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周術期壊死性腸炎により治療戦略に工夫を要した
完全大血管転位の自験例
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東邦大学医療センター大森病院心臓血管外科

要約：先天性心疾患を有する患児における重篤な合併症の 1 つとして壊死性腸炎が挙げられ，その救命率
は非常に低い．今回，我々は完全大血管転位 I 型に対する大動脈スイッチ手術周術期に壊死性腸炎を二度発
症し，その治療戦略に難渋したものの，厳重な術前管理と小児外科チームの迅速な介入により救命し得た 1
例を経験したため報告する．
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先天性心疾患（congenital heart disease：CHD）を有す

出生時現症：Apgar

score：1 分 1 点，5 分 7 点，体重

る患児は，低酸素血症や低心拍出量症候群
（low output syn-

2099 g，身長 41.2 cm，BSA 0.16 m2，体温 37.1℃，血圧 48/

drome：LOS）などの関与から，壊死性腸炎（necrotizing

25 mmHg，心拍数 158 回/分

１，
２）

enterocolitis：NEC）を発症し易い ．今回，我々は完全
大血管転位（dextro-transposition of the great arteries：dTGA）I 型に対する大動脈スイッチ手術（Arterial switch
operation：ASO）周術期に NEC を二度発症し，その治療

陥没呼吸あり，腹部平坦か

つ軟 グル音正常，SpO2：右上肢 50% 左上肢 90% 下肢 50%
（room air），皮膚チアノーゼあり．
聴診所見：胸骨左縁第二肋間を最強点とする連続性雑音
聴取．

戦略に難渋したものの，厳重な術前管理と迅速な小児外科

血液生化学検査：特記すべき異常所見なし（Table 1a）
．

チームの介入によって救命し得た 1 例を経験したため，文

血液ガス検査（FiO2 0.21）：アシドーシス，pO2 低下，
pCO2 上昇，lactate 上昇を認める（Table 1b）
．

献的考察をふまえ報告する．

症

胸部 X 線写真：心胸郭比 63%，肺血管陰影に左右差な

例

し．胃泡は左側に認める．

現病歴：胎児エコーにて完全大血管転位症，右側大動脈
弓，奇静脈結合を指摘され，在胎 37 週 4 日で遷延性徐脈

心電図：洞調律，心拍数 174 回/分，不完全右脚ブロッ
ク．

のため緊急帝王切開により出生した．出生後に下記の診断

心臓超音波検査（日齢 12）：{S，D，L}，冠動脈走行：

が確定し，プロスタグランディン E1 製剤の投与開始．手

Shaher 2 型， LPA から LSCA 起始， ASD は大きく開存，

術目的に当科紹介となった．

動脈管開存（patent ductus arteriosus：PDA），拡張末期

診断：d-TGA（I），Atrial septal defect（ASD），Right

心室中隔厚（end-diastolic intraventricular septum thick-

aortic arch，Azygos connection with inferior vena cava

ness：IVSTd）4 mm，拡張末期後壁厚（end-diastolic poste-

（IVC）interruption，Aberrant

left

subclavian

artery

（LSCA）originated from left pulmonary artery（LPA）．
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Biochemical examination (a), blood gas analysis (b).

㼍

㼎

胸部 3DCT 検査：右側大動脈弓を認め左総頸動脈，右

主肺動脈が右後で，冠動脈走行は Shaher2 型であった．

総頸動脈，右鎖骨下動脈の順に分岐し，左鎖骨下動脈は左

上行大動脈送血，右房から上大静脈，肝静脈方向に 2 本脱

肺動脈から起始し，動脈管は大動脈弓第三分岐後に存在し

血で体外循環を開始した．

ていた（Fig. 1）
．

心停止後，上行大動脈を切断．PDA と LSCA は，二重

術前経過：プロスタグランディン製剤投与を継続し，上

結紮後切断．冠動脈は左右とも trapdoor 法を用いて冠動

記所見より日齢 14 に ASO 予定とするも，手術当日の朝

脈移植を行い，Lecompte maneuver の後，新大動脈を再

から，嘔吐・血便・腹部膨満を認め，NEC の診断で手術

建した．ASD は右房切開から直接縫合で閉鎖した．採取

延期となった．腹部 X 線写真で，著明な腸管拡張と腸管

した自己心膜を大動脈基部に充填後，大動脈遮断解除を行

壁気腫を認めるも，明らかな腸管穿孔所見を認めなかった

い新肺動脈を再建した．人工心肺からの離脱は通常は 3〜

ため（Fig. 2-a），低圧持続吸引と抗生剤投与，免疫グロブ

5 分かけて離脱するところを，今症例では至適時期より遅

リン投与による保存治療を行った．治療期間中は，N2 投

いタイミングでの介入で左室機能低下を危惧していたた

与による低酸素療法による可能な範囲での左室トレーニン

め，30%

グを継続，その間に炎症反応の正常化・腹部異常所見の改

た，術中心拡大所見に加えて手術時期遅延に対する考慮か

善・腸管壁気腫の消失を認めた（Fig. 2-b）
．日齢 35 の心

ら，二期的胸骨閉鎖の方針とした．手術時間 7 時間 2 分，

臓超音波検査では，左室心筋の菲薄化や収縮力低下は認め

人工心肺時間 301 分，大動脈遮断時間 192 分で，術後 12

ず（IVSDd 4 mm/PWDd 4 mm，LVEF 72%）
，心房間交

日目に閉胸を行った．

通は良好で，左室圧の低下を示唆する所見はみられなかっ
た．日齢 37 に ASO（Jatene 手術）を施行した．

flow からは特に時間をかけて離脱を行った．ま

術後経過：術後 LOS の影響は強く，長期のカテコラミ
ン投与と腹膜透析（peritoneal dialysis：PD）を必要とし

術中所見：胸骨正中切開後，30×20 mm 四方の自己心

た．手術室で直視下に留置したチューブで PD を行ってい

膜を採取．術前診断通り，
大血管関係は上行大動脈が左前・

たが，十分な自尿が得られるようになったため，術後 9 日
東邦医学会雑誌・2021 年 12 月
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㼎

Fig. 1 3DCT shows the global image of the great arteries (a), and left subclavian artery originates from left pulmonary artery (b).

㻭

㻮

Fig. 2 X-ray image shows intestinal dilatation (arrow) and intestinal emphysema (arrow head) (A). After conservative treatment, intestinal emphysema disappeared (B).

目に PD を中止した．その後，腹部 X 線写真上明らかな

液が見られたため，腸管穿孔を疑い緊急開腹を行った．術

異常所見は認めなかったが，術後 14 日（閉胸後 2 日）に，

中所見では S 状結腸に穿孔と下行結腸に壊死を認め（Fig.

腹水排液のため留置されていた PD チューブから胆汁様排

3）
，穿孔部の修復と回腸ストーマ造設を施行した．
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㻮

Fig. 3 Intraoperative photo shows the perforation of sigmoid colon (A), and the necrosis of descending colon (B).

その後は新たな穿孔は認めず，ストーマ造設 10 ヶ月後

考

児循環から新生児の循環への移行や肝腎機能の成熟を待つ
ために ASO 施行の時期を遅らせることがあるが，その理

に人工肛門閉鎖を行い，退院となった．

想的な期間については未だ明らかではない７）．臓器の未熟

察

性は NEC の他に，感染，腎不全，呼吸器障害，脳出血な

CHD は NEC 発症の原因の一つであり，低心拍出量や

どのリスクとなり，加えて，新生児早期に体外循環を回す

低酸素血症が関与している．CHD 患児では NEC 発症の

ことは低出生体重児にとって多大な侵襲となる８）．そのた

リスクが 3.311% との報告がされており，他の CHD のな

め我々の施設では，日齢 7〜14 を ASO の至適時期として

１，
２）

い正期産児と比較して 10100 倍高い発症率である ．特

いる．本症例は，やや複雑な形態（azygos connection with

に動脈管依存性の CHD では腸間膜の低灌流と虚血が起こ

IVC interruption，aberrant LSCA originated from LPA）

りやすく，NEC 発症のリスクが通常よりも高いとされる３）．

を有し，その評価・方針決定に時間を要したことも，治療

また，CHD に NEC を発症した新生児の死亡率は 55% に

日程に影響したと考えている．

上るとの報告もあり４），その救命率は非常に低い．

2 度目の NEC は stageIII に分類され，小児外科チーム

本症例における術前 NEC の病期は Bell 分類 stageII に

の迅速な外科介入が必要であった．開心術後 14 日目に穿

分類され，保存治療によって軽快した．その治療期間にお

孔性 NEC を発症した原因として，術前 NEC 発症による

ける管理として，N2 投与による低酸素療法を行い肺血管

腸管壁ダメージや術中人工心肺使用や低体温の侵襲に加

抵抗低下に備えつつ，PDA 血流を最低限の確保とするこ

え，術後 LOS や大量カテコラミン使用による腸間膜への

とで血行動態の安定を担保した．しかしながら，低酸素状

低灌流が挙げられる．ASO 術前に高肺血流性の心不全や

態が NEC の増悪因子となり得るため，SpO2：75％ を目

左室の非薄化といった所見は認めておらず，期間短縮効果

安に N2 投与の調整し，PDA，腹腔動脈，上腸間膜動脈の

や左室トレーニングが不十分であるリスクが，術後 LOS

血流も連日の超音波検査で確認しながら，プロスタグラン

にどれだけ影響を与えるかは定かでない．そういった視点

ディン製剤の微調整を行った．

で振り返ってみると，腹膜透析が見込まれる症例の場合，

あわせて左室トレーニングの必要性を考慮し，左室心筋

僅かな炎症反応の残存も否定しきれない回復早期での開心

の菲薄化や収縮力，心房間交通を確認しながら，左室圧低

術は高いリスクを伴うため，初回 NEC 発症からの保存治

下をきたす前の至適手術時期を模索した．新生児に対する

療期間を十分にとる，もしくはそれにより左室機能低下が

ASO は生後 2 週間以内に行うべきと一般的に考えられて

危惧される場合は肺動脈絞扼術＋動脈管閉鎖術を先行す

おり，その時期を過ぎると左室機能の低下をきたす可能性

る，いずれにしても NEC から完全な回復後に施行する戦

５）

がある ．しかし，過去には生後 1 ヶ月を超えた TGA 患

略が優先されるべきであったと考えられた．今症例では

者に ASO を施行しても良い成績が得られたとの報告があ

PD チューブがインフォメーションドレーンとなり，NEC

るが，生後 3 ヶ月を超えると左室トレーニングを行っても

による消化管穿孔を早期に疑い，迅速な外科介入により幸

左室機能の低下により術後遠隔期の死亡率が上昇するとの

運にも救命可能となったが，NEC 再燃とその致命的リス

報告がされている６）．

クを考慮すると，より十分な保存治療期間が必要であると

前述のような報告がある一方で，低出生体重児では，胎

考えられた．
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今後も，同様の症例の集積・報告により，NEC を伴っ
た新生児 CHD の治療戦略が確立されていくことが望まれ
る．

結

語

d-TGAI 型に対する ASO 周術期に，繰り返し発症した
NEC に難渋したものの，厳重な術前管理と小児外科チー
ムの迅速な介入によって救命し得た 1 例を経験した．
患者同意：今症例報告に対する同意は患者家族から得られている．
本症例の治療にあたり執刀いただいた小澤司前准教授（現東京さ
くら病院副院長）・黒岩実小児外科教授，周術期管理を担当してい
ただいた新生児科・小児循環器科の皆様に深謝いたします．
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A Case of Transposition of the Great Arteries Requiring
Devised Strategies due to the Perioperative Necrotizing
Enterocolitis
Sho Isobe Yuzo Katayama Noritsugu Shiono
Hiroshi Masuhara Takeshiro Fujii and Yoshinori Watanabe
Department of Surgery, Division of Cardiovascular Surgery, Toho University Omori Medical Center

ABSTRACT: Necrotizing enterocolitis (NEC) is one of the serious complications in neonates or early infants with congenital heart disease. We report a case that was affected with NEC twice during the perioperative period of arterial switch operation for dextro-transposition of the great arteries. Although it was
difficult to establish the strategy, this patient was able to survive due to the intensive management and the
prompt intervention by pediatric surgeons.
J Med Soc Toho 68 (4): 155―160, 2021
KEYWORDS: transposition of the great arteries, arterial switch operation, necrotizing enterocolitis
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