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先天性心疾患における胎児心臓スクリーニングの効果と問題点
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Effects of and Problems in Prenatal Screening for Congenital Heart Disease
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Background: We began widespread the use of fetal heart screening (FHS) in south Osaka from 2002.
Purpose: To analyze the effects of and problems in FHS.
Methods: In this study, we included 1,743 fetuses referred to our institution for fetal echocardiography and 528 neonates admitted in the cardiac ward between 1995 and 2008. We divided the study into two periods, i.e., the early period (1995–2001) and
the late period (2002–2008) and compared the following parameters: (1) incidence of congenital heart disease (CHD) during
the study period, (2) rate of prenatal diagnosis of CHD in fetuses admitted, (3) reason for referral, (4) ratio of other fetal anomalies to CHD, (5) CHD diagnoses, (6) outcomes of fetuses with CHD, (7) differences between outcomes of neonates admitted
with and without prenatal diagnosis.
Results: (1) The rate of prenatally diagnosed CHD increased significantly in the late period. (2) The percentage of neonates
with prenatal diagnosis increased annually and exceeded 60% in 2008. (3) The most common reason for referral was suspected
CHD in the late period. (4) Ratio of other anomalies to CHD tended to decrease in the late period. (5) Abnormalities such as
transposition of the great arteries, as identified by outflow viewing, increased in the late period. It was difficult to detect total
anomalous pulmonary venous connection, even in the late period. (6) The survival rate improved in the late period. (7) There
were no differences between those with and without prenatal diagnosis.
Conclusions: Fetal heart screening leads to an increase in the number of prenatal diagnoses of CHD. It has not been proven
that FHS improves the outcomes of patients with CHD. Detecting total anomalous pulmonary venous connection was difficult,
despite using four-chamber and outflow views for screening.
要

旨

背景：新生児期に重症化する先天性心疾患
（CHD）をスクリーニングするために 2002 年から胎児心臓スクリーニン
グ検査
（FHS）の普及を近隣の医療機関を対象に開始した．FHS の普及効果と問題点について検討した．
方法：対象は 1995 年から 2008 年に当院で行った胎児心エコー検査 1,743 例と新生児入院症例 528 例．FHS 開始前
の 7 年間（1995〜2001 年）
，開始後の 7 年間
（2002〜2008 年）の 2 期間にわけ，FHS 普及による当科への影響を後方
視的に検討した．
結果：（1）胎児期に診断された CHD の数は後期に有意に増加した．
（2）新生児入院症例における胎児診断占有率は
後期に有意に増加し，2008 年には 61％となった．
（3）後期に CHD 疑いでの紹介が有意に増加した．
（4）他臓器疾
患の合併がないものが後期に増加する傾向にあった．
（5）後期に流出路断面像で診断できる疾患が増加したが総肺
静脈還流異常は依然診断が困難であった．
（6）
胎児診断例の生存率は前期 50.3％，後期 63.9％と後期に増加した．ま
た 1 カ月未満での死亡は前期 21.1％，後期 14.2％であった．
（7）新生児入院症例において胎児診断の有無で予後の
差はなかった．
結語：FHS により CHD の胎児診断数は増加した．しかし CHD をもつ児の予後の改善は証明できなかった．また
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総肺静脈還流異常などスクリーニングレベルでは診断が困難な疾患が存在する．さらなる診断，予後の向上，ま
た胎児診断された親の心理的ケアをどうするかが今後の課題である．

緒

言

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科で

CHD における他臓器疾患の有無，（5）胎児 CHD の疾
患の内訳，
（6）胎児 CHD の予後，
（7）入院症例での胎

は先天性心疾患
（CHD）
の胎児診断を 1981 年から行って

児診断の有無による予後の違い，とし 2 群間で比較し
た．統計処理は χ2 検定，T 検定を用い，有意水準を

いる．開始当初は CHD 疑いでの紹介は少なく，紹介

0.05 とした．

の大半が他臓器疾患や染色体異常を合併するもので

結

あった．そのため，CHD と診断されても心臓以外の
先天性疾患があり予後は不良であった．一方，新生児
入院の多くは胎児診断を受けずに重篤な状態で搬送さ

果

（1）当科で行った胎児心エコー検査数とそのうちの
CHD の数の年次推移
（Fig. 1）

れていた．新生児期に重症化する CHD をスクリーニン

当科で行った胎児心エコー検査数，また CHD の数は

グするために 2002 年から胎児心臓スクリーニング検

年々増加している．また 2 群における胎児心エコー検査

査
（FHS）
の普及を近隣の医療機関を対象に開始した．今
回この FHS の普及効果とその問題点について検討した．
対象と方法

に対する CHD の割合は後期で有意に増加していた
（p=0.005）．
（2）生後 1 カ月未満に循環器病棟に入院した症例にお
ける胎児診断例の占有率の年次推移
（Fig. 2）

対象は 1995〜2008 年の 14 年間に，大阪府立母子保

胎児診断占有率は特に FHS 開始後年々上昇しており，

健総合医療センター小児循環器科で胎児心エコー検査

2008 年には 61％となった．前期 18％，後期 40％と後

を行った胎児 1,743 例と，同期間中に循環器病棟に入

期で有意に胎児診断占有率が高かった
（p<0.001）．

院した新生児症例
（胎児診断例と出生後診断例）
528
例．方法は近隣の産科医院・病院産科に FHS の普及

（3）
胎児の紹介理由
（Table 1）
前期には他臓器奇形や子宮内胎児発育遅延（IUGR）

を開始する前［前期
（early period）
：1995〜2001 年の 7

が主な紹介理由であり，CHD が疑われての紹介は前

年間］と開始した後
［後期
（late period）
：2002〜2008 年

期 で は 69 例（10.2 ％）で あ っ た が 後 期 に は 308 例

の 7 年間］の 2 つの期間で FHS の普及による CHD の

（28.9％）と有意に増加した．多臓器奇形と子宮内発育

胎児診断，CHD の予後への影響を調査するために以
下の項目について後方視的に検討した．FHS の普及を

遅延をあわせると前期で 44％，後期で 35％であった．
（4）
胎児 CHD における他臓器疾患の有無
（Fig. 3）

行った施設は大阪府立母子保健総合医療センターの周

胎児 CHD のうち他臓器疾患の合併がないものは前

辺である大阪府の南部の産科医院・病院産科．それぞ

期 65％，後期 73％と後期に増加する傾向
（p=0.07）で

れの施設の診断医あるいは技師はスクリーニングの手
順を当科で実地修練した．スクリーニング方法は腹部

あった．
（5）胎児 CHD の疾患の内訳
（Table 2）

断面像，四腔断面像，流出路断面像，三大血管像を描

CHD を四腔断面像で診断できるもの，流出路断面

出し，診断をつけるのではなく，例えば心室のバラン

像で診断できるもの，それ以外の断面像で診断できる

スの異常や見えるはずのものが見えないなど，正常で

ものの 3 つに分類した．単心室，左心低形成のような

はないことを見つけることを目的としている．その中

片方の心室が明らかに大きく
（小さく）四腔断面像で容

で異常が疑われた場合は当院に紹介される．予後は 1

易に診断ができる CHD に比べ Fallot 四徴，両大血管

歳の時点での生存
（alive）
，1 カ月未満での死亡，1 カ

右室起始，大動脈縮窄複合といった流出路断面像で診

（IUFD），妊娠
月以上 1 歳未満での死亡，子宮内死亡

断できる疾患の増加が後期に目立ち，その割合は前期

中絶（TOP），予後不明
（unknown）
に分けた．

の四腔断面像，流出路断面像がそれぞれ 52％，48％

検討項目は，（1）当科で行った胎児心エコー検査数

に対し，後期ではそれぞれ 37％，63％と後期の流出

とそのうちの CHD の数の年次推移，
（2）
生後 1 カ月未

路断面像の割合が有意に増加した
（p=0.01）．その一方

満に循環器病棟に入院した症例における胎児診断例の

で心室中隔欠損など新生児期に治療を要しない疾患も

占 有 率 の 年 次 推 移，
（3）胎 児 の 紹 介 理 由，
（4）胎 児

増加した．また総肺静脈還流異常は FHS 後でも診断

4

日本小児循環器学会雑誌

第26巻

第2号

周生期心臓病の進歩と臨床

Fig. 1

Fig. 2

101

Trends in the numbers of fetal echocardiograph tests performed and CHD
confirmed at our institution.
CHD: congenital heart disease

The percent comparison of neonates with prenatal diagnosis based on year of admittance.
CHD: congenital heart disease

Table 1
Reason for referral

Reason for referral

Early period

Late period

p-value

Suspicion of CHD

69

10.2%

308

28.9%

<0.01

Sibling with CHD

104

15.3%

119

11.2%

0.01

Arrhythmia

111

16.3%

115

10.8%

<0.01

Other abnormality

158

23.3%

232

21.8%

0.47

IUGR

140

20.6%

146

13.7%

<0.01

27

4.0%

14

1.3%

<0.01
0.77

Hydrops fetalis
Twin

34

5.0%

50

4.7%

Maternal disease

23

3.4%

24

2.3%

0.15

Other

13

1.9%

56

5.3%

<0.01

Total

679

1,064

FHS: fetal heart screening, CHD: congenital heart disease, IUGR: intrauterine growth retardation
平成22年 3 月 1 日
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Fig. 3

Ratio of other fetal anomalies to CHD.
CHD: congenital heart disease

Table 2

Characteristics of prenatally diagnosed congenital heart disease
Early period

Late period

CHDs diagnosed by the 4CV
SV

17

11.6%

24

7.7%

HLHS

12

8.2%

16

5.2%

Ebstein

11

7.5%

22

7.1%

2

1.4%

11

3.5%

8

5.4%

11

3.5%

12

8.2%

11

3.5%

TA
PAIVS/cPS
AVSD

CHDs diagnosed by the outflow view and 3VV
VSD

20

13.6%

39

12.6%

TOF

5

3.4%

34

11.0%

27

18.4%

51

16.5%

CoA/IAA complex

2

1.4%

11

3.5%

TGA

2

1.4%

5

1.6%

0.6%

DORV

CHDs that are hard to diagnose by common FHS methods
Isolated CoA/IAA

0

0.0%

2

TAPVC

0

0.0%

1

0.3%

Other

29

19.7%

72

23.2%

Total

147

310

CHDs: congenital heart diseases, 3VV: three vessels view, FHS: fetal heart screening, SV: single ventricle, HLHS: hypoplastic left heart syndrome, TA: tricuspid atresia, PAIVS: pulmonary atresia with intact
ventricular septum, cPS: critical pulmonary stenosis, AVSD: atrioventricular septal defect, VSD: ventricular septal defect, TOF: tetralogy of Fallot, this category includes typical TOF, PAVSD (pulmonary atresia
with ventricular septal defect), and truncus arteriosus, DORV: double outlet right ventricle, CoA: coarctation of aorta, IAA: interruption of aortic arch, TGA: transposition of great arteries, TAPVC: total anomalous pulmonary venous connection
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Outcomes of fetuses with CHD

Early period

Late period

p-value

Alive

74

50.3%

198

63.9%

Deaths

36

24.5%

54

17.4%

–1 mo

31

21.1%

44

14.2%

1–12 mo

5

3.4%

10

3.2%

IUFD

15

10.2%

28

9.0%

TOP

13

8.8%

11

3.5%

9

6.1%

19

6.1%

Unknown
Total

147

0.02

310

FHS: fetal heart screening, IUFD: intrauterine fetal death, TOP: termination of pregnancy, mo: month-old
Table 3B

Survival of neonates admitted
Early period

Late period

Postnatal diagnosis

169/216 (78%)

131/149 (88%)

Prenatal diagnosis

33/49 (67%)

85/100 (85%)

できたのは 1 例のみであった．

IUGR であったものが後期には CHD 疑いが主となっ

（6）
胎児 CHD の予後（Table 3A）

た．また胎児診断例において染色体異常や他臓器疾患

胎児診断例の生存率は前期 50.3％，後期 63.9％と後

を合併しないものの割合が増加する傾向にあった．

期で有意に増加（p=0.02）した．また 1 カ月未満での死

つまり，それまでは CHD 以外の他臓器疾患などを

亡は前期 21.1％，後期 14.2％であった．妊娠中絶は前

もつものを中心とした偏った集団を対象にしていたも

期 8.8％，後期 3.5％であった．

のが，スクリーニングにより広く偏りのない集団を対

（7）入院症例での胎児診断の有無による予後の違い
（Table 3B）

象にできるようになったと考えられる．
胎児心エコー検査の検出感度の報告はいくつかあ

スクリーニング開始後
（後期）に注目してみると新生

り，診断に使用する断面像により感度が異なる．四腔

児入院症例のうち胎児診断されていないものの生存率

断面像のみでは 4.5〜35％1–3）であり，四腔断面像に流

は 88％，されているものは 85％と差はなかった．そ

出路断面像を加えると 14.3〜75％4–6），四腔断面像に三

のうち胎児診断がなく，1 カ月未満での死亡は 10 例，

大血管像や三大血管気管像を加えると 88.5％になると報

ショックからの死亡は 1 例であり，胎児診断されてお

告されている7）．今回普及したスクリーニングは四腔断

り，1 カ月未満での死亡は 6 例であった．その内訳と

面像，流出路断面像，三大血管像を描出する方法で

してはいずれも単心室，総肺静脈還流異常合併，左心

行った．当院周辺での CHD 罹患はおおよそ当科の新

低形成症候群，重症 Ebstein 病，低出生体重児などで

生児入院に反映するため，検出感度は新生児入院にお

あった．循環器病棟入院症例のため重症の染色体異

ける胎児診断占有率に近似される．FHS 開始後胎児診

常，他臓器疾患合併症例はわずかであった．

断例の占有率は年々増加し，2008 年には 60％を超え

考

察

1．FHS の普及の効果

て お り， 今 回 行 っ た FHS は 四 腔 断 面 像 だ け で は な
く，それ以外の断面像を評価した感度となっている．
その感度は報告と比べても良好であり，今後さらなる

今回の FHS の普及は新生児期に重篤になる疾患を

改善が期待される．今回周辺の医療機関の協力のもと

胎児期にスクリーニングし，その予後を改善する目的

施行した FHS は今まで一般産科診療においてあまり

で行った．その結果，当科への胎児紹介数，そのうち

注意されなかった胎児の心臓に光を当て，CHD の胎

の CHD の割合，新生児入院の胎児診断占有率が有意

児診断を向上させるには極めて有用であったと考えら

に増加し，胎児の紹介理由が前期には他臓器の異常や

れる．

平成22年 3 月 1 日
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り，これからは FHS の普及とともに CHD が適切に分

2．問題点
スクリーニングの精度が向上し，より大きな集団を
抽出することにより，胎児診断例が増加することは間

娩，入院できるように一施設だけではなく地域の連携
が必要である．

違いない．しかし胎児診断例がただ増加することが予
後の改善に結びつくかというと疑問である．心疾患の

3．今後の課題

胎児診断が CHD の予後を改善しないという報告 が

胎児診断が向上しても診断が困難な症例が存在す

あったり，今回の研究においても Table 3B に示すよう

る．今回の検討では四腔断面像，最近では流出路断面

に胎児診断の有無で予後に差はなかった．この原因と

像で診断できる疾患が増加した．特に以前は診断が困

8）

して以下のことが考えられる．
CHD をもつ児の集団の中には新生児期に重症とな

難であった新生児期に重篤となる大動脈縮窄複合や完
全大血管転位が診断できるようになってきた．しかし

り迅速な診断治療により救命可能な疾患，出生してか

総肺静脈還流異常はスクリーニングレベルでの診断は

ら診断しても遅くない疾患，胎児期・周産期に今の医

依然困難である．また総肺静脈還流異常の胎児診断に

療レベルでは救命できない疾患が含まれる．このうち

ついての報告9，10）は数えるほどである．これは通常の

胎児診断の増加により予後が改善するものは新生児期

胎児エコー検査の一部として FHS を行うことから心

に重症となり迅速な診断治療により救命可能な疾患

臓にかける時間が限られていること，肺静脈が左心房

［動脈管依存性疾患
（特に体血圧が動脈管依存性のも

に還流するところを詳細に確認する能力が必要なこと

の）
，総肺静脈還流異常，完全大血管転位など］であ

が挙げられる．カラードプラを用いることで診断が容

り，それ以外のものは医療技術の進歩により予後が改

易になるが，スクリーニングレベルではルーチンにカ

善すると考えられる．今回胎児診断の増加にもかかわ

ラードプラを使用して診断することは現在の段階では

らず，胎児診断がされているものとされていないもの

困難であるように思える．そのため総肺静脈還流異常

で予後に差がなかったのは上記のような疾患を FHS

のスクリーニングについては今後のスクリーニングレ

前から出生後早期に診断治療できていた，あるいは

ベルでのカラードプラの普及とともに，小児循環器医

FHS 開始後も全く上記疾患を診断できていないという

が FHS に参加する新たなスクリーニング方法を考え

2 つの可能性が考えられる．結果
（7）の死亡例の比較

ていく必要がある．

では出生後診断例でのショックに伴う死亡はわずか 1

FHS の普及に伴い，胎児期から落ち着いて病状の説

例であることからその原因は前者に起因するところが

明ができ，胎児の両親としては理解できる機会が増加

大きいと考えられる．特に大阪では新生児搬送システ

する．しかし一方で治療が困難である胎児も多く診断

ムが整備されていることが大きな要因と推測される．

されるようになり，それをどう対処していくかも大き

逆に言うと出生後早期に診断・治療が困難な地域では

な課題となってくる．妊娠中〜後期で診断され，治療

胎児診断が特に有用となる．

が困難であると告げられた両親，特に母親の気持ちは

また後者についてもスクリーニングは発展途上であ

計りしれない．そのためには医師からの十分な説明

り，すべての CHD を診断できているわけではない．

や，カウンセリングを実施することが必要であり，特

どの程度新生児期に重症となる疾患を診断可能である

に 22 週未満で診断される場合には慎重でなければな

かというと Table 2 のように動脈管依存性疾患と完全

らない．また次の児についての遺伝カウンセリングも

大血管転位は胎児診断が可能となってきているが，総

必要である．今後，私たちはスクリーニングの向上と

肺静脈還流異常は依然スクリーニングが困難である．

胎児診断を受けた母親の心のケアを両輪に発展してい

今後 CHD の予後の改善のためにはさらなる治療技術

かねばならない．

の進歩とともに，新生児期に重症となる疾患をとりこ

結

ぼしなくスクリーニングすることが必要である．

語

一方，症例数の増加に伴い新生児期に治療を必要とし

FHS により CHD の胎児診断数は増加した．しかし

ない CHD から出生後直ちに集中治療を必要とする

CHD をもつ児の予後の改善は証明できなかった．ま

CHD まで重症度も幅広くなっており現場での対応に

た総肺静脈還流異常などスクリーニングレベルでは診

混乱を来している．CHD の診断数だけが増加しても

断が困難な疾患が存在する．さらなる診断，予後の向

病状に応じたトリアージができないと医療資源の枯渇

上，また胎児診断された親の心理的ケアをどうするか

を招く可能性がある．そのため高次機関としての役割

が今後の課題である．

を果たすために症例をトリアージすることが重要であ
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本論文の要旨は，第 44 回日本小児循環器学会総会・学術
集会
（2008 年 7 月，福島県）
のシンポジウムにおいて講演した．
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