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双胎間輸血症候群における胎児・新生児の心血管障害
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東邦大学医学部新生児学講座教授

要約：双胎間輸血症候群（twin to twin transfusion syndrome：TTTS）は一絨毛膜（二羊膜性）双胎で
みられる合併症で，胎盤の血管吻合を介した血流の不均衡が引き金となり，受血児・供血児として表現され
る不均衡双胎となる．胎内では受血児は羊水過多，体重増加，心肥大，胎児水腫など，逆に供血児は胎内で
羊水過少，子宮内発育不全などの症状を持つ．循環血液量の減少した供血児では，胎児尿量の減少とともに
レニン―アンギオテンシンなどの renin-angiotensin-aldosterone system（RAAS）ホルモンが分泌亢進してい
る．TTTS ではこの供血児の RAAS ホルモンが血管吻合を通じて受血児に移行するため，受血児は循環血
液量過多にもかかわらず，RAAS ホルモンが高値となり

矛盾したホルモン環境

となる．こうした，血

流不均衡と内分泌環境がとくに受血児の心血管障害の原因となることが判明してきた．本文では典型的な心
筋肥大とその病理，肺動脈狭窄などの心奇形への発展過程などについて述べた．これらの児の生命予後や神
経学的予後は従来の治療法では決して満足のいくものではなく，予後改善のために近年注目される胎児治療，
胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術（fetoscopic laser photocoagulation：FLP）について紹介した．
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双胎間輸血症候群とは

双胎，いわゆる羊水過多過少症候群（twin oligohydramniospolyhydramnios

sequence：TOPS）と い う 概 念 が

双胎間輸血症候群（twin to twin transfusion syndrome：

Chescheir & Seeds４）により提唱された．これにより胎児期

TTTS）は一絨毛膜（二羊膜性）双胎（monochorionic diam-

から羊水の過多過少をもって診断することが一般的とな

niotic twin：MD twin）で 10〜30％ 程度にみられる合併

り，さらに羊水最大深度が 8 cm 以上と 2 cm 以下の羊水

１―３）

症で ，その発症には胎盤の血管吻合が不可欠であり，胎

過多過少に進展した重症 TTTS を胎内治療の基準からみ

盤を介した血流の不均衡により受血児（recipient）
・供血

た，狭義の TTTS として定義することが定着してきた．

児（donor）として表現される不均衡双胎が発現する．受

すなわち，Quintero et al．５）の TTTS の staging 分類（Ta-

血児は胎内では羊水過多，体重増加，心肥大，腔水症（胎

ble 1）では，①羊水最大深度が 8 cm 以上と 2 cm 以下の

児水腫）
など，出生後では多血症，高血圧，多尿，心肥大，

羊水過多過少の存在，②供血児の膀胱が見えない，③胎児

胎児水腫の症状がみられ，逆に供血児は胎内で羊水過少，

血流異常，④胎児水腫の合併，⑤胎内死亡というように重

子宮内発育不全など，出生後は貧血，乏尿・腎不全，羊水

症化を進行度の順に staging を作り，近年進歩した胎盤吻

過少症候群（肺低形成類縁疾患）などの症状を持つのが典

合血管に対する選択的レーザー凝固術における治療開始や

型例である．しかし，TTTS には幅広いスペクトラムが

治療効果の基準となっている６）．

あり，体重差や hemoglobin（Hb）値差といった古典的な
評価法にこだわらず，羊水過多過少の存在する一絨毛膜性
〒143―8541 東京都大田区大森西 6―11―1
受付：2012 年 12 月 7 日

東邦医学会雑誌 第 60 巻第 1 号，2013 年 1 月 1 日
ISSN 0040―8670，CODEN: TOIZAG
東邦医学会雑誌・2013 年 1 月

双胎間輸血症候群における胎児・新生児の心血管障害

Table 1
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Quintero staging of twin-to-twin transfusion syndrome.5）

Stage

Poly/oligohydramnios＊

No bladder in donor

CADs†

Hydrops

Death

I
II
III
IV
V

＋
＋
＋
＋
＋

−
＋
＋
＋
＋

−
−
＋
＋
＋

−
−
−
＋
＋

−
−
−
−
＋

＊Polyhydramnios,

MVP of ＞8 cm; oligohydramnios, MVP of ＜2 cm.
＿ 1 of the following: (1) UA AEDV/REDV, (2) RFDV or
†CADs, defined as presence of ＞
(3) PUVF
TTTS: twin to twin transfusion syndrome, CADs: critically abnormal Doppler studies, MVP:
maximum vertical pocket, UA: umbilical artery, AEDV: absent end-diastolic velocity, REDV:
revserse end-diastolic velocity, RFDV: reverse flow in the ductus venosus, PUVF: pulsatile
umbilical venous flow

双胎間輸血症候群における血行動態と内分泌環境

による容量負荷や高血圧や流出路障害による圧負荷が相互
に影響して循環器系の合併症が多い．特に頻度の高いもの

近年，TTTS の胎児循環において，供血児から受血児

として，心筋肥厚，房室弁逆流，持続性肺高血圧症など構

に移行する renin-angiotensin-aldosterone system（RAAS）

造奇形でないものが多い１１）が，肺動脈弁狭窄に進展してい

７）

の意義が注目されている ．前述のごとく，TTTS では受

る例もあり，重度のものでは手術治療やカテーテル治療が

血児・供血児が 1 つの胎盤を共有し，その吻合血管を介す

必要で，その成因理由とともに注目されている１２）．供血児

る慢性的な供血児から受血児への血液の移行のため，受血

では受血児ほどには心合併症は多くないが，体血流低下と

児では容量負荷が進行し，供血児では逆に容量過少となる．

いう血行動態を反映して大動脈発育不良を生じるという，

受血児の循環血液量は増加し，前負荷が過剰状態となると

Rudolph et al．
の flow theory１３）に基づく大動脈縮窄症など

atrial natriuretic peptide（ANP）や B-type natriuretic pep-

の合併症が特徴的である１４）．

tide（BNP）などのナトリウム利尿ペプチド natriuretic pep-

もともと，双胎では単胎に比べ心疾患合併の頻度が高く，

tide：NP）やエンドセリン 1 などの分泌が亢進し，尿産

45 文献を基にした Bahtiyar et al.の systematic review に

生は増加する８）．一方，循環血液量の減少した供血児では，

よれば１５），単胎に比して TTTS 非合併例では 6〜10 倍，

腎血流量減少にともなう胎児尿量の減少とともに RAAS

TTTS 合併では 15〜23 倍の発生率であるという．病型と

ホルモンが供血児腎臓で分泌亢進している．TTTS では

しては一般的に頻度の高い心室中隔欠損を除くと，受血児

この供血児の RAAS ホルモンが血管吻合を通じて受血児

の右心系の疾患（肺動脈弁狭窄および肺動脈閉鎖など）が

に移行するため，受血児は循環血液量過多にもかかわらず，

目立つ．このような高頻度の心合併症の原因は推測の域を

RAAS ホルモンが高値となり

出ないが，双胎という胎盤奇形が胎児に及ぼす genetic な

矛盾したホルモン環境：

paradoxical RAAS activation となる．これは two kidney,

要因，特に vasucular endothelial growth factors（VEGF）

one clip model ともいわれる．この paradoxical RAAS ac-

の双胎例における関与の増大が注目される１６）とともに，特

tivation により，受血児心臓は前負荷過剰に加えて，RAAS

に TTTS で心疾患が多い理由として，血行動態そのもの

ホルモンやエンドセリン 1 などによる全身の血管収縮のた

が心合併症発生のモデルとなる機序を内包している可能性

め，後負荷過剰状態に直面することで血管閉塞性病変や高

がある．

血圧，心筋症が惹起される．さらに RAAS ホルモンその
ものの心筋の線維化・肥厚化作用もあり，胎児心筋症に類
似の状態になりうると説明される９）．このような血行動態

受血児でみられる心合併症の実際
Fig. 2aは典型的な重症 TTTS の胎児エコー所見である．

や内分泌環境が両児の種々の循環障害の根本にあるとされ

すなわち，供血児は子宮壁に stuck し，受血児は腹水を伴

１０）
．
る（Fig. 1）

う胎児水腫を呈している．出生後の全身像も典型的 TTTS

双胎間輸血症候群でみられる心合併症

児で，受血児は心拡大，腹水，皮下浮腫が顕著で，供血児
は貧血を認めず，臨床的に腎不全と dry lung syndrome を

TTTS では，上記の血行動態を反映して種々の心合併

合併していた．Fig. 2b は同症例の胎児心エコーで受血児

症が発生する．特に，受血児に伴う特徴的な心合併症の存

のものであるが，胎内での受血児の心筋肥厚・内膜増生が

在が注目される．受血児においてはその循環血液量の増加

顕著で，四腔断面にて三尖弁逆流，僧帽弁逆流が目立つ．
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Fig. 1 Cardiac complications in the recipient, in particular the intrauterine hemodynamics of
twin-to-twin transfusion syndrome.10)
RAS: renin-angiotensin system, AT II: angiotensin II, NF: natriuretic factor

三尖弁逆流の流速は 4.2 m!
s で簡易ベルヌーイの式（圧較
2

2．肺動脈狭窄

差＝4×流速 ）より右室・右房の圧較差は 70 mmHg とな

受血児の心合併症の頻度としては前述の心筋肥厚や胎児

り，右心室の収縮期圧が胎児としてはかなり高圧となって

水腫ほど多くはないが特異的に受血児に発生することから

いることを証明するものである．出生後の受血児の心エ

心筋肥厚に付随して右室流出路狭窄，肺動脈弁の変性と狭

コー図でも，心室壁（心室中隔・左室後壁）の心筋肥厚と

窄が生じるのではないかと推察されている．重症度は様々

心内膜の高輝度所見を認める．

で重症例ではバルーンによる肺動脈弁切開を要する例もあ
る２１，２２）．われわれも 2 例において肺動脈弁バルーン切開術

受血児に特徴的な心合併症

が必要な症例を経験した．TTTS 受血児に合併する肺動

1．心筋肥厚（肥大型心筋症）

脈狭窄の発生機序としては，臍動脈の血管抵抗の増加に

われわれの調査では心筋肥厚は胎内期間ないし出生後の
１７）

よって受血児の体血管抵抗が増加し，それに伴って動脈管，

検査で TTTS の受血児のほとんどにみられた ．諸家の

右室圧が上昇するため，右心室の肥厚，三尖弁逆流，肺動

報告でも，胎児期にして心筋肥厚は 50％ 前後の高頻度の

脈狭窄の発生につながる説１２）と胎内で容量負荷が左心系と

発生率を示している１８，１９）．原因として胎児循環血液量増加，

右心系との血流のバランス違いが特に右心室の肥厚，肺動

高血圧，RAAS ホルモンによる心筋の線維化・肥厚化作

脈狭窄の発生につながる説２１）がある．頻度は当院では受血

用の影響が考えられる．これら心筋肥厚を伴う受血は出生

児の 5％ に認めており，その他の報告でも同様な発生頻度

時の状態が不良な割に高血圧を呈する例が多く，胸部 X

である２３）．

線でほとんどが心胸郭比（cardiothoracic ratio：CTR）60％

3．左室流出路狭窄

以上の心拡大を示すなどの特徴を有している．心エコー所

肥大型心筋症が顕著な例では右室流出路狭窄とともに左

見では体重別正常心筋壁厚の＋2SD を越える心筋肥厚が

室流出路狭窄も合併することがある．閉塞性肥大型心筋症

存在した．左室駆出率は正常なものが多いが，初期の収縮

と同様の血行動態である．肺動脈弁狭窄を合併した自験例

力低下を示すものもあり，これらは収縮力の改善後に心筋

において，動脈管結紮術後に容量負荷が軽減されたために

肥厚が明瞭化する．心筋肥厚は 10 日から 2 カ月の経過で

TTTS 受血児特有の心筋肥厚がさらに強くなり，左室流

正常化に向かい，可逆的な所見と考えられる１１）．剖検では，

出路狭窄まで進展し，プロプラノロールの使用により狭窄

心室後壁や心室中隔の肥厚により心室内腔の狭小化が認め

が改善した症例を報告した２４）．

られ，病理組織では心筋細胞の肥大が特徴的で，時に心内
３）

２０）

．
膜繊維弾性症 や血管中膜肥厚を伴う （Fig. 3a）

4．心室瘤と心嚢水
自験例では以下のまれな心合併症を経験した．受血児で
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Fig. 2a Fetal sonogram of representative severe twin-to-twin transfusion syndrome. The recipient (larger twin) has polyhydramnios, and the donor (smaller twin) has oligohydramnios.
The donor adheres to the uterine wall, and the recipient has fetal hydrops and ascites.

Fig. 2b Fetal echocardiogram of the recipient shown in Fig. 2a. Distinctive myocardial hypertrophy is evident at this fetal stage. A 4-chamber view shows a prominent tricuspid and mitral
regurgitation. Tricuspid regurgitation (TR) flow is 4.2 m/s, and according to the standard Bernoulli formula (pressure gradient＝4×velocity2) the pressure gradient between the right ventricle (RV) and right atrium (RA) is 70 mmHg, a high RV pressure for a fetus. This is the cause
of fetal hydrops in the recipient.
LV: left ventricle

は大量の心嚢水により両側肺が後方に圧排され，心筋肥厚

姑息的な治療法であるのに対し，胎盤吻合血管に対する選

（心室中隔壁 4.5 mm）と右室心尖部と交通性のある心室瘤

択的レーザー焼灼術（胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固

を有し，その壁は薄く，収縮性に乏しかった．房室弁の逆

術：fetoscopic laser photocoagulation：FLP）
（Fig. 3b）は

流は認めなかったが，臍帯動静脈の拡張を伴う臍帯浮腫，

現在，限られた施設でしか行うことはできないが，TTTS

胎児腹水，皮下浮腫を合併した胎児水腫であった．剖検が

の原因を絶つ意味で根治術であり，TTTS の予後改善へ

施行され，心嚢液は血性で，右室心尖部は瘤状に 10 mm

の期待が寄せられる．実際に本邦でも経験が積まれ，神経

突出し，凝血塊が充満していた．心外膜は心室瘤の部分の

学的予後において良好な成績を出している２５，２６）．前述した

み緑褐色に変色し，表面はフィブリンの付着がみられた．

心血管障害について，近年の報告では FLP 治療後も残存

瘤は組織学的に心筋の高度の脱落を呈し，線維化が著明で

し，特に影響を受けやすい受血児の右心系合併症（肺動脈

２４）

あった ．

胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術の
進歩と心合併症
胎内治療としては反復羊水穿刺が妊娠期間の延長を得る
60 巻 1 号

狭窄や機能的肺動脈閉鎖）が多いとされる２３，２７，２８）．自験例
でも出生後に機能的肺動脈弁閉鎖を合併した症例を経験
し，胎児期より肺動脈逆流と三尖弁逆流により動脈管の血
流も左右短絡となる右心系 circular shunt となる報告２９）と
類似していた．また，FLP 治療は在胎 16 週以上 26 週未

２８（28）
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Fig. 3a Myocardial pathology in a recipient. The heart chamber is quite narrow, and
gross prominent myocardial hypertrophy is evident. The loupe image shows myocardial
hypertrophy in both the left and right heart chambers. Hematoxylin eosin (HE) stain reveals that myocardial cells are well organized, which differs from the disarray that is characteristic of adult hypertrophic cardiomyopathy.

Fig. 3b Fetoscopic laser photocoagulation (FLP). Venous-arterial, venous-venous, and
arterial-arterial vascular anastomoses are coagulated by laser under fetoscopic observation. Although FLP can be performed only in certain medical centers, it is a curative
treatment.
US: ultrasonography

満の狭義の TTTS の診断が下された例に対して，未破水

や母体合併症・感染症がないなどの諸条件が満たされた場

で羊膜穿破・剥離がなく，切迫早産兆候がなく，胎児奇形

合に限り実施が考慮される．し た が っ て，そ れ 以 外 の
東邦医学会雑誌・2013 年 1 月
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TTTS では姑息的な反復羊水穿刺で妊娠を継続し，出生
後の管理に委ねられるのが現状であり，出生後の循環管理
が持つ意義は依然大きい．また，狭義の TTTS ではない
ものの twin of abnormal fluid discordance（TAFD）
（羊水
ポケット 3 cm 以 下 と 7 cm 以 上 の 組 み 合 わ せ を み た す
MD twin）とよばれる近接した条件をみたすもの３０）や品胎
における feto-fetal transfusion syndrome（FFTS）や古典
的な TTTS の存在も無視できず，これらについては同様
の血行動態を有するため，出生後の管理に難渋することが
予想される．血行動態を十分に理解した循環管理が求めら
れる３１）．
文
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Syndrome in Fetuses and Neonates
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ABSTRACT: Twin-to-twin transfusion syndrome is a serious complication among monochorionic diamniotic twins. Blood flow disequilibrium through placental anastomoses triggers discordancy between donor
and recipient. The donor presents with oligohydramnios and fetal growth restriction, and the recipient presents with polyhydramnios, increased weight, cardiac hypertrophy, and hydrops. Decreased circulating
blood volume leads to a decline in urine volume and an increase in renin-angiotensin-aldosterone system
(RAAS) hormones in the donor. Donor RAAS hormones are transferred to the recipient through placental
anastomoses, which results in paradoxically high concentrations of RAAS hormones, despite the recipientʼs
hypervolemic state. This blood flow disequilibrium and endocrine environment may cause cardiovascular
disorders, especially in the recipient. The present article discusses the myocardial hypertrophy and its
pathophysiology that are typical in such cases as well as the development of cardiac anomalies such as pulmonary stenosis. Conventional treatment is associated with unfavorable neonatal vital and neurologic prognoses; however, a very promising treatment, fetoscopic laser photocoagulation, was recently introduced and
has been shown to improve prognosis.
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KEYWORDS: twin-to-twin transfusion syndrome, recipient, cardiomyopathy, cardiac anomaly, fetoscopic laser photocoagulation

6―11―1 Omorinishi, Ota, Tokyo 143―8541

Journal of the Medical Society of Toho University
60 (1), Jan. 1, 2013．ISSN 0040―8670，CODEN: TOIZAG
東邦医学会雑誌・2013 年 1 月

双胎間輸血症候群における胎児・新生児の心血管障害

与田仁志教授

略歴

1956年 4月 3日 兵庫県生
1983年 3月
日本医科大学卒業
6月
日本赤十字社医療センター小児科入局
1987年 6月
大阪府立母子保健医療センター小児循環器科
1989年 7月
日本赤十字社医療センター新生児科
1998年10月
同 副部長
2009年10月
同 部長
2010年 4月
東邦大学医学部新生児学講座教授
同看護学部大学院非常勤講師
受賞
1994年10月

Young Investigator Award 第 39 回日本未熟児新生児学会

主な専門医資格
日本小児科学会認定小児科専門医，日本周産期・新生児医学会認定周産期
（新生児）専門医・指導医，同学会認定新生児蘇生法「専門コース」イン
ストラクター，日本小児循環器学会認定専門医，日本小児循環器学会認定
暫定指導医
主な学会などの役職
日本小児放射線学会理事，日本周産期・新生児医学会評議員，同学会周産
期学シンポジウム運営委員，日本未熟児新生児学会評議員，日本胎児心臓
病学会幹事，日本小児科学会関東地区東京都代議員，周産期循環管理研究
会幹事，東京小児呼吸ケア HOT（在宅酸素療法）シンポジウム世話人，
NeoForum（首都圏新生児フォーラム）幹事，東京循環器小児科治療 Agora
幹事，城南新生児・未熟児研究会代表世話人，京浜新生児医療研究会（フ
レッシュマンセミナー）代表幹事
主な公的役職
東京都周産期医療協議会新生児部会会員，日本赤十字社助産師学校非常勤
講師，東京都助産師会館母子保健研修センター助産師学校非常勤講師，東
京消防庁消防学校非常勤講師，文部科学省平成 22 年度補助金事業「周産
期医療に関する専門的スタッフの養成」プログラム事業責任者

60 巻 1 号

（31）３１

