular surgery in infants with trisomy 13 or trisomy 18 in Japan

Author

Year of
report

Chromosomal
diagnosis

CHD

Palliative surgery (age)

Open-heart corrective
surgery (age)

Kinoshita,
et al8)

1990

Trisomy 18

CoA, VSD,
PDA

PDA ligation, repair of
aortic coarctation (8 d)

VSD closure (21 d)

Died of infective endocarditis
at 116 d

Nakamura
et al9)

1992

Trisomy 18

VSD, PDA

ICR (unknown)

Alive

Teraguchi
et al10)

1998

Trisomy 18

VSD, ASD,
PDA

PDA ligation (17 d)

Teraguchi
et al10)

1998

Trisomy 18

CoA, VSD,
PDA

PDA ligation, repair of
aortic coarctation,
PAB (10 d)

VSD closure (6 mo)

Died of hepatoblastoma
at 563 d

Teraguchi
et al10)

1998

Trisomy 18

VSD, PDA

PDA ligation, PAB (20 d)

VSD closure (6 mo)

Alive

Ichino
et al11)

2004

Trisomy 18

VSD, PDA

PAB, PDA ligation (20 d)

Unknown

Trisomy 18

4 cases of
VSD,
and/or PDA
and/or CoA

PAB for VSD,
PDA ligation,
repair of aortic coarctation,
respectively

Alive, 2 at home, 1 in hospital,
and 1 preparing for discharge

Kanetaka
et al12)

2005

Results

Died of heart failure at 111 d

ICR: intracardiac repair (used for cases whose details are not mentioned)

Table 5
Author

Reported cases of cardiovascular surgery in infants with trisomy 13 or trisomy 18 abroad

Year of Chromosomal
report diagnosis

CHD

Palliative surgery (age)

Open-heart corrective
surgery (age)

Results

Van Dyke DC
1990
et al13)

Trisomy 18

VSD, PS

ICR (2 y)

Died of irreversible congestive
heart failure post-surgery

Van Dyke DC
1990
et al13)

Trisomy 18

VSD, PDA

ICR (2 y)

Alive for more than 5 years after
surgery, attending school, able to
stand with support and to feed self

Baty BJ
et al14)

1994

Trisomy 18

CoA, DORV,
PDA

repair of DORV (14 mo)

Died during surgery

Strømme P
et al15)

2000

Trisomy 13

VSD, ASD,
PDA

ICR (3 mo)

Survived at home for 7 months, but
died of fever unexpectedly at 10 mo

2004

35 patients
with
trisomy 18
(24 patients)
and
trisomy 13
(11 patients)

VSD
or
TOF
or
CoA
or
Isolated PDA
or
CAVC

Graham EM
et al16)

PDA ligation, repair of
aortic coarctation
(4 mo)

21 patients; complete hemodynamic repair
(12 w/VSD, 3 w/CoA, 3 w/PDA, 2 w/TOF,
1 w/CAVC)
4 patients; palliative surgery w/subsequent
complete repair (4 w/VSD)
10 patients; palliative surgery only
(5 PABs for 3 w/VSD, 1 w/CoA and VSD,
1 w/CAVC, 4 SP shunts for 4 w/TOF,
1 PDA ligation for 1 w/VSD and PDA)

32 patients; discharged alive
(28 to home and 4 to referring
institutions)
3 patients died
(11d; just after VSD repair, 5 y; 46
days after complete repair of TOF,
6y; 9 days after palliative surgery
of TOF)

PS: pulmonary artery stenosis, DORV: double outlet right ventricle, TOF: tetralogy of Fallot, CAVC: common atrioventricular canal, SP shunt:
systemic-to-pulmonary artery shunt, w/: with

や空間の拡大であり，具体的には，延命し，可能であ

へと移行し，もう 1 例も準備中である．彼らの余命は

れば在宅療養へとつなげることである．実際に 4 例と

決して長くはないと予想されるが，たとえ短期間で

も，程度に違いはあるが手術により心不全症状は改善

あっても自宅退院や外泊が実現することで，残された

し，術後の体重増加もこれを示唆している
（Fig. 1〜

時間を，病院での面会とは比較にならない有意義なも

4）
．患児の状態が改善したことで，家族もより積極的

のとして過ごしてもらえるであろう．また，自宅退院

に患児とかかわることが可能になり，2 例は在宅療養

のかなわなかった例でも，家族は積極的に患児のケア
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Fig. 1

Body weight gain in case 1 (trisomy 13) before and
after cardiac surgery.
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Fig. 3 Body weight gain in case 3 (trisomy 18) before and
after cardiac surgery.
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Fig. 2 Body weight gain in case 2 (trisomy 18) before and
after cardiac surgery.

Fig. 4 Body weight gain in case 4 (trisomy 18) before and
after cardiac surgery.

にかかわるなどし，できるかぎり患児と時間・空間を

て，その都度検討していくべきものであろう．現時点

共有することができた．これがすべての症例において

では，呼吸障害の合併，肺血管抵抗が下がり難い病態

当てはまるとは言えないが，手術により心不全症状を

などから，原則としてVSD閉鎖か，これに準じる心内

軽減することは，予後を改善し，患児と家族のQOLを

修復までにとどめている．

改善する可能性があると考える．

VSDの治療方針に限って言えば，体重が 3kg前後あ

治療方針の選択にあたっては，当院ではまずNICU

ればVSD閉鎖術を選択，2kg未満ではPABを行う方針

の医師から，患児の状態や，心臓手術を含めて選択し

としている．VSD閉鎖とはいえ，術前状態が比較的良

得る治療方針，合併症，予後など，特に術後の呼吸不

好であった13トリソミーの症例 1 でさえ，術後，GER

全や在宅人工呼吸器の可能性を客観的に説明してもら

による誤嚥性肺炎を繰り返し，周術期から近接期の管

い，家族がこれらを十分に理解したうえで心臓手術を

理は容易ではなかった．症例 3 と 4 に対しては当初，

希望すれば，当科との間で適応を検討するとともに，

PABのみで症状の改善を図る方針であったが，呼吸障

再度家族に外科的な立場からの情報提供を行い，最終

害が残存したためか体重もあまり増加せず，根治手術

的な判断を行う方針としている．言い換えれば，医療

が選択された．

者側はあくまでも情報提供のみを行い，積極的に心臓

より複雑な病態では，心内修復を行う場合は延命処

手術を勧めることも否定することもせず患児とその家

置としてのものにとどめる．たとえば症例 2 のような

族の意思決定を尊重し，家族が患児の予後を十分に理

HLHSに準じる血行動態では，PDAが閉じない症例に

解しており，かつ適応が許せば，手術の希望に応じる

限り，高肺血流による心不全がみられれば両側PABを

という姿勢をとっている．

延命処置として行う．その後も，肺血管抵抗の問題か

次に外科治療をどこまで行うかという問題がある

ら，Glenn手術，Fontan型手術までは期待できないた

が，これは一般的な心疾患同様，患児の病態に応じ

め，肺血管抵抗の上昇に合わせて肺動脈絞扼解除を行
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うか，もしくは初めからPABをせずに経過観察とす
る．また，ASDの狭小化に対しては，BASが不可能で
あれば，心内修復であっても延命処置としてASD拡大
術のみ行うことにしている．今回提示した症例 2 は，
出生当初，本来ならNorwood型手術が必要な状態で
あった．家族も当初より手術を含めた積極的な治療を
希望していた．しかしこの手術は適応の範囲を超えて
おり，話し合いを重ねながら可能なかぎり積極的な治
療方針を選択していった．幸いにもPDAが大きく開存
しておりPGE1製剤投与を中止できる可能性があったた
め，試してみたところPDAの閉鎖はみられず，姑息
術，すなわち両側PABによる心不全の軽減が期待され
た．術後，体重は徐々に増加したが，初回手術時日齢
が遅く，さらに狭小化ASDのため，肺血管の閉塞性病
変が進行した．状態を家族に説明したところ，再度積
極的に手術の希望があり，二次手術へと踏み切った．
この際行われたASD拡大と肺動脈絞扼解除によりチア
ノーゼは改善したが，呼吸障害と肺血管病変のため，
予後は不良であろう．しかし，一時的な症状の緩解が
得られ，外泊および在宅療養の準備も進めており，初
期の目的は果たせたと考える．
いずれにしても，今回の経験，および過去の報告に
関する検討をとおして，13トリソミーおよび18トリソ
ミーのような重症新生児に対して心臓手術を行う場
合，開心術であるべきか否か，姑息術，心内修復のい
ずれであるべきかという点に結論はなく，あくまでも
延命およびQOLの改善という視点で各症例に最も適し
た術式を，個々に選択することが望ましいと言えるで
あろう．
まとめ
13トリソミーおよび18トリソミーに合併した心疾患
に対して，人工心肺を用いた外科手術が行われた 4 症
例を経験した．患児とその家族のQOLの改善，さらに
は早期自宅退院のためには，全身状態が許すかぎり，
開心根治術および姑息手術いずれにおいても心臓外科
治療は有効であると考えられた．
（なお，症例 2 は本稿の投稿後，満 4 歳の誕生日の翌
日に遠隔死した．突然の徐脈から心停止に至ったが原
因は明らかではなかった．自宅退院は実現できなかっ
た．
）
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